
シュガーフットダンススタジオ
１７：００～１７：５０ １８：１０～１９：００

月額：５，９８０円 LikoｰHo′omakale′a 月額：５，５００円 佐藤　昇・　佐藤　靖子 月額：３，８５０円 月額：３，８５０円 月額：５，９４０円 月額：５，９４０円
小学生：１７：３０～１８：４５ Halau′o　Ho′omakale′a主宰 １７：４５～１８：４５ 専任インストラクター １７：００～１７：５０ １８：００～１９：００
月額：５，５００円 毎週木曜日 第２・４　水曜日 第２・４　水曜日 第１・２・３　金曜日 第１・２・３　金曜日

ＮＥＷ
園児：１６：３０～１７：３０ 園児 小学生 入門 初級

随時できます 随時できます
ミュージカル『アニー』のタップ振
付・指導を始め、映画、TV、CM で
有名な佐藤昇のスタジオ専任イン
ストラクターが基本から、解り易く、
丁寧に指導します。

水曜クラス　ＭＡＲＩ先生
第２・３・４火曜日 金曜クラス　真侑先生

キ
ッ
ズ

元気で可愛いフラガール・ケイキフラ ジュニアタップダンス キッズチアダンス 体験日２００円
随時できます

体験日２００円 体験日２００円 笑顔と元気でステキなチアリーダーを目
指しましょう。ポンポンを持って、楽しい
音楽に合わせて踊ります

１８：１０～１９：００

月額：4,400円 月額：2,200円 月額：2,200円 月額：6,000円 月額：6,200円 月額：6,400円

毎週　金曜日 毎週　金曜日
１０：００～１２：００ 随時

できます
１０：３０～１２：３０ 随時

できます
１３：００～１５：００ 随時

できます
１６：１０～１７：００ １７：１０～１８：００

（小１～小２） （小３～小４） （小５～小６）
第２・４火曜日 1,000円 第４　金曜日 1,000円 第４　火曜日 1,000円 毎週　金曜日

ハワイアンキルト 現代押し花アート 剪画（きり絵）
古積　里江子 体験日 近藤　政代 体験日 小野寺　マヤノ 体験日

１０：００～１２：００ 随時
できます

１３：１５～１４：４５ 随時
できます

１３：３０～１５：３０ 随時
できます月額：3,980円 月額：2,000円 月額：4,400円

体験日 進学・就職に困らないように英語
力をしっかり身につけます。講師
はＮＨＫテキストの校正担当や英
語・仏語通訳案内士として活躍さ
れている語学のスペシャリストで
す！　英語講師　早坂新弥

体験日　200円
第２・４　火曜日 1,000円 第３　金曜日 1,000円 第２・４木曜日 1,000円 １２/１１　１２/１８

実用書道 吉祥花文字 ボタニカルアート 新 小学生の英語教室
神田　春泉 体験日 宇月　美枝子 体験日 橋立　昇

１９：１５～２０：４５

です 月額：2,200円 表千家都流教授　水野　宗真 月額：2,000円 白菊着物着付研究会看板取得　 月額：4,４００円 月額：4,４００円
税別表記 １０：３０～１２：００ 随時できます １０：００～１２：００ 　眞由美 １４：００～１５：３０

体験日1,000円
随時できます 随時できます

料金は 第２　月曜日 体験日1,000円 第２　水曜日 沼尾 第１・３水曜日 第１・３水曜日

和
テーブル席で愉しむ茶道レッスン はじめての着付け はじめての能
テーブル席でお抹茶、お菓子のいただき
方、お点前の所作を学びます（立礼）季
節のしつらえと一服のお茶を楽しみま
しょう（経験、お流派は問いません）

着物の販売などは一切ござい
ません。ご安心ください

金春流教授本田　布由樹
補助　本田　芳樹

体験日1,000円
振替可能

です 月額：2,300円 （一社）日本占術協会理事　 月額：2,300円 月額：2,300円 月額：2,300円
税別表記 １３：３０～１５：００ 久保田　恵都予 随時できます １０：３０～１２：００ １３：００～１４：３０
料金は 第４　金曜日 体験日1,000円 第３　金曜日 第３　金曜日 第３　水曜日

体験日1,000円
随時できます 随時できます 随時できます

佐藤　宗眩 佐藤　宗眩 Michiko Horage

１３：３０～１５：００

手相は裏の顔とも言われ顔よりも自分の状態を素直
に反映し、また常に変化します。過去、現在から未来
への運命のサインを読み取り活用しましょう

日々幸せになる
知恵を学びます

体験日1,000円 「健康」「幸せ」「運
気」を全て善に

体験日1,000円 ご希望の方はプロ
認定いたします

月額：５，７００円 月額：6,600円 月額：5,980円 月額：3,980円

占
い

手相教室～運命のサインを読み取る～ やさしい占い教室 開運風水 タロット教室

随時
できます．１５：００～１６：１５ 随時できます １９：００～２０：００ １３：００～１４：３０ １０：００～１１：００

第２・３・４火曜日 体験日　1,000円 第１・３　木曜日 随時
できます．

毎週木曜日 第１・３　木曜日

体験日　1,000円 ヨガインストラクター 体験日
LikoｰHo′omakale′a 佐藤　靖子 各1,000円 随時できます 郁恵 各1,000円

月額：６，６００円

ダ
ン
ス

エ
ク
サ
サ
イ
ズ

タヒチアンダンス リズム・タップダンス 楊名時八段錦太極拳 肩こり・腰痛改善ヨガ
Halau′o　Ho′omakale′a主宰 佐藤　昇 体験日

１０：１５～１４：３０ １３：１５～１４：３０ １３：００～１８：００ １９：００～２０：００ １９：００～２０：３０

月額：4,950円 元劇団四季シンガー 　ＢＯＳＳ 月額：4,180円 月額：4,800円 月額：4,000円

随時できます
第１・３水曜日 第２・４金曜日 第２・４　水曜日 第２・４　水曜日 第２・３・４火曜日

体験日　1,000円 お好きな歌でレッ
スンします。
３０分個人レッスン

元劇団四季シンガー カラオケトレーナー　リッキー 体験日　1,000円 LikoｰHo′omakale′a
随時できます  ＢＯＳＳ ３０分個人 グループ

月額：4,800円

BOSS先生のボイストレーニング ゴスペル教室
体験日　1,000円 カラオケ教室 体験日　1,000円 ハワイアンフラ随時できます 随時できます

月額：4,400円 月額：4,400円 月額：4,400円 月額：4,400円 月額：4,400円 月額：4,800円

第２・４　火曜日 第２・４土曜日
１３：３０～１５：００ １０：３０～１２：００ １０：１０～１１：３０ １１：５０～１３：１０ １９：２０～２０：４０ １５：００～２０：００ １３：００～２０：００

　オカリナ講師　　　有延千尋 初級 入門 夜クラス ミチギター教室主宰　石川裕一
第１・３火曜日 第２・４木曜日 第１・３金曜日 第１・３金曜日 第１・３水曜日

体験日　1,000円
随時できます 随時できます 随時できます

　オカリナ講師　　　鏡　記子 ウクレレ奏者　鰯屋猫助　　　レンタル可 ３０分個人レッスン

月額：4,800円 月額：4,500円 月額：4,800円

オカリナ 体験日　1,000円
ウクレレ（ハワイアンからポップス）

体験日　1,000円 新 初めての電子ドラム

レンタル可
１０：３０～１２：００ １０：００～１１：１５ １２：１５～１４：００ 随時

できます
１４：１５～１５：４５ １６：００～

月額：3,980円 　向井　はるみ 月額：4,500円

４０分個人
第１・３　火曜日 第１・３金曜日 第１・３金曜日 各1,000円 第１・３　月曜日 第１・３　月曜日

随時できます
体験日　1,000円 中高年を対象にしたキー

ボードを使ったグループレッ
スンです
　レンタル可

師範　元四葉会会員　蓼　志津秀　　　　　レンタル可 琉球民謡唄者　　新島達也
随時できます グループ ４０分個人 体験日 グループ

１０：３０～１２：００ １２/６・２０　日曜日 日本ペットシッター協会　関川　幸春
月額：5,000円 １０：３０～１５：３０　受講料：４８，０００円（税別）　教材費：9,200円（税別・登録認定料込）

新 中高年から始めるらくらくピアノ 三味線と小唄教室 沖縄三線 体験日　1,000円

音
楽

楽しいハーモニカ 満席間近 ２day ペットシッター士養成講座　
体験日　1,000円 ＮＨＫドラマ「エール」でハーモ

ニカ監修をされた、大竹先生か
ら、楽しくハーモニカを学べま
す！

ＴＶ東京「たけしのニッポンのミカタ!」で取り上げられた、今大注目の人気講
座です。全国どこでも開業可能。飼い主が留守の間、飼い主に代わってペッ
トのお世話をする仕事です。入会不要　１１/３１締切

随時できます
第２・４水曜日

もしくは１９：００～約２時間半　入会不要 １１月３０日（月）　１３：００～約２時間半 １１月３０日（月）　１６：００～約２時間半
受講料：9,800円 教材費：2,500円　修了証：3,000円 受講料：9,800円 教材費：2,500円　修了証：3,000円 受講料：9,800円 教材費：2,500円　修了証：3,000円

（社）心理技能協会より修了証授与 ヒーリングサロンAriel代表　梶ゆりこ　 ヒーリングサロンAriel代表　梶ゆりこ　
１１月３０日（月）　１０：００～約２時間半 （社）心理技能協会より修了証授与 （社）心理技能協会より修了証授与

先着６名様限定 養成講座 足裏のツボを刺激して、全身の血流やリンパ
の流れを改善する施術を学びます　　入会不 養成講座 たるみを引き上げ、お顔全体をリフトアッ

プする施術を学びます　入会不要 養成講座ヒーリングサロンAriel代表　梶ゆりこ　

１day ハンドエステセラピスト １day フットケアセラピスト １day ヘッドスパセラピスト

三郷駅徒歩３分 カードの意味が分かる方限定のリーディングを中心としたクラスです

この他にも全１２０クラ
ス以上ございます

（社）心理技能協会所属　トップ心理カウンセラー
１１月７日（土）　１６：３０～約２時間 タロット占い師　ＹＯＫＯ    
１２月２９日（火）　１６：３０～約２時間
料金：７，０００円（修了証料含む） 入会不要　先着８名限定

０４８－９５４－８１１８ １２月２９日（火）　１１：００～１６：００ タロット占い師　ＹＯＫＯ    
料金：１２，０００円（教材費・認定料含む） 入会不要　　先着８名限定

三郷市三郷１－５－８ １day タロット占い師スペシャリスト養成講座

注：このページは全て姉妹店の
１day タロット占い師養成講座

多くの悩める経営者を心理学とタロットで鑑定してきたＹＯＫＯ先生によるタ
ロット講座、理論と実践・心理学の要素を取り入れた無駄の無い濃い講座で
すソレイユカルチャーセンターで行います
１１月７日（土）　１１：００～１６：００ （社）心理技能協会所属　トップ心理カウンセラー

　１２/４。

全６回分受講料：13,200円　教材費：7,200円
第１　金曜日　１０：００～約２時間
JSAアイシングクッキー認定講師　

月額：２，３００円 （社）心理技能協会所属　タロット占い師　Michiko Horage

タロットカードには1枚1枚に深い意味があります。全
くはじめての方でも占えるようになります。理論と実
践を取り入れた無駄の無い濃い講座です。

ご希望の方は認定証が授与され
ます（認定証：別途3,000円）

文
化

朗読教室 体験日　1,000円 新 写真教室随時できます

第２　土曜日
１３：３０～１５：００

子平推命（しへいすいめい）

体験日　2,000円
随時できます
第４　火曜日

１１/１４、１２/１希望を見いだすタロット教室

月額：4,400円 日本占術協会　半田　晴詠
体験日 お問い合わせく

ださいませ はじめての着付け

子平推命は驚異的な的中率を誇
る秘伝の八字推命です。誕生日の
年月日時から自己の宿命を知り一
年前運勢を把握し人生設計ができ
ます。　残席２名

月額：2,300円 占術家　風水鑑定士　惠斗（Kate）

体験日　1,000円
随時できます

随時できます
ＮＰＯ日本朗読文化協会認定講師　 火・日　芸術カメラマン　日野正和 上手く撮れるようにな

ります
満席間近 全くはじめての方でも、安心

して始められるよう、一人ひ
とりのペースに合わせて基
本知識から、丁寧に、わかり
やすくお教えします

ニューヨークにあるトランプタワーも風水
で改装されました。本場香港の伝統風水
を学び、財運・健康運アップに役立てま
しょう！

体験日　1,000円

月額：2,800円 月額：2,800円 松永　由美

フライングスター風水術

第２　木曜日
１０：３０～１２：００１２：００～１５：００

体験日　1,000円

第１　土曜日 □不安、恐れ、憂鬱など浮き沈みをコントロールできる 松浦　聖子
１３：００～約２時間 １０：００～約２時間 認定 トレーナー

新 心理セラピスト養成講座 体験日1,000円
１２/５． １１/２２　１２/１３

１２回の受講で資格が取得できる大人気の心
理セラピストコース。潜在意識をコントロールす
る技術を学びます
第４　日曜日 米国 ヒプノセラピー協会

米国ＮＬＰ協会認定トレーナーアソシエイト

体験日各1,000円
随時できます

TV朝日出演で注目を浴びたセラピスト　原田成志

様々なしぐさなどからメッセージを
読み取っていき心や体で感じ取っ
ていくセラピー法を学びます

第４　月曜日
体験日 １８：３０～約７０分

1,000円

『脳の取り扱い説明書』とも呼ばれているNLPは1970年代に開発された心理学の
一つです。 心理学の中でも日常ですぐに実践でき誰もが応用できます

医療、教育、政治、スポーツ、ビジネスなどの様々な分野で活用さ
れ、米国のオバマ元大統領、クリントン元大統領もNLPを学び、自身
の演説に活かしていたとされています。イチローはＮＬＰの技術のひと
つアンカリングの天才ともいわれています

占
い

手相の神秘 新 運命のサインを読みとる手相教室 新 基礎から学べる気学教室
手のひらにある線で、金運
や健康運、仕事運まで判断
する事ができます

手相は裏の顔とも言われ顔よりも自分の状態を素直
に反映し、また常に変化します。過去、現在から未来
への運命のサインを読み取り活用しましょう。

１２回の受講でプロ認定します

第１　月曜日 鑑定士　岡田　人篤

※満席間近の講座が多いため
   お申込みは先着順です

ご体験は事前にご予約をお願いいたします

人生の吉凶を予知して目的を達成するための時と所
を上手に活用し開運を図る処世法を学びます。不安
なども乗り越えます。手相講座と同時に学ぶと、より
一層占いの幅が広がります。

１１：３０～１２：３０

ゲシュタルトセラピー

中本恵美

第３　水曜日 日本占術協会理事 体験日　1,000円
１０：００～１１：１５ 認定占術士 １１/１８　１２/１６ 認定占術士 １１/１８　１２/１６

吉川カルチャークラブ
ＴＥＬ　048-984-3111

１４：００～１５：３０ 体験日　1,000円
月額：２，３００円 随時できます 月額：２，２００円

第３　水曜日 日本占術協会理事

業界初半額 入会金５０％ＯＦＦ
園児～小学生のお子様は２講座目
以降は何講座習っても受講料が半
額になります（※個人レッスンは除きます）

ご見学・ご体験から一週間以内のご入会で
入会金が半額になります（通常5,500円）

先着１００名様限定　１２月１５日まで

吉川市木売３－１－３　常盤ビル

習い事なら 無料駐車場完備

第１　水曜日 第３　土曜日
１３：３０～約２時間 １３：３０～約２時間

水　写真家　斉藤　小弥太
第２　火曜日 第１　水曜日

□自分に自信を持てる、セルフイメージが高まる
□事実を変えず、解釈を変えて前向きになれる

1,000円

第１　水曜日

日曜日のピアノ教室

４０分個人

月額：2,100円 月額：2,100円
教材費：1,000円 教材費：1,000円

新

体験日　1,000円

お
す
す
め

久保田　恵都予

１０：００～約２時間
第３　金曜日 第３　土曜日

１０：００～約２時間 １０：００～約２時間

月額：2,100円

心
理
学

５期生募集 ＮＬＰ心理学講座（神経言語プログラミング）

第１・３　月曜日

新
自分の手で生地をこね、手軽においしい
パンを作りましょう。菓子パンから、ヘル
シーな食事パンまでメニューはいろいろ
です

水・土　黒瀬香澄    金　小林友美

渡部玲子

美味しい手ごねパン教室

教材費：1,000円 教材費：1,000円教材費：1,000円

１０：００～１６：００

月額：3,400円

１０：００～ １１：４５～１３：１５

各クラス、１０日前に締め切ります。
ご希望の曜日をお問合せくださいませ。

１３：００～１４：３０

神戸女学院大学音楽学部ピアノ科卒

新

グループ
第１・３　月曜日

四季折々のスイーツを
作ります。基本から丁
寧にお教えいたします

各クラス、１０日前に締め切ります。
ご希望の曜日をお問合せくださいませ。

db.cafe　　黒瀬　香澄　

はじめてのアイシングクッキー
可愛くて、プレゼントに
ぴったりなアイシング
クッキー。クリーム、コ
ルネの作り方から学
び、ご家庭でも楽しめ
るようなデザインでレッ
スンしていきます。

体験日　1,000円

基礎からのスイーツ作り

１１/７．

月額：2,100円月額：2,100円

受講料は３ケ月前納制です（体験費・一部講座を除く）別途設備費を月額２０６円（税別）頂きます。催行人数に満たず開講できない場合もございます。入会と受講の案内別途教材費がかかる講座もございます。料金は税別表記です。さらに詳しい詳細はHPをご覧くださいませ

月額：4,800円 月額：4,500円

沖縄三線教室新
体験日

各1,000円

第２・４　日曜日

久保田　恵都予

沼尾　真由美

随時
できます．

琉球民謡唄者　　新島達也

１４：００～約２時間 １０：００～約２時間 １０：００～約２時間
第１・３　火曜日 第４　土曜日
１３：００～１４：３０

第２　日曜日 第１　日曜日

当店はアルコール度数 80％以上の消
毒液で徹底的な感染予防対策と、全教
室に大きな窓があるため、厚生労働省
推奨の、「窓を開けて換気」も十分に
できます

月額：2,200円

月額：４，０００円 月額：２，２００円 月額：2,200円 月額：2,200円 月額：2,200円 月額：2,000円

学べる所が少ないＮＬＰ講座は一生モノの財産になります
１２回の受講で修了証授与

月額：3,000円 月額：3,500円

藤間流　日本舞踊かよの会　講師　藤間　嘉世
体験日　1,000円
１２/１３．１/１０

３才～６才 小学生
第２・４　日曜日第１・３　日曜日第１・３ 土曜日

１１：００～１２：３０

月額：４，６００円

満席間近

１０：００～１１：００

はじめての日本舞踊子供教室新

１０：００～約２時間

月額：２，２００円

１１：３０～１２：４５

日曜絵画教室

12月5日
スタート

シャンソン歌手　　堀　哲也
体験日　1,000円

随時できます

日本語で歌うシャンソン

体験日　1,000円
随時できます

堀　哲也

１３：００～１４：３０ １９：１５～２０：３０

第４　日曜日
１０：００～１２：００
１３：００～１５：００

月額：各2,200円月額：1,850円 月額：1,850円 月額：3,790円

おとな文字（ボールペン・筆ペン）
使いたい筆記用具で受講できます。　美しい字を書く
ポイントを丁寧にお教えします　満席間近

満席間近　残席３名

第４　水曜日 第４　木曜日 第１・３ 水曜日
１２：４５～１４：１５

随時できます

太田　喜興
画家 体験日

各1,000円
随時
できます．

向井　はるみ
お好きな曲でレッスンいたします

体験日　大人　1,000円
体験日　子供　無料

南口から
徒歩３分

安全安心

ブックオフ ●



第１・３ 水曜日

笠原　美智子

人に好かれる話し方 人に好かれる話し方

　園児：月額／1,600円　小学生：月額/1,800円月額：6,000円 月額：6,200円 月額：6,400円 月額：4,000円 月額：3,000円 月額：3,600円

午前　１０：００～１１：３０
１６：１０～１７：００ １７：１０～１８：００ １８：１０～１９：００ １９：１０～２０：１０ １５：４０～１６：４０ １７：００～１８：３０ 午後　１２：３０～１４：００

毎週金曜日 毎週金曜日 毎週金曜日 第１・３金曜日 第１・３火曜日 第１・３火曜日

英会話のプロスクールウィルビー英会話専任外国人講師　アルマ 　　今井ちひろ　　澤本幸子 園児・小学生合同クラス
（小１～小２） （小３～小４） （小５～小６） 中学生 （4才～６才） （小学生） 第２　日曜日

英語教室（金曜クラス）
体験日各２００円

のびのび絵画工作教室 体験日各５００円
随時できます 随時できます

１３：３０～１５：３０ １５：００～１７：００

月額：6000円 月額：6000円 月額：6000円 月額：2,200円 月額：2,500円

アートデザイナー　江森ケンジ　
毎週月曜日 毎週月曜日 毎週月曜日 随時

できます．
第１ 土曜日 第４ 土曜日

１６：３０～１７：２５ １７：３０～１８：２５ １８：３０～１９：２５

体験日各５００円
随時できます

英検対策徹底講師　林　秀子 体験日 　　画家　岩部暁明 絵画上達教室ではお子様の独自性を大
切にしながら、構図、 色の使い方、 奥行
きの出し方・陰影のつけ方などの書き
方、 筆の使い方.などを学びます。対象
年齢：３年生～

各２00円

１７：４０～１８：４０

月額：5,200円 ＮＥＷクラス １８：４０～１９：４０

英語教室（月曜クラス） 絵画上達教室 満席間近

毎週　土曜日 木曜日１８：４０～の
新クラスが増設され
ました

毎週金曜日 随時
できます．

１６：２０～１７：２０ １６：２０～１７：２０ １６：３０～１７：３０
１５：４５～１６：３０ １７：３０～１８：３０ １７：２５～１８：２５

英語講師 小学校に入学して英語の
勉強が義務になる前にお
子様が英語に触れ、興味
を持ち、得意分野にでき
るように目指します。

体験日 森屋珠算塾代表　森屋　初恵 年長～ 小学生 ３，８００円
Machi 各２00円 毎週　水曜日 毎週　木曜日

月額：2,980円

英語教室（園児クラス） そろばん・暗算教室振替可能
体験日各200円

月額：各 随時できます

月額：７，８００円 月額：７，８００円 月額：3,000円 月額：3,000円 月額：1,600円 月額：2,980円

１０：００～１１：００ 第１・３　日曜日 第１・３　日曜日
１８：００～１９：２０ １９：３０～２０：５０ １７：４０～１８：４０ １４：４０～１５：４０ １１：１５～１２：１５ １０：３０～１２：３０ １３：３０～１５：００

第２・４　火曜日 第２・４土曜日 第３　日曜日 経験者 入門
毎週金曜日 毎週金曜日

各クラス２名様限定
１６：３０～１７：３０ １３：３０～１４：３０

体験日 各２００円

随時できます 随時できます 随時できます
学校の補習から受験の難問まで何でも解決します。生徒のス
ピードに合わせたカリキュラムで成績向上を目指します。小学生
～高校生まで大丈夫です。　井上進学塾主宰　　井上浩一

火曜・土曜クラス　書道講師　小山典子 年長～ 小学生
日曜クラス　書道師範　　水上彩 ＮＥＷクラス 日本将棋連盟指導員　古海誠治

月額：4,400円 月額：3,500円 月額：3,800円

個別指導（英・数・国）
体験日各２００円 毛筆と硬筆 体験日各２００円

小学生の将棋教室

第２・４　土曜日 第２・４　水曜日 第２・４　水曜日
１０：００～１２：３０ １６：３０～１７：２０ １７：３０～１８：３０

ピアノ教室は全ての曜日、満席
間近です。ご体験日はお問合せく
ださいませ。講師の紹介はＨＰを
ご覧くださいませ。
日曜日のピアノが新しく始まりま
す！

３０分個人レッスン 体験日各200円
　石川裕一 随時できます
体験日各200円 ダンスインストラクター　今井　沙那恵

随時できます 園児～小２ 小３～

今井　沙那恵 月額：3,000円 月額：3,000円

ピアノ教室30分個人 ギター教室 キッズ☆チアダンス

第１・３　土曜日 第１・３　土曜日

ご覧いただけます
１８：００～１９：００ １７：３０～１８：３０ ダンスインストラクター １６：００～１７：００ １７：２０～１８：２０

月額：各3,000円 月額：3,000円

ダンスインストラクター 対象年齢：５才～小学生

こちらから→
第１・３　火曜日 第１・３　水曜日 Ｄ．Ａ．
１７：００～１７：５０ 対象年齢：５才～小学生 １６：１５～１７：１５

月額：3,000円 アクション俳優　坂井和也 ダンス

吉川カルチャークラブのＨＰは
インストラクター レッスン中の動画撮影OKです
mikune 対象年齢：５才～小学生

第２・４　火曜日 体験日各２００円
満席間近１７：００～１８：００ 随時できます

ダンスが初めて
でも、基本のス
テップから教え
いたします。

体験日各２００円 ＣＭ・ＴＶ・ＰＶ・映画な
どで大活躍の講師か
ら学ぶスペシャルな
レッスン♪ダンスが初
めてのお子様でもリズ
ムのとり方から丁寧に
お教えいたします。

体験日各２００円 体験日各２００円
随時できます 随時できます 随時できます

月額：2,200円

こども講座は２講座目からは何講座習っても受講料半額！
他では絶対に真似できない業界初のお得な割引システムです（個人レッスンは除く）

キッズアクション教室親子参加ＯＫ ストリートダンス キッズダンス（水） キッズダンス（土）

1,000円 第３　土曜日 1,000円
１３：００～ 随時

できます．
１４：３０～１５：３０ 随時

できます．月額：4,800円

第１・３　月曜日 カラオケはカラオケの機械で練習しないと絶対
に上手くなりません。カラオケの機械を使用し
て、あなたに適した発声の仕方、音程を学びま
す。　カラオケ講師　森みさこ

ボイストレーナー ジャズシンガー 大野めぐみ
1４：１０～１５：５０ 大野めぐみ 体験日 体験日

第２・４　水曜日

元プロ歌手から学ぶカラオケ教室
体験日　1,000円 新 カラオケ３０分個人 ジャズ＆POPS随時できます

２火　ボイストレーナ　ＫＡＺＵ
月額：4,000円 月額：4,000円 月額：2,100円 月額：2,100円 月額：2,400円 月額：4,800円 ２・４水　ボイストレーナ　大野めぐみ

１０：４５～１１：４５ １５：００～１６：１５ １３：１５～１４：１５ １１：３０～１２：３０ １２：００～ １３：００～
第１・３ 月曜日 第１・３ 火曜日 第３　土曜日 第４　土曜日 第２　火曜日 第２・４　水曜日

随時できます
和泉先生 渡部先生 大野先生 渡部先生 ＮＥＷ

ボイストレーニング（グループレッスン） 心に響くボイストレーニング ３０分個人レッスン

ソプラノ歌手　和泉　聡子 声楽家　渡部　玲子 体験日　1,000円 体験日　1,000円 ボイストレーニング（発声練習）とボーカル ト
レーニング（歌唱練習）を取り入れて、声が楽
に出せるようになります。歌唱力も上がるよう
にレッスンいたします

ジャズシンガー　大野　めぐみ 随時できます

随時
できます．

１１：００～１２：３０ 随時
できます．月額：5,400円  中島　伸子 月額：4,400円 月額：5,000円 月額：4,980円 月額：4,600円

９：００～１３：００ 随時できます １０：００～１１：３０ １１：４０～１４：００ １１：４０～１４：００

体験日
第２・４金曜日 体験日　1,000円 第1・３　月曜日 第1・３　月曜日 第１・３　月曜日 各1,000円 第１・３ 土曜日 1,000円

シャンソン鍵盤を見ないで弾けるようになり、楽に弾け
る感覚を習得します　３０分個人

有延　千尋　レンタル可 　　　フルート奏者
グループレッスン ３０分個人レッスン 有延　千尋 体験日 堀　哲也

月額：4,800円 月額：4,500円

ブラインドタッチで弾く簡単ピアノ オカリナ 体験日各1,000円 フルート30分個人
　　　日本語で歌う

随時できます

１０：００～ １１：４５～１３：１５ 随時
できます．月額：3,400円 月額：3,400円 月額：3,400円 月額：5,400円 月額：3,400円 月額：3,400円

第１・３　月曜日第１・３　月曜日 各1,000円
１０：００～１８：３０ １２：３０～１５：００ １２：３０～１５：００ ９：００～１３：００ １０：００～１８：００ １０：００～１６：００

４０分個人 グループ 体験日
第１・３　火曜日 第１・３　水曜日 第２・４　木曜日 第２・４　金曜日 第１・３　日曜日 第２・４　日曜日

体験日各1,000円
各クラス満席間近

琉球民謡唄者、ぢーまみ芸能団主宰
随時できます 新島達也

月額：4,000円 月額：2,200円 ギター講師　久住　圭司 月額：4,800円 月額：4,800円

大人気♪ピアノ教室（30分個人レッスン） 日曜日クラ
スが増設さ
れました

新 沖縄三線教室
はじめての方もご経験のある方
もレベルに合わせてお好きな曲
でレッスンいたします。

第１・３月曜日 各1,000円 第２　火曜日 第２・４　火曜日第２・４　土曜日
１４：００～１５：００ 随時

できます．
１２：００～１３：１５ １０：００～１３：３０ １０：００～１２：３０

体験日各1,000円 はじめての方でも経験のあ
る方でも楽しめる、グループ
レッスンです。曲は皆様のリ
クエストを取り入れます♪

レンタル可 フォーク・エレ
キ・クラシックま
でお好きな曲が
弾けるようになり
ます

渡辺明子 体験日 １２/８　１２/２２ ミチギター教室主宰　石川　祐一　

スチールギター 新 月１回のギターグループレッスン ギター（３０分個人）
体験日各1,000円

随時できます

１４：００～１５：３０ （中級）１３：００～１４：１５ アネラ １５：２０～１６：２０ １０：００～１３：３０ 随時
できます．月額：4,400円 月額：4,400円 月額：4,000円 各　月額：4,800円

各1,000円 １０：００～１３：３０ 体験日
第２・４ 月曜日 随時

できます．
（入門）１１：３０～１２：４５ 第１・３　月曜日 随時

できます．
第２・４　土曜日 各1,000円

ウクレレ講師 体験日 第２・４　火曜日 石川　裕一
　田村　恵子 各1,000円 第１・３ 火曜日 随時できます 渡辺明子

音
楽

  マンドリン ハワイアンウクレレと歌 新 はじめてのウクレレ ウクレレ（３０分個人レッスン）

レンタル可 体験日 　レンタル可 体験日各1,000円

韓国語講師　金英珠

日本プロ麻雀連盟所属　内山えみ

１３：１５～１５：３０ １０：３０～１２：３０ １３：００～１５：００

午後

満席間近
お問い合わせ
ください

第２・４　金曜日

　乙坂紫玉

１３：３０～１４：４５ 随時
できます．月額：4,000円 森島　俊江 月額：4,400円 月額：4,000円 月額：3,980円

１４：３０～１５：４５ 随時できます １９：２０～２０：２０ 随時
できます．

１３：３０～１４：４５ 随時
できます．

体験日
第２・４火曜日 体験日　1,000円 第１・３ 水曜日 1,000円 第１・３ 金曜日 1,000円 第２・４　月曜日 1,000円

ヨガインストラクター

今井 沙那恵 体験日 ＳＡＴＯＫＯ 体験日 蓬田　恵子

月額：6,600円 月額：（入門）3,780円　（初級）4,000円

ＮＨＫ「おはよう日本」出演講師直伝 健康ピラティス やさしいピラティス
バレエストレッチ

ＳＴＯＴＴピラティス公認インストラクター　 ＢＡＳＩ認定ピラティスインストラクター

体験日各1,000円 （入門）９：５０～１０：５０ 随時できます
１０：３０～１１：４５ （初級）１１：００～１２：１５   プア　ナニカ　イリマ

ハワイアンフラ（木） ハワイアンフラ（水） ヒーリングヨガ
ダンサー　mikune 体験日　1,000円 ノエラニオマイレ石亀 第２・４　水曜日 体験日各1,000円 現役の心理カウ

ンセラーでもある
講師の、癒しと
心のヨガです

第１・３・４ 木曜日

第１・３金曜日 映像を見ながら歴史を踏ま
えて西洋美術に隠された
様々な意味を紐解きます

１９：００～２０：００ 随時できます １０：３０～１２：００

月額：（入門）3,780円　（初級）4,400円 月額：4,000円 月額：5,000円

美しき西洋美術の世界 体験日　1,000円
随時できます

第２・４ 火曜日 ベリーダンサー　manami 今井 沙那恵 放送大学講師　　ＳＡＢＡ彩子

エ
ク
サ
サ
イ
ズ

ダ
ン
ス

夜のベリーダンス 新 ジャズダンス

（入門）１８：４５～１９：４５ 体験日　1,000円 体験日各1,000円第２・４　水曜日

1,000円

月額：２，２００円 将棋講師　大竹　潔 月額：1,980円 月額：3,500円 月額：3,500円

第２　火曜日 第２　水曜日 第２・４　金曜日
同じ事を何度聞いても決して嫌な
顔をしない、麻雀連盟で一番優し
い先生から学べます。お休みをさ
れても振替ができます

１４：００～１６：００

・第一印象で確実に好感を持たれます
・落ち込んでも立ち直りが早くなります

新 大人の脳トレ将棋教室 振替も出来る女性のための麻雀教室
体験日1,000円
随時できます

１８：３０～１９：３０

第１・３ 水曜日 小山典子
１９：１５～２０：３０ 夜

月額：4,000円 月額：4,000円 月額：1,850円 月額：1,850円 月額：3,790円
１０：３０～１２：３０ １２：４５～１４：１５ １３：００～１４：３０

第１・３火曜日 第１・３火曜日 第４　水曜日 第４　木曜日

随時できます
体験日　1,000円 日展会友　前　遊舟 読売書法会理事 人名、住所、のし袋、

御祝儀袋、宛名の書き
方、年賀状などいざと
いう時に役立ちます

使いたい筆記用具で受講できます。　美しい字を書く
ポイントを丁寧にお教えします　　　満席間近随時できます 筆づかいの基礎「いろ

は」の練習から、美し
い日本の文化、和歌、
俳句を書きます。

前　遊舟

１０：３０～１２：３０

ウールーシュシュインストラクター　篠田　恵子

文
字

美しいかな書道 暮らしに役立つ実用書道
体験日　1,000円

おとな文字（ボールペン・筆ペン）
体験日　1,000円

随時できます

１６：０５～１７：４５

１８：００～１９：３０

月額：各4,000円

１３：００～約２時間

月額：2,000円

お好きなペットが作れます

仮面ライダーシリーズやスーパー戦隊シリーズ
で活躍中の講師から学びます。基礎体力や判
断力なども養われます。園児～小学生

人に好かれる話し方

月額：2,200円

テレビ朝日に出演して舞台恐怖症
のダンサーにセラピーを行い回復
させた事で注目を浴びた講師です

語
学

   親切丁寧で楽しく学べる　 英会話ウィルビー英会話スクール専任講師　アルマ
元ＪＴＢ語学スクール講師　　英語・仏語通訳案内士　早坂新弥　

第２　月曜日

早坂先生 アルマ先生

体験日

随時できます 新

早坂先生 早坂先生 アルマ先生
３０分個人

３０分先生ひとりじめ各1,000円

英会話個人レッスン
早坂先生 アルマ先生 アルマ先生

中級 NEW超入門 初級 中級 初級 中級 初級 入門
第２・４月曜 第２・４ 火曜日 第２・４ 火曜 第２・４ 火曜日 第２・４ 火曜日 第１・３金曜 第１・３金曜 第２・４　金曜日 一人一人のペース

に合わせて、お好き
な課題でレッスンい
たします。

１０：３０～１２：００ ９：４５～１１：００ １０：００～１１：３０ １１：１５～１２：３０ １２：４５～１４：００ １０：３０～１２：００ １３：００～１４：１５ １９：３０～２０：４５

月額：5,000円 月額：4,400円 月額：4,400円 月額：4,400円 月額：4,400円 月額：5,000円 月額：4,200円 月額：4,４００円

フランス語 体験日各1,000円 イタリア語随時できます
フランス人講師　ステファン モデルやTV俳優として

活躍されている王子様
のような素敵な講師で
す、とても丁寧にお教
えくださいます。

イタリア語講師　　ＳＡＢＡ　彩子

随時
できます．

体験日　1,000円
初級 中級 初級 ＮＥＷ入門 体験日 英語講師　中野好江

１３：００～１５：１５
第１・３ 水曜日 第１・３金曜日 第１・３金曜日 1,000円 第２・４　金曜日

１２/１１　１２/２５

月額：4,400円 月額：5,000円 月額：5,000円 月額：4,800円 月額：4,400円
１１：１５～１２：３０ １３：００～１４：３０ １２：１５～１３：４５ １４：００～１５：３０

金先生の韓国語 体験日　1,000円
随時できます

入門 初級 中級 初級 中級
第１・３月曜 第１・３月曜 第１・３火曜 第１・３木曜 第２・４土曜

１０：３０～１２：００ １２：１５～１３：４５ １９：３０～２１：００ １０：３０～１２：００ １０：３０～１２：００

月額：4,400円 月額：4,400円 月額：4,400円 月額：4,400円 月額：4,400円

画家　岩部　暁明

短期間で上達する水彩画 やさしい絵画教室

振替可能
創
作 第４　土曜日 随時できます 第２・４金曜日 体験日　1,000円

月額：4,000円 月額：2,200円

第２・４ 木曜日 第１　土曜日
１５：００～１７：００

満席間近

体験日　1,000円
随時できます

アートデザイナー　江森　ケンジ パステルでも色鉛筆でも大丈夫です とても優しくて穏やかな先生です
体験日　1,000円 画家　樋口　研司

基本を学べる水彩画

１０：１５～１２：１５ 随時できます １３：３０～１５：３０ １３：３０～１５：３０

月額：2,500円 月額：4,400円

基礎から学ぶ鉛筆画 やさしい色鉛筆 新 日曜絵画教室 はじめての俳画 絵手紙

塩田　二朗 樋口　研司 体験日　1,000円 小山　典子 伊藤　セツ子

絵
画

現代美術家協会会友 画家　 太田　喜興 俳書画美術交友会講師

体験日　1,000円 体験日　1,000円 随時できます 体験日　1,000円 体験日　1,000円
随時できます 随時できます 第４　日曜日 随時できます 随時できます
第２　土曜日 第２・４金曜日 １０：００～１２：００ 第２・４水曜日 第４　金曜日

１０：００～１２：００ １０：１５～１２：１５ １３：００～１５：００ １０：００～１２：００ １３：１５～約２時間

江森　ケンジ 体験日　1,000円

月額：2,200円 月額：4,400円 月額：各2,200円 月額：4,000円

色鉛筆で風景スケッチ やさしい仏画 リボンレイ シルバーアクセサリー

体験日　1,000円 体験日　1,000円 随時できます 体験日　1,000円

アートデザイナー 残席２名 渡邉　榮峰 お好きな物が作
れます

随時できます 随時できます 茂木　ゆみ 随時できます
第４　土曜日 第２　木曜日 第１ 土曜日 第１ 日曜日 第２　木曜日

１５：００～１７：００ １０：００～約２時間 １０：３０～１２：３０ １３：３０～約２時間

月額：2,500円 月額：2,500円 月額：2,500円 月額：2,000円

フルーツ＆ソープカービング ちりめん細工のつるし飾り 羊毛フェルトで作る 体験日　1,000円
随時できます

体験日　1,000円 振替可能 深谷　由紀子 可愛いペット 満席間近随時できます １２月５日スタート
第２　月曜日 第４　月曜日 第１　土曜日

お問い合わせください 金　クチュリエール　水野　ひろこ
第１・３　木曜日

１０：３０～１２：３０ １０：３０～１２：３０ １０：００～約２時間

月額：2,200円 月額：2,200円 月額：2,500円

無料　見学日

月額：4,750円 月額：4,750円 月額：4,400円 月額：2,800円

随時
できます．

１２：３０～１５：００ １０：００～１２：３０ １３：００～１５：００ １５：３０～１７：３０ １３：００～１５：３０

月額：4,400円

ぺる先生の手品教室

第３　水曜日

第２　火曜日
１４：００～１６：００

体験日　1,000円 川﨑　正美

第２　日曜日

はじめての洋裁（着物のリフォームもできます）

新
体験日　1,000円
火　１１/１０　１２/８

午後の癒しの水彩画

日　１１/８　１２/１３

第２　金曜日

１３：００～１５：３０

月額：3,500円

随時できます
召田　幸恵

第１・３木曜日 第２・４木曜日 第１・３　木曜日

１３：００～１５：００

月額：2,200円

画家　嶋田　昭雄

やさしい手編み 残席２名
無料　見学日 日本編物手芸協会

体験日 コミュニケーション研究家　原田成志
話し方教室を受講すると１，２００円

月額：2,200円

お好きな物が何でも作れます木　文化式婦人服製図師 　伊草 晴美

月額：2,200円

パッチワーク

 日本絵手紙協会公認講師

・人前で影響力のある話しかたができます

1,000円
第１・３　火曜日 随時できます
１９：１５～２０：３０

月額：4,000円
随時できます

趣
味

体験日1,000円
随時できます

マジシャン　ぺる
第４　木曜日

１９：１５～２０：４５

月額：2,800円

日本ＴＶの大ヒット番組でマジッ
クの監修をされたぺる先生から
コイン・ロープ・カードなど様々
な手品が楽しく学べます！

体験日

随時
できます．

将棋は知的でとても楽しいゲー
ムです。頭のトレーニングとして
男性、女性問わず楽しめます。

（初級）２０：００～２１：１５ 随時できます

ストリートダンス


