
   
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

■三島市本町 3-29 三島本町タワー3Ｆ 

☎055-971-4041 
■電話受付時間：(月)～(土)9：30～18：00  

☎055-971-4041 

◆新型コロナウイルス対策を徹底しています 
◎手指の消毒◎検温◎マスクの着用 
◎講座ごと机やドアノブの消毒◎教室内の換気  
★受講時は、不織布マスク着用をお願いします 

●講座をご受講いただくには入会が必要です。入会金／大人：3,300 円、中学生以下 1,650 円●1 日講座・体験参加は入会不要●ほとん

どの講座が 3 ヵ月毎の更新制です●施設維持管理のため維持費として、連続講座 1 ヵ月 330 円、1 日講座 110 円別途かかります●受講

者が少ない場合や講師の事情等により、開催日を延期、開講を中止する場合があります●見学・体験をされる場合は事前にご予約くださ

い●入会日の変更やキャンセルは、ご入金前にご連絡ください●一部の写真にコロナ以前に撮影したものを使用しています 

  

    

  

        

      

  

    

ゴルフスクール  
初心者からスコア

アップを目指す方
まで、講師が打席
を順番に回って経

験に応じて個別に
指導します。 

※現地集合・現地解散、駐車場あり※練習球 130 球付
※別途、保険の加入が必要です 

(水)19：30～21：00 ★7/6 ｽﾀｰﾄ 
(木)19：30～21：00 ★7/7 ｽﾀｰﾄ 

受講料：22,000円(3 ヵ月全 10回) 
会場：グリーンゴルフセンター（清水町徳倉） 

第 2(土)10：00～12：00 ★9/10 ｽﾀｰﾄ 

受講料：9,900円(3 ヵ月全 3回) 

初回教材費：8,800円 

講師 伊澤 和弘 「モッソファーム」代表コケクリエイター 

 

発声・歌・ストレッチとヴォイスス
キャン・フラワーレメディを組み合
わせて、２名の講師が「こころと体」
に作用するサポートをいたします。 
あなたの声の魅力＝エネルギーの
質を高める。内向きだった気持ちも
前向きになる自分磨きにおススメ
のレッスンです。 

投資に興味があるけどよ
くわからない。専門家が
投資に必要な知識と情報
をお教えします。 

第 2・4(月)19：00～19：50 ★7/25 ｽﾀｰﾄ 

受講料：11,550円(3 ヵ月全 5回) 

講師 渡邊 希史 ストラテジスト 

 

専用のペンで美しい文
字をつづる西洋書道。
装飾性豊かなアルファ
ベットから挑戦します 

第 2(火)10：00～11：30 ★8/9 ｽﾀｰﾄ 

受講料：7,590円(3 ヵ月 3回分) 

初回道具代：実費（7,000円程度～） 

講師 浅賀 良子 (公社）日本手芸普及協会ｶﾘｸﾞﾗﾌｨｰ講師 

◆講師  

（水）三浦 孝介 （木）武藤 幸平 

癒しの苔を育てよう 

 
苔の生態を学び、苔を

育てよう。育てた苔で

テラリウムを作りま

す。愛着のある苔は、

お部屋を癒しの緑で演

出します。 

はじめての投資の学校 

受講時、併設駐車場 

新型コロナウイルス 
対 策 実 施 中！ 

お申し込み・お問い合わせ 

ライフプランをキャリアとマネーの視点から考え、 
より豊かな人生１００年をデザインしましょう。 

 💛心とカラダを整える💛 アロマの香りでわかる体質診断 
①7/16（土） ②8/6（土）各日 10：00～16：40 うち 40分鑑定 

受講料：4,510円（教材費込） 

 

を読み取ろう 

●総合パンフレット 
●ホームページ 

    

初心者対象の入門クラス
が登場！日本人が苦手と
する発音を中心に標準語
の北京語を指導します。
会話中心のレッスンです 
※今期は、２ヵ月５回の開催 

(土)14：10～15：10 ★8/27 ｽﾀｰﾄ 
受講料：22,440円(3 ヵ月 12回分) 

テキスト代：実費 

講師 李 璧如 通訳、中国語講師（台湾出身） 

「輝く声」で歌おう 

簡単♪おうちパン講座 

静岡朝日テレビカルチャー 

第 1・3(木)13：30～16：40 うち30分指導 

受講料：23,100円(3 ヵ月 6回分) 

教材費：実費 音楽著作権料：132円 

講師 盛 かおる ソプラノ歌手、ヨガインストラクター 

 

３０分個人指導で、目的
別にあなたの声の魅力を
引き出します。 
声と歌のお悩みを解消し
ます。 

はじめての中国語 

  

第 3（土）13：30～15：30 ★7/16 ｽﾀｰﾄ 

受講料：6,600円(3 ヵ月 3回分) 

教材費：1,650円(3 ヵ月) 
会場：Bar Aoki（三島市芝本町） 

講師 青木 孝夫 NBA認定バーテンダー 

雰囲気のあるバーで 
カクテルの知識を学
び、テイスティング、
オリジナルカクテル作
りも楽しめる人気講座
です。 

スゴいね嗅覚反応分析 
８種類のアロマを嗅ぐだけで、香りの好
みから体質や心理状態がグラフで現れま
す。今の状態を知って、より良い対処法
を学び、生活に活かしましょう。 

第 3(土)13：30～15：00 ★8/20 ｽﾀｰﾄ 

受講料：13,200円(4 ヵ月全 4回)  

教材費：5,280円（4 ヵ月） 

講師 相澤 たか子 AIHS嗅覚反応分析アドバイザー 

鉛筆で描く仏像デッサン 
講師の用意する
下絵を基に鉛筆
で描きます。 
迫力ある仏像に
仕上げるコツを
教えます。 

第 4（金）16：00～18：00 ★7/22 ｽﾀｰﾄ 

受講料：7,590円(3 ヵ月全 3回) 

教材費：990円（3 ヵ月） 

講師 塩川 晴美 現創会副会長、静岡二科会運営委員 

  

第 3(水)10：00～12：00 ★8/31 ｽﾀｰﾄ 

受講料：9,240円(3 ヵ月 3回分) 

教材費：実費（400円程度～/回） 

初回道具代：実費（1,500円程度～） 

講師 こやま ちかこ ソープカービング教室「メーオ」主宰 

はじめての 

ソープカービング 
石鹸をナイフ１本で彫刻
します。毎回、カリキュ
ラムに沿って彫り方の技
術を指導します。 
 

キャリア女子の未来の予想図 

 体験 ★6/18、7/2、16 体験料：2,750 円 

 体験 ★6/30、7/21 体験料：4,180円 

 体験 ★7/11 体験料：2,750円 

 ZOOMによるオンライン教室  

第 1・3(月)19：00～20：00★7/18 ｽﾀｰﾄ 

色彩と暮らしの不思議 
色あふれる世界。色彩
のしくみや特徴をイ
ンテリア・ファッショ
ンの視点からお伝え
します。色を活用し
て、色彩の豊かな生活
を楽しみましょう。 

 

 体験 ★6/15、7/20、8/31 体験料：5,170 円

（教材費込） 

 

香りの「好き」「嫌い」で判明！ 

ピコ！ 

かざして 

タッチ 
スマホのカメラで 

チラシに載っていない 

講座情報はコチラ 

  

篆書のもつ豊かな造

形性を活かし、初心者

も個性豊かな印を作

れます。押す時の感激

を味わいましょう。 

はじめての篆刻 

第2・4(水)10：00～12：00 ★7/27 ｽﾀｰﾄ 

受講料：17,160円(3 ヵ月 6回分) 

教材費：330円（3 ヵ月） 

初回道具代：実費（4,000円程度～） 

講師 中野 康龍 翠筆書道家会師範位 

 

  

歌が好きな人、上手くなり
たい人、集合！邦楽・洋楽
問わず希望曲を個人指導で
基礎から発展まで段階に合
わせて学べます。 

お洒落に描く 

カリグラフィー 

第 1・3（金）16：30～20：20 うち30分指導 

受講料：16,500円(3 ヵ月 6回分) 

教材費：実費 音楽著作権料：132円 

講師 大川 英一郎 「STUDIO SONICS」主宰 

第 1・3(土)13：00～14：15  

受講料：14,520円(3 ヵ月 6回分) 

教材費：330円（3 ヵ月） 

テキスト代：実費（2,800円程度） 

講師 徐 振偶（ソウジヌ） ㈱徐家グループ代表、韓国語講師 

はじめよう韓国語入門 
初心者対象のクラス。 

単語や語句の発音や挨

拶など、短い文を話す

ことから始めます。 

第 1・3（土）10：30～11：30 

受講料：13,200円(3 ヵ月 6回分) 

教材費：528円（3 ヵ月） 

講師 アンドリュー ウォーフィールド 英会話講師 

様々なトピックに取
り組みながら英会話
を学びます。単語・
発音・フレーズなど、
楽しく解説します。 

使える英語を身につける 

①7/11（月）②9/5（月） 

14：00～16：30 

受講料：12,100円 
講師 三浦 孝介 PGAティーチングプロ A級 

会場：芦の湖カントリークラブ（三島市字南原菅 4708） 

 

実際のコース９ホール
をプロと一緒にラウン
ド。環境や状況に合っ
たアプローチ方法を指
導します。課題や弱点
克服におススメです。 

※現地集合・現地解散/別途、保険の加入が必要です 

カクテルを楽しむ 

 体験 ★7/12 体験料：3,905円 

STEP UP! マンツーマン 

ヴォーカルレッスン 

 プレセミナー 「声とこころとエネルギーのお話」 

★7/2（土）13：00～14：30体験料：5,720円（教材費込） 
 

「声とこころ」の調律 

2名の講師が奇跡のマッチング 

第 3(土)10：00～12：30 ★7/16 ｽﾀｰﾄ 

受講料：7,920円(2 ヵ月全 2回)  

初回教材費：550円 

講師 フェアリア未紀 チャームキャスティング＆タロット占い 

 

２回完結型。魔女術に由来し、 
出会いと輝く未来を物語る 
可愛いチャームを読み解きな
がら楽しむ占いの実践編です。 

チャームキャスティング占い 

 

 

 体験 ★8/20 体験料：2,200円 

ゴルフラウンドレッスン １日 

第 3(水)①13：30～15：00 ②18：30～20：00 ★8/31 ｽﾀｰﾄ 

受講料：13,750円(5 ヵ月全 5回) 教材費：825円（5 ヵ月） 

講師 藤吉 智子 キャリアコンサルタント、CFP1級ファイナンシャル・プランニング技能士 

 

 プレセミナー 「人生 100年時代の未来の予想図」 

体験 ★7/20（水）①13：30～14：30 ②18：30～19：30 
体験料：3,355円（教材費込） 

①第 2(水)19：00～21：00 ★8/10 ｽﾀｰﾄ 

②第 4（土）10：00～12：00 ★8/27 ｽﾀｰﾄ 

受講料：9,570円(3 ヵ月全 3回) 

初回教材費：3,960円 

講師 伏見 さき子 オリジナルカラースクール代表 

体験 ★8/6、20、9/3 体験料：2,640 円 

現役ソプラノ歌手でヨガも指導する異色の講師 

フラワーレメディ開発者で声紋分析心理学士の講師 

 第 1(土)13：00～15：30 ★8/6 ｽﾀｰﾄ 

受講料：15,180円(3 ヵ月全 3回) 

初回教材費：7,920円 音楽著作権料：66円 

講師 坂本 英基 テラスフジフラワーレメディ開発者、植物療法セラピスト、声紋分析心理学士 

講師 盛 かおる ソプラノ歌手、ヨガインストラクター 

 

 カリキュラム  
★8/6「ヴォイススキャン測定！自分の今の状態を理解しよう」 
ヴォイススキャンの説明と今の状態や特性をチェック 

歌とストレッチでリフレッシュ 

★9/3「フラワーレメディの話と自分に合ったレメディを見つけよう」 
  歌とストレッチの後に、ヴォイススキャン測定。レメディを体感しよう 

★10/1「歌レッスンの後にレメディの効果を確かめよう」 
  歌とストレッチ後に、ヴォイススキャンでレメディによる変化をチェック 

座学とテイスティングで 
ワインの奥深さに触れ、 
カジュアルに美味しいワイ
ンを追求して楽しみます。 

楽しみながら学ぶ 

美味しいワインの ABC 

 体験 ★7/12 体験料：2,475円（教材費込） 

 

タロット＆チャームキャスティング個人鑑定 

①7/16（土） ②8/20（土）  

各日 13：00～17：30 うち 30分鑑定 

受講料：5,390円 

 

 カリキュラム  

★「これからの未来予想図」 ★「自分らしい生き方・働き方を考える」 

★「お金の知識と税金」 ★「老後のお金 年金や老後資金の資産運用」  

★「エンディングノート 保険・相続」 など 

第 3(水)19：00～20：30  

受講料：6,930円(3 ヵ月全 3回) 

教材費：6,270円（3ヵ月） 
講師 鈴木 徳蔵 「ワインマルシェまるやま」店長 

今しか学べない簡単パ
ン作りのコツを伝授。 
仕込んだ生地を冷蔵庫
で発酵させ、翌朝焼くだ
け。オーブン要らず！  

第 4(火)10：00～11：30 ★8/23 ｽﾀｰﾄ 
受講料：7,590円(3 ヵ月 3回分) 

教材費：3,135円（3 ヵ月） 

講師 重藤 尚子 シニアおうちパンマスター 

簡単♪おうちパン講座 

コード 

他にもチラシ未掲載 

コチラから確認！ 

のイベント情報は 

１日 

 体験 ★6/15、7/20 体験料：4,950円（教材費込） 

 体験 ★6/17、7/1、15 体験料：3,080円 

はじめての投資の学校 

１日 



    

      

 

 

  

   

    

  

お腹の底から声を出
し、低音から高音まで
気持ちよく歌えるよ
うになります。レッス
ン後「スッキリ！」と
大好評です。 
第 1・3（土）11：00～12：30 

受講料：13,860円(3 ヵ月 6回分) 

教材費：330円(3 ヵ月) 音楽著作権料：132円 

講師 永田 文子 「アンジェリ音楽院」主宰 

 

    

  

～油絵・水彩画～ 

 

気楽に描く絵画入門 

静物・風景画など、 
経験問わず画材に合わせ
て人を虜にする表現方法
を教えます。 
初心者には、筆の持ち方か
ら指導します。 

日本茶とアジアのお茶 

産地や品種別にお茶
を楽しむ「本格」お
茶講座！美味しいお
茶とお菓子で贅沢な
ひと時を楽しみまし
ょう。 
 

   

  

 

  

  

  

骨盤修正ヨガ 

①(月)18：00～19：10  

②(水) 18：00～19：10 

③(水) 19：20～20：30  

受講料：13,200円(3 ヵ月 10回分) 

音楽著作権料：220円 

講師 米山 裕子 NPO法人沖ヨガ協会講師 

 

180の言葉からチョイス 

好きな言葉を選ぶだけ
で、自分の内面とイメ
ージカラーを発見！ 
日常生活にマイカラー
を取入れましょう。 

叙情歌・童謡を歌う 

第 2・4(月)10：30～12：00 

受講料：16,500円(3 ヵ月 6回分) 

教材費：165円（3 ヵ月） 音楽著作権料：132円 

講師 中村 美里 東京音楽大学声楽家研究科卒 

懐かしの名曲を、みなさん
と一緒にお腹から声を出し
て歌います。正しい発声を
学び、声を磨き、若々しく
歌います。 

 体験 ★6/11、7/9、30 体験料：3,520円 

 

 

 体験 ★6/25、7/9、23、30 体験料：2,640円 

 

こどもバレエ 
 

体験 ★6/27、7/4（月）、6/22、7/6（水） 体験料：1,980円 

①第 1・3(水)13：30～15：30 

②第 1・3(土)10：00～12：00 

受講料：13,200円(3 ヵ月 6回分)  

教材費：実費 

講師 小池 タケシ 日象会会長、静岡県美術家連盟理事 

 体験 ★6/25、7/9 体験料：2,640円 

 

バレエの動作をベースに
したバーやフロアレッス
ンに加え、リンパケアも
行い、シェイプアップ！ 

①第 2・4(火)10：00～11：00 

②(水)13：00～14：00 

受講料：①13,200円(3 ヵ月 6回分) 

受講料：②17,600円(3 ヵ月 10回分) 
音楽著作権料：①132円②220円 

講師 キムラ 利栄 ダイエット＆ビューティースペシャリスト 

①7/20（水）②8/10（水）各 10：30～12：00 

受講料：4,400円（教材費込） 
講師 chiyo.co オイルソムリエ  

Ⓐ7/19(火)Ⓑ9/9（金）  

各日 10：00～18：30※メイク＆撮影 90分 

受講料：19,800円 
講師 眞野 敦 「眞野写真室」主宰 

メイク協力：千歳屋化粧品店 

①7/20（水）19：00～20：30 

②7/30（土）10：00～11：30 

受講料：4,510円（教材費込） 
講師 伏見 さき子 オリジナルカラースクール代表 

プロカメラマンと 
資生堂の最高級ブラ
ンドメイクで、今のあ
なたを最高に美しく
演出。最高の１枚を記
念に残しましょう。 

意外と知らない！オイ
ルの新常識を試飲と共
にご紹介。 
話題の食べるオイルを
取り入れ健康意識を高
めましょう。 

オイル美容学 

  

第 3(水)14：10～15：40 

受講料：6,930円(3 ヵ月 3回分) 

教材費：165円(3 ヵ月) 音楽著作権料：66円 

講師 金子 こころね シャンソン・カンツォーネ歌手 

ピアニストの伴奏に合
わせ、代表的な曲を日本
語＆原語で歌います。 
ユニークな指導が人気
の講座です。 

素敵なシャンソンタイム 

漫画のような絵やオリ
ジナルのキャラクター
(人物)を様々な画材を
使って、描くコツを指導
します。 

彩りイラスト教室 

第 2・4(土)13：30～15：00  

受講料：11,220円(3 ヵ月 6回分) 

教材費：1,320円（3 ヵ月） ※別途、道具代あり 

講師 服部 幸子 絵師、グラフィックデザイナー 

対象：小学 5年～高校生 

第 2(土)10：00～12：00 

受講料：7,590円(3ヵ月 3回分) 

教材費：1,980円（3 ヵ月） 

講師 服部 幸子 絵師、グラフィックデザイナー 

 

こどもアトリエ 

自由に「描く・作る」
を楽しみながら、お
子さんの個性・感性
や想像力を伸ばし、
才能を育みます。 

対象：小学生 

キッズ走り方教室 

対象：年長～小学 4年生 

走るために必要な全
身運動で身体をつく
り、運動の基礎を高め
つつ走り方を身につ
けます。 
第 2・4（土）14：00～15：00 ★7/9 ｽﾀｰﾄ 

受講料：13,200円(3 ヵ月 6回分) 

会場：ｴｽﾊﾟﾙｽﾄﾞﾘｰﾑﾌｨｰﾙﾄﾞ駿東（駿東郡清水町） 

講師 山本 幸子 健康運動実践指導者 

お好みの曲をジャズ・ 
ボサノヴァ・ラテン風
にアレンジして、演奏
するテクニックを指導
します。４５分個人レ
ッスンです。 
①第 1・3(木)②第 2・4(金)  

13：00～18：20うち 45分個別指導 

受講料：18,150円(3 ヵ月 6回分) 

初回教材費：1,100円  

音楽著作権料：132円 

講師 志村 孝雄 ジャズピアニスト 

ポピュラーピアノ 

バレエストレッチ 

呼吸のリズム・瞑想・
やさしいヨガのポーズ
を中心に、疲れた体を
癒します。 

第 1・2・4(金)13：00～14：10 

受講料：12,870円(3 ヵ月 9回分) 

講師 長田 直子 「ヨーガ・ヒーリング柊」主宰 

 
体験 体験料：3,355円 

6/30、7/7（木） 
6/24、7/8（金）  
 

第 3(土)19：00～20：30 

受講料：7,590円(3 ヵ月 3回分) 

教材費：1,980円（3 ヵ月） 

講師 大塚 喜美江 日本茶インストラクター、 

 

 体験 ★7/12（火）、6/22、7/6（水） 体験料：2,530円  体験 ★6/10、24、7/1、8 体験料：1,980円 

 

 体験 ★6/27、7/11、25 体験料：3,080円 

 体験 ★6/25、7/9、23、30 体験料：1,980円 

健康ボイストレーニング 

言葉からわかるマイカラー 

音楽経験のない方に
も取り組みやすく、
指先の運動や心肺機
能も鍛えられ、健康
維持にもなります。 

第 1・3(金)12：00～13：30 ★7/15 ｽﾀｰﾄ 
※２名以下の場合、時間を短縮して指導いたします。 

受講料：14,520円 (3 ヵ月 6回分) 

教材費：実費 音楽著作権料：132円 

講師 山田 れいこ オカリナ・フルート奏者 

 

リラックスヨガ 

今流行りのガールズグ
ループの曲を中心にダ
ンスをマスター。アイド
ルみたいに踊ろう。 

①第 1・3(月)18：00～19：00  

②第 1・3(月)19：15～20：15  

受講料：13,200円(3 ヵ月 6回分) 

音楽著作権料：132円 

講師 moeka ダンスインストラクター 

 

話題の K－POPダンス 

 

はじめての三線 

第 2・4(水)10：30～12：00 

受講料：16,500円(3 ヵ月 6回分) 

教材費：495円(3 ヵ月)  

音楽著作権料：132円 

講師 iko 琉球伝統歌舞団「琉神」主宰 

 

沖縄の島唄や代表曲を
演奏して楽しみます。楽
器初心者にもバチの持
ち方、扱い方などを丁寧
に指導します。 
 

プログラミングの技術を
学ぶだけではなく、問題発
見力、論理的思考力を高
め、創造力を養います。 

月 1回(月) 
①17：00～18：00 ②18：15～19：15 

受講料：11,550円(3 ヵ月 3回分) 

教材費：1,650円（3 ヵ月） 

講師 中村 真悟 未来の教室室長 

キッズプログラミング 

対象：6歳～中学生 

 体験 ★6/6、7/4、8/1 体験料：4,730円 

  

      

    

 １日 夏を楽しむ！こどもの1日イベント特集  

下絵から色付けま
で、画用紙いっぱい
に迫力ある動物の絵
を描きます。 
 ①8/ 8（月）10：00～12：00 

②8/ 8（月）13：30～15：30 

③8/10（水）10：00～12：00 

受講料：3,630円（教材費込） 
講師 服部 幸子 絵師、グラフィックデザイナー 

動物の絵を描こう 

①8/3（水） ②8/9（火） 
各日 10：00～11：30/13：00～14：30 

受講料：3,630円（教材費込） 
講師 おおいし ももこ イラストレーター 

プラバンに好きな虫を
描いてバッヂを作ろう。
昆虫作家が虫の特徴や
表現方法を教えます。 

8/10（水）13：30～16：30 

受講料：4,950円（教材費込） 
講師 服部 幸子 絵師、グラフィックデザイナー 

読書感想画を描こう 

本を読んで印象的だった
場面を想像しながら自由
に表現しましょう。 
※事前に課題図書を読んでご参

加ください。 

8/5（金）13：00～15：30 

受講料：5,170円（教材費込） 
講師 渋谷 順子 ドールハウス作家 

大人気のドールハウス
シリーズ。今回は、 
「タルト屋さん」を作り
ます。下の箱の部分が小
物入れになります。 

タルト SHOP の小物入れ 

声優アテレコ体験 

8/2（火）＆3（水） 

10：00～12：00（2日間） 

受講料：6,600円（教材費込） 
講師 あしざわ まさひと 造形作家 

新聞紙と和紙を使
って、お気に入りの
４足歩行の動物を
作ります。 

お散歩ペットを作ろう 

8/20（土）13：30～15：30 

受講料：4,510円（教材費込） 
講師 難波 りょう 声優 

好きな動物の 

サイズ：H１５㎝×W１１㎝×D７㎝ 

サイズ： 
身幅１０㎝× 
全体２０㎝× 
高さ２０㎝程度 

サイズ：２～３㎝程度 

※描く昆虫により異なる 

対象：小学 3～6年生 対象：年少～小学生（小 2までは保護者同伴） 

対象：小学生 

対象：年少～小学生（小 2までは保護者同伴） 

対象：小学生 対象：小学 4年～中学生 

 体験 ★6/18、7/16、8/20 体験料：3,520円  体験 ★6/15、7/20、8/31 体験料：2,695円 

こころね先生の 

 体験 ★6/18、7/2、16 体験料：2,640円 

骨盤や背骨の歪みを改善！ 
体のバランスを取り戻し、
肩こり・腰痛を緩和します 

骨盤修正ヨガ３クラスと 

らくらくヨガ（月）15：00 

振替が可能※別途差額あり 

 
体験 ★7/6、8/3 体験料：3,795円（教材費込） 

 

 体験 ★6/29、7/13、27 体験料：3,245円  体験 ★7/1 体験料：3,300円（楽器レンタル込） 

はじめてのオカリナ教室 

現役声優が声の仕事の
基本をお伝えします。 
声を出したり、動いた
り。早口言葉やアテレコ
に挑戦！ 

対象：年少～小学 3年生 

バレエ初心者にも始めやす
いクラスです。基本動作や
体の使い方だけでなく、挨
拶や礼儀などのマナーも指
導します。 

第 2・4（土）14：05～15：05 

受講料：9,900円(3 ヵ月 6回分) 
音楽著作権料：132円 

講師 加藤 朝都 ナツキバレエアカデミー講師 

 体験 ★6/20、7/4、18、8/1 体験料：2,530円 

 

対象：①小学 3～6年生②中学生～大人※女性限定 

お気に入りの１枚を撮ろう 

 

※ヘアアレンジは 

ありません 

      

ⒶⒷⒸお好みの
手芸を選んで楽
しめます。素敵
な作品を作りま
しょう。 
第 1(水)10：00～13：00（2時間フリータイム制） 

受講料：8,415円(3 ヵ月 3回分)  

教材費：実費（1作品 500円程度～） 
講師 北川 ケイ （公財）日本手芸普及協会 レース編み師範 

 体験 ★6/18、25、7/2 、9体験料：1,980円 

こだわりハンドメイド教室 

体幹を意識することで、 
筋肉の柔軟性が高まり、 
体の歪み・肩こり・腰痛・
冷え性が改善に効果的！ 
初心者さんも運動不足解
消に始める方が急増中。 

月 3回(火)19：30～20：30 

受講料：14,850円(3 ヵ月 9回分) 

講師 鈴木 千恵 ピラティスインストラクター 

 体験 ★6/21、7/5、12 体験料：1,980円 

円 

やさしいピラティス 

体幹運動やストレッチ、 
ダンス・バレエなどで姿勢
を引き上げる宝塚流エクサ
サイズ。しなやかで綺麗な
体を目指します。 
14:45～ジャズダンスクラスあり 

 

 
第 1・3(木)13：15～14：15 

受講料：15,180円(3 ヵ月 6回分) 
音楽著作権料：132円 

講師 華城 季帆 宝塚歌劇団 87期生、花組娘役で活躍 

 
 体験 ★6/16、30、7/7 体験料：2,860円 

ジェンヌ Beauty 

肉体的・精神的な強さ
や技術を身に着け、相
手を敬う優しい心も
育みます。性別に関係
なく取り組めます。 

極真カラテ 

①（土）16：30～18：00【入門】 

②（土）18：00～19：30【経験者】 

受講料：①17,160円(3 ヵ月 12回分) 

受講料：②19,800円(3 ヵ月 12回分) 
講師 大石 代悟他 総極真 大石道場師範 

 

対象：年長～大人 

～心と体を磨く道場～ 

かわいい 

昆虫バッヂ作り 

かわいい 

昆虫バッヂ作り 

Ⓐ編み造花Ⓑかぎ針・棒針レース編み
Ⓒ立体刺しゅう 


