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お問い合わせ先 ＴＥＬ054-351-8441 
清水スクール 

◆新型コロナウィスル対策を徹底しています！◆◎手指消毒の徹底 ◎講座ごとに机・ドアノブの消毒 ◎入口での検温 
◎向かい合わない机の配置 ◎教室は随時換気 ◎通常より定員を減らし開催 ※ご受講の際は、マスク着用をお願いします。 

清水スクールはこちら清水区入船町 7-1鈴与健保会館２F 
受付営業時間（月）～（土）10：00～18：00 ※日曜休業 
駐車場はドリームプラザ駐車場をご利用下さい。※受講時に限り 1時間無料になります。 

 

講座のご受講には、入会金大人 3,300円、中学生以下 1650円がかかります。1日講座・体験レッ 
スンは入会不要です。別途維持費が、継続講座 1か月 330円、1日講座 110円がかかります。 
全て税込表示。キャンセルはご入金前に要連絡。 

 

クラシックバレエを基礎から【３才半～】 

こどもバレエ 
楽しく身体を動かしながら、豊かな感性を 
育むバレエ。クラシックにモダン要素も 
取り入れたレッスンです。 
美しい姿勢や、心の発達も促します。 

◆講師 富田バレエ・アーツスタジオ富田 美保 

◆＜3才～初心者小学生低学年クラス＞ 
木クラス：毎週（木)17：25～18：25 
土クラス：毎週（土)14：00～15：00 

◆受講料：16,500円（3カ月 10回分） 

体験 1,980円（要予約） ※小学高学年以上の経験者クラス別途多数あります。 

ヒット曲で踊ろう【小学 3年生～大人】 

はじめてのK-POPダンス 
今流行りの K-POPダンスをアイドルになりきって踊ろう。 
ダンス初心者さんも楽しく踊ることからはじめましょう。 
可愛いくて、キレのある K-POPダンスを覚えて 
仲間と一緒に盛り上がろう！  
チャーミングな講師が指導します。 
◆講師 Dance School  

JUNGLOOP AU（あう） 

◆第 1.3(水)19：45～20：45 

◆受講料：10,560円（3カ月 6回分）  

◆教材費：132円（3カ月分・著作権料） 

体験 2,090円（要予約） 

リズムに乗ってDancing！【小 1～中学生】 

キッズダンスビート 
基本リズムとステップ 
を中心に、スタイリッ 
シュに踊ってみよう。 
◆講師 アンジェリ 

ミュージカルスタジオ 

永田 藍 

◆第 2．4(月)17：20～18：20 
◆受講料：9,900円（3カ月 6回分） 

◆教材費：132円（3カ月分・著作権料） 

体験 1,980円（要予約） 

文字はクセがつく前に【年長～中学生】 

こども書道 
文字の上達に加え、 
集中力アップや豊かな 
心を育てることにも 
つながります。 
◆講師 静岡県書道教授会 

認定教授 
鈴木 光雪 

◆月 3(月)15：00～18：00 
◆受講料：１１，８80円（3カ月 9回分） 

◆教材費：２，３１０円（3カ月分） 

体験 1,980円（要予約） 

かわいいキャラクターを描いてみよう 

こどもイラスト【小学生～中学生】 
描きたいキャラクター 
の希望に合わせて、 
描くコツを指導します。 
◆講師 静岡県芸術家 

連盟会員 木村 奈央 
◆第 1・3(土)14：00～15：30 

第 1・3(土)15：45～17：15 

14：00～クラス残席わずか 

◆受講料：９，９００円 

◆教材費：1,980円（３ヵ月分）/道具代実費（1,600円程度） 

体験 2,310円（要予約） 
 

鉄棒やとび箱の苦手な子も大丈夫【小学生】 

こども体育塾 
マットや縄跳びなどコツを 
学べば運動が苦手な子供 
も運動好きになりますよ。 

 

◆講師 ヤマスポーツクラブ 

 樋口 巧己 

◆（水)17：00～18：00 

◆受講料：13,200円 

（3カ月 10回分）  

体験 1,650円（要予約） 

ゆったりとしたハワイアンミュージックで♪ 

初めてのハワイアンフラ 
ハワイの自然を思い浮かべ 
ながら。心身のリラックス 
にも効果的。 
◆講師 フラ ハーラウ オ マウロア 

インストラクターYoshiko 
◆第 2・4(木) 
11：30～12：30 
◆受講料：13，200円 
（3カ月 6回分）  

◆教材費：132円（3カ月分・著作権料） 

 体験 2，530円（要予約） 

向上心溢れる心を育みます！【3才～小学生】  

キッズチアダンス 
笑顔で楽しんで、 
踊ってみよう。 
元気で向上心に溢れ 
た子供たちに育てて 
いきます。 
◆講師： C-STAR 

インストラクター 
◆第 1.3.4(火) 

17：00～18：00/３才～小 6 
◆受講料：16,335円（3カ月 9回分） 

◆教材費：198円（音楽著作権料）ポンポン代２個 1,650円 

体験 2,145円（要予約）  

清水スクール全 150講座 

本チラシ掲載講座以外にも 

多数講座が有ります！ 
★★★★★★★★ 
詳細は下記QR 
コードからホーム 
ページで講座情 
報をご覧下さい。 

 
清水 

スクール 

キッズ＆ 
フィットネス 

       特集 
 

走るコツと楽しさを！【小学１年～】 

キッズ走り方教室 
運動神経が発達する小学生 

の時期に、走ることを通じて 

身体の使い方を身に付けます。 

正しい手の振り方や脚の上げ 

方を知って、速く走ろう！ 

◆講師 日本陸上競技連盟公認ジュニアコーチ星 利光 

◆第 1・3(土)11：30～12：30  

◆受講料：9,900円(3 ヵ月 6回分) 

体験 1,980円（要予約） 

2022年夏 

新講座＆ 
1日講座号 

詳細は、 

ホームページを 

ご覧下さい 

➡ 



スニーカーで社交ダンス気分を楽しもう 

60歳からの 
元気ダンス 

社交ダンスのリズムで誰 
にでもできる、やさしい 
ステップ運動です。 
心と身体の元気作りに。 
◆講師 ダンスワールドパレス 

本田 久美子 
◆毎週(水)12：00～13：00 
◆受講料：18,150円（3カ月 11回分）  
◆教材費：242円（3カ月分・著作権料） 

体験 1,980円（要予約） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清水スクール全 150講座 

本チラシ掲載講座以外にも多数

講座が有ります！ 
★★★★★★★★ 
詳細は下記QR 
コードからホーム 
ページで講座情 
報をご覧下さい。 

 

 
ピラティスでボディラインを整える！ 

ボディコントロール 
背骨や骨盤を鍛えて 
姿勢の歪みを改善。 
柔軟性のある身体に。 

◆講師ヤマスポーツクラブ  
山本 明美 

◆第 1・3(木)19：45～20：45 
◆受講料：9,900円（3カ月 6回分）  

◆教材費：132円（3カ月分・著作権料） 

体験 1,980円（要予約） 

リラックスしながら健康的な身体作り！ 

バレエストレッチ 
バレエの基本動作を取り 
入れて、体をほぐして 
行きます。立ち振る舞い 
も美しくなります。 

◆講師 富田バレエ・ 
アーツスタジオ富田 美保 

◆第 2・4(木)19：40～20：40 

◆受講料：１１，２２０円（3カ月 6回分）  

◆教材費：132円（3カ月分・著作権料） 

体験２，２００円（要予約） 

足腰強化＆転倒予防に 

健康さわやか太極拳 
転倒防止や足腰の強化 
をしたい方にお勧めの 
ゆったりとした運動。 

◆講師 太極拳普及協会 

準講師 嶋田 靖 

◆毎週（木） 

13：00～14：30 
◆受講料：17,600円（3カ月 10回分）  

◆教材費：220円（3カ月分・著作権料） 

体験 2,090円（要予約） 

理想の体型に導く少し運動量のあるヨガ！デトックス効果も！ 

ビューティヨガ 
◆講師 フィジカルヨガ普及協会主宰 

田辺直恵監修 安本・望月講師  

◆毎週(金)19：35～20：45 
◆受講料：18,150円（3カ月 11回分） 

◆教材費：242円（3カ月分・著作権料） 
体験 1,980円（要予約） 
 

 

肩こりや不眠、腰痛、歪みに 

美背中ストレッチ 
背中の筋肉を伸ばして 
健康促進！続けることで 
美しいスタイルが身につき 
背中スッキリ！ 
◆講師 NPO法人ステップ 

21公認インストラクター 

大牧 恭子・中束 智佳子 
◆毎週（火）10：00～11：15 
◆受講料：16,500円（3カ月 10回分）  
◆教材費：3,250円（道具代・初回） 

220円（3カ月分・著作権料） 

体験 1,980円（要予約） 

 
 

引き締まったボディラインを作る 

ラテンダンス 
美姿勢・美脚、美ヒップを 

作る動きでボディメイク。 
◆講師 KYナガイダンススクール 

岡村 千春 

◆毎週(火)11：30～12：30 

◆受講料：1６,５００円（３カ月 10回分）  
◆教材費 220円（３カ月分・著作権料） 

体験 1，980円（要予約） 

骨を支える筋肉をつけよう 

50～70代のための筋力アップヨガ 
いくつになっても 
膝や腰を楽に動か 
せるように♪ 
◆講師 健精楽せら 

ヨガ認定指導員 
尾崎訓子監修  

大関・望月講師 
◆毎週(月)13：30～14：40 
◆受講料：18,150円（3カ月 11回分） 

◆教材費：242円（3カ月分・著作権料） 

700円（初回バンド代）体験 1,980円（要予約） 

深いヨガの呼吸で、50～60代の女性に人気 

昼ヨガ 
ヨガの呼吸によって自律神経を 
安定させてストレス解消！ 
幅広い年齢の方におススメ！ 

◆講師 健精楽せらヨガ認定指導員 
尾崎訓子監修 近藤・小川講師 

◆毎週（水)13：20～14：30 

◆受講料：18,150円（3カ月 11回分） 

◆教材費：242円（3カ月分・著作権料） 

体験 1,980円（要予約） 

毎週クラス・隔週クラスをお選びいただけます 

土曜の体質改善ヨガ 
週末に、疲れた心と身体を 
リセットしよう。全身を 
ほぐし、深いリラックスを。 

◆講師 健精楽せらヨガ 

認定指導員 尾崎訓子監修  
大関講師 

◆毎週(土)10：00～11：10 

◆受講料：19,800円（3カ月 12回分）  

◆教材費：264円（3カ月分・著作権料） 

体験 1,980円（要予約）  

水曜朝＆夜の 2コース！ 

リラクゼーション＆ダイエット
ヨガ 

日頃のストレスを解消し、 
体と心を癒しましょう 
◆講師 フィジカルヨガ普及 

協会主宰 田辺直恵監修  

朝：清水講師 夜：望月講師  
◆毎週(水) 
朝 10：15～11：25 
夜 18：20～19：30 
◆受講料：毎週 18,150円（３カ月１１回分） 

◆音楽著作権：242円 体験 1,980円（要予約） 

体が硬くてクラスについていけるか不安な方にお勧め 

柔軟ヨガ 基礎代謝アップを！ 
◆講師 フィジカルヨガ普及協会主宰 

田辺直恵監修 MAI講師   
◆毎週(木)10：00～11：00 

◆受講料：18,150円（3カ月 11回分） 

◆教材費：242円（3カ月分・著作権料） 
体験 1,980円（要予約） 

 
運動量のあるヨガでボディシェイプ 

ダイエットヨガ 
筋肉への負荷が強めの 

ヨガで、体のラインを 

作りたい方に。 
◆講師フィジカルヨガ普及協会主宰 

田辺直恵監修 MAI講師 
◆第 1・3(木) 
11：10～12：10 

◆受講料：12,540円 

（3カ月 6回分） ◆教材費 132円（著作権料） 

体験 2,420円（要予約） 

お問い合わせ お問合せ先ＴＥＬ054-351-8441 
清水スクール 

講座のご受講には、入会金大人 3,300円、中学生以下 1650円がかかります。1日講座・体験 
レッスンは入会不要です。別途維持費が、継続講座 1か月 330円、1日講座 110円がかかり 
ます。全て税込表示。キャンセルはご入金前に要連絡。 

 

キッズ＆ 
フィットネス 

特集 
 フィットネス ダンス 

 
清水 

スクール 

2022年夏 

新講座＆ 
1日講座号 

詳細は、 

ホームページを 

ご覧下さい 

➡ 


