
第１・３ 水曜日

月額：3,980円

教材費：1,000円 教材費：1,000円

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。

１０：００～約２時間 １０：００～約２時間 １０：００～約２時間 １３：３０～約２時間 １３：３０～約２時間

月額：2,100円 月額：2,100円 月額：2,100円 月額：2,100円

第１　水曜日 第３　金曜日 第３　土曜日

満席間近
第１　水曜日 第３　土曜日

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

美味しい手ごねパン教室 基礎から学べるスイーツ作り
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。

水・土　黒瀬香澄
db.cafe講師　黒瀬　香澄　 先着８名限定金　小林友美

月額：各2,200円 月額：2,500円 月額：2,200円 全６回分受講料：13,200円　教材費：7,200円

第２　木曜日 第４　金曜日 JSAアイシングクッキー認定講師　　中本恵美
・１３：００～１５：００ １０：００～約２時間 １３：１５～約２時間 第１　金曜日　１０：００～約２時間

残席２名 体験日　1,000円
１２/４．第４　日曜日 渡邉　榮峰 随時できます

・１０：００～１２：００

体験日1,000円 体験日1,000円  日本絵手紙協会公認講師 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
随時できます 随時できます 伊藤　セツ子 1,000円
太田　喜興

新 日曜絵画教室 心が落着くやさしい仏画 絵手紙 新 はじめてのアイシングクッキー
月額：２，２００円 １２/１６． 月額：２，２００円 １２/１６． 月額：3,500円 ウールーシュシュインストラクター　篠田　恵子

第３　水曜日 各1,000円 第３　水曜日
お好きなペットが作れます１０：００～１１：１５ １１/１８． １１：３０～１２：３０ １１/１８． １３：００～１５：３０

日本占術協会理事認定占術士　久保田　恵都予 日本占術協会理事認定占術士　久保田　恵都予 可愛いペット 満席間近過去、現在から
未来への運命の
サインを読み取
りましょう。

体験日 人生の吉凶を予
知し開運を図る
処世法を学びま
す

体験日
第３　水曜日 各1,000円

月額：4,400円 月額：2,300円 随時できます

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 羊毛フェルトで作る 体験日　1,000円
随時できます

第４　火曜日 第２　木曜日 占術家　風水鑑定士　惠斗（Kate）

１２：００～１５：００ １０：３０～１２：００ 体験日　1,000円

１１/１４、１２/１２ 随時できます
（社）心理技能協会所属　タロット占い師　Michiko Horage 残席２名 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
の宿命を知り人生設
計ができます。

世界的な大企業や有名人が盛んに取り入れている、
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！プロ認定可 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
じめての方もカードを使って
占えるようになります

日本占術協会　
　半田　晴詠

月額：6,600円 月額：（入門）3,780円　（初級）4,000円 月額：（入門）3,780円　（初級）4,400円

占
い

新 タロット占い 体験日　1,000円
子平推命（しへいすいめい）

体験日　2,000円 フライングスター風水術

（入門）１８：４５～１９：４５
１０：３０～１１：４５ 随時できます （初級）１１：００～１２：１５   プア　ナニカ　イリマ （初級）２０：００～２１：１５

ノエラニオマイレ石亀 第２・４　水曜日 体験日　1,000円 第２・４ 火曜日 　manami

満席間近第１・３・４ 木曜日 体験日　1,000円 （入門）９：５０～１０：５０ 随時できます

ハワイアンフラ（木） ハワイアンフラ（水） 夜のベリーダンス 体験日　1,000円
随時できます

月額：4,400円 月額：4,400円 月額：5,000円 月額：4,000円 月額：4,980円

各1,000円
（中級）１３：００～１４：１５ アネラ １０：００～１１：３０ １２：１５～１４：００ １４：００～１５：００ 随時

できます．
１２：１５～１４：００ 随時

できます．

有延　千尋 体験日
（入門）１１：３０～１２：４５ 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　月曜日

随時できます グループレッスン ３０分個人レッスン 渡辺　明子 体験日

フルート30分個人随時できます
体験日　1,000円 有延　千尋　レンタル可 小林潔スチールギターインストラクター 　　　フルート奏者

大野めぐみ 月額：4,800円 月額：4,500円 月額：2,200円

ハワイアンウクレレと歌 やさしいオカリナ
体験日　1,000円 スチールギター

第２　火曜日 各1,000円
１４：３０～１５：３０ ジャズシンガー １０：００～ １１：４５～１３：１５ 随時

できます．
１２：００～１３：１５ 随時

できます．月額：2,200円

月１回のギターグループレッスン新島達也
体験日　1,000円 ４０分個人 グループ 体験日 久住　圭司 体験日 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

随時できます

音
楽

ジャズ＆ＰＯＰＳ 新 沖縄三線 レンタル可
新

第３　土曜日 第１・３月曜日 第１・３月曜日 各1,000円

お好きな曲でレッスンいたします
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：3,400円

１０：３０～１２：００ １２：１５～１３：４５ １９：３０～２１：００ １０：３０～１２：００ １０：３０～１２：００ １０：００～１６：００
第１・３月曜 第１・３火曜 第１・３木曜 第２・４土曜 第２・４日曜日 ３０分個人レッスン

体験日　1,000円
入門 初級 中級 初級 中級 向井　はるみ 随時できます

第１・３月曜

マジシャン　ぺる

金先生の韓国語 体験日　1,000円 新 日曜日のピアノ教室随時できます
韓国語講師　金英珠 神戸女学院大学音楽学部ピアノ科卒

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

月額：4,400円 月額：5,000円 月額：5,000円 月額：4,800円 月額：2,800円

初級 中級 初級 ＮＥＷ入門 随時できます
第１・３ 水曜日 第１・３金曜日 第１・３金曜日 第４　木曜日

ぺる先生の手品教室 満席間近随時できます 随時できます
フランス人講師　ステファン モデル・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。

放送大学で絶大的な人気を誇る
SABA彩子先生のイタリア語講座

日テレの大ヒット番組でマ
ジックの監修をされた先生か
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　1,200円

月額：3,500円 月額：3,500円

フランス語 体験日各1,000円 イタリア語 体験日各1,000円

第２　水曜日 第２・４　金曜日 第２・４　金曜日
１４：００～１６：００ 経験、性別は問いません。 １３：１５～１５：３０ １０：３０～１２：３０ １３：００～１５：００

月額：２，２００円 月額：1,980円

体験日　1,000円 吉川カルチャークラブ
随時できます

将棋講師　大竹　潔 体験日　1,000円 日本プロ麻雀連盟　内山　えみ 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

第２　火曜日 １２/８　１/１２

１３：００～１４：３０ １３：００～１４：３０

月額：4,000円 月額：4,000円 月額：2,200円

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

初めての方大歓迎！
基本から丁寧にお教
えいたします

体験日 ＮＰＯ日本朗読文化協会認定講師　渡部玲子 文学の世界を自
分の声で表現す
る楽しさを実感し
ましょう

第２・４　水曜日 各1,000円 第１・３　火曜日 第４　土曜日
１９：００～２０：００ 随時

できます

このページは全て吉川カル
チャークラブで行います。こ
の他にも全１３０クラス以上
の講座がございます、詳しく
はHPをご覧くださいませ

月額：3,000円 月額：3,000円 月額：2,800円

新 ジャズダンスクラス 朗読教室 体験日　1,000円
随時できます

中学生～大人

第１・３　水曜日 第１・３　水曜日 ２００円 第１　土曜日 米国NLP協会認定トレーナーアソシエイト   松浦　聖子
１６：１５～１７：１５ １７：３０～１８：３０ 随時

できます
１３：００～約２時間 学べる所が少ないＮＬＰの講座は

一生モノの財産になります

キッズダンスクラス
□自分に自信を持てる、セルフイメージが高まる 12月5日
□事実を変えず、解釈を変えて前向きになれる スタート　

園児～小２ 小３～小６ 体験日 □不安、恐れ、憂鬱など浮き沈みをコントロールできる 残席３名

第２・４　水曜日 第２・４　水曜日 ２００円
１６：３０～１７：２０ １７：３０～１８：３０ 随時

できます月額：3,500円 月額：3,800円

TV・CM・映画などに出演、現在はダンスの人気講師として活躍中の講
師から学べます。ダンスが初めてでも大丈夫です。各クラス満席間近
です

『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

５期生の
募集です

11月7日
12月5日

チアダンスクラス 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

園児～小２ 小３～小６ 体験日

※ここから下の講座は吉川カルチャークラブで行います（吉川駅前）
吉川カルチャークラブ　TEL：048-984-3111　吉川市木売3-1-3常盤ビル

今井沙那恵のダンス教室 新 NLP(神経言語プログラミング）講座
体験日

各1,000円

郁恵
第２・４月曜日 随時できます

各1,000円

第２・３・４火曜日
１９：００～２０：３０

月額：6,600円

将棋教室

随時できます

ウィルビー英会話スクール専任講師

受講料は３ケ月分前納制です、お申込みは予約制です、事前にご予約願います

随時できます

月額：4,400円 月額：4,800円 月額：4,800円

体験日1,000円

SYLVAIN

１１：１５～１２：３０

随時できますフランス語
月額：6,600円 月額：6,600円月額：4,400円 早坂　新弥

洪先生の韓国語
初級

本間孝子

３０分個人

１４：３０～１６：２０

亀田　秋子

第１・３火曜日
１９：００～２０：３０

月額：4,400円

体験日1,000円
随時できます 第２・４　土曜日 第２・４　土曜日 第２・４　土曜日

入門～初級

１２：００～１３：２０ １３：３０～１４：５０ アルク教育社ＴＳＳＴ　 １１：３０～１２：４５ １３：００～１４：１５

入門

韓国語講
第１・３月曜日 第１・３月曜日

１０：００～１５：００

月額：4,400円月額：4,400円

語
学

洪 載善月額：4,400円 月額：4,400円

随時できます
体験日1,000円中級～

１５：００～１６：３０ １３：１５～１４：４５１１：５０～１３：１０

月額：4,400円
１０：００～１１：３０

月額：4,400円

英会話月曜クラス

第２・４水曜日

ダ
ン
ス

エ

ク

サ

サ

イ

ズ

業界初半額

埼玉県三郷市三郷１－５－８  三郷駅　南口徒歩３分

第２・４水曜日 第２・４金曜日

月額：4,000円
シュガーフットダンススタジオ

月額：6,600円

税別表記 １５：００～１６：１５

リズム・タップダンス
LikoｰHo′omakale′a

専任インストラクター　佐藤　昇・　佐藤　靖子

体験日　1,000円

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

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5,000円）

先着１００名様限定　１２月１５日まで

随時できます
料金は

体験日1,000円

タヒチアンダンス

です

新新

　　キャンペーン
秋のプレゼント

駐車場について

新規ご入会でウク
レレ講座をお申込
みの方にウクレレ
をプレゼント♪

先着３名様のみ

ウクレレ本体・ケー
ス・コードシート付

ソレイユカルチャーセンター三郷
習い事なら

０４８-９５４-８１１８お車でお越しの方は近隣の駐車場をご利用く
ださいませ、カルチャー受付に駐車券をお持
ち頂くと２００円の駐車料金を補助いたしま
す。

随時できますやさしい英会話 体験日1,000円

英語・仏語通訳案内士

　第２・４金曜日

トラベル英会話
体験日1,000円
随時できます早坂　新弥

第２・４金曜日

英会話木曜クラス

随時
できます

ＮＥＷ入門
体験日

各1,000円
随時
できます

初級

９：４５～１１：００

体験日1,000円
随時できます

日本健康太極拳協会師範　
NEWクラス 林　圭子

第１・３・４木曜日 第１・３・４木曜日

体験日

ほぼ寝たまま出来る血流の流れを良くして酸
素を取り込む新しい運動です。体がだるい・疲
れやすい・肩こり腰痛の方にお勧めです

筋膜リリースケアボール血流代謝アップ

月額：3,500円

新

第２・３・４火曜日

新
体験日　1,000円 アップテンポ、スロー、ドラミ

ングの楽曲を楽しみ、日常
に輝きも注ぎ込みます！

月額：5,700円
Halau′o　Ho′omakale′a主宰

年齢を問わずに楽しめるタップダ
ンスを基本から解り易く、丁寧に指
導いたします。

森島　俊江

内山　えみ
第２・４月曜日

１１：００～１３：００ １３：４５～１５：４５

NEWクラス NEWクラス

各1,000円

１０：３０～１２：００間近月額：3,500円

満席間近

月額：3,500円

第２・４火曜日

当店はアルコール度数 80％以
上の消毒液で感染予防対策を行
い、全教室に大きな窓があるた
め、厚労省推奨の「窓を開けて
換気」も十分にできます

１１：００～１２：３０ １３：００～１４：３０

月額：3,500円

毎週木曜日

楊名時八段錦太極拳

月額：5,980円リリースインストラクター　SHINOBU

Halau′o　Ho′omakale′a主宰　　LikoｰHo′omakale′a

随時できます

月額：3,500円

月額：4,200円

体験日1,000円
随時できます

月額：4,400円 月額：4,000円

神田　春泉

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女性の先生です。

満席

１０：００～１２：００

第２・４　土曜日
１１：００～１２：００

第２・４土曜日

女性のための麻雀教室

１３：００～１４：３０

１１：３０～１３：００ １０：３０～１２：００

毎週木曜日
１９：００～２０：００

第２・４火曜日

英語・仏語通訳案内士　　早坂新弥

親切丁寧な指導でとても好評の早
坂先生による待望の夜クラスで
す！

体験日1,000円
１２/１１　１２/１８

体験日

随時
できます

（財）書海社師範

１９：１５～２０：３０

肩こり・腰痛改善ヨガ

　レンタル可
第１・３ 火曜日

第１・３　木曜日

第２・４木曜日

１０：００～１１：００

月額：3,980円

体験日　1,000円

体験日　1,000円

ハワイアンフラ（初級～中級）
心地の良いハワイアンメロディで楽しく踊りま
しょう。体操、柔軟、ストレッチで体をほぐし、基
本のステップとハンドモーションを重視し、フラ
の物語を表現します

体験日　1,000円

第２・４　月曜日　１０：００～約２時間

全６回分受講料：13,200円　教材費：7,200円

新
講
座

小学生の英語教室

スポーツ指導者コーチ３（空手道）

礼儀作法、体を鍛える動作、内臓
を鍛える呼吸を空手道を通じて学
んで行きましょう。クラス①は運動
量を多く,クラス②は知識や動作の
意味を教えていきます。

日本スポーツ協会公認

こども講座・個人レッスン・無料体験は除く

はじめてのアイシングクッキー 新体験日　200円
１２/１２　１２/１９空手道入門

（中学生～）
毎週　土曜日 毎週　土曜日

マサ先生　ヒロミ先生 英語・仏語通訳案内士　英語講師　早坂新弥

進学・就職にに困らないように
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！

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
１１/３０．

先着６名様限定

新

１６：００～１７：００

新

毎週　金曜日 毎週　金曜日
１７：１０～１８：１０

月額：6,000円 月額：6,200円

JSAアイシングクッキー認定講師

中本恵美
１７：１０～１８：００ １８：１０～１９：００

月額：6,200円

体験日　200円
１２/１１　１２/１８

（小３～小４） （小５～小６）

（財）書海社師範　 体験日 ペン字講師  小山典子 振替可能 体験日

実用書道

１０：３０～１２：００ １０：１５～１１：１５ １４：００～１５：１５ １０：００～１２：００
第２・４　火曜日 １３：３０～１５：００

第２　土曜日

月額：２，３００円

月額：6,400円

バレエストレッチ 随時できます

第２・４　火曜日 随時
できます

第２・４　火曜日 第２・４　土曜日
各1,000円

随時
できます

（小１～小２）
毎週　金曜日

１６：１０～１７：００

月額：6,000円

（小学生）

第１・３　金曜日
紫玉書道会代表　　乙坂　紫玉 NEWクラス 各1,000円 神田　春泉

月額：3,980円 月額：3,700円 月額：3,500円 月額：3,700円

将棋講師　大竹　潔

文
学

文
字

脳
ト
レ

体験日　1,000円
随時できます朗読教室

書道

月クラス　松井 利江　　土クラス  定行　恭子

第１・３月曜日

美しいおとな文字（ペン・筆ペン）

ＮＨＫ「おはよう日
本」出演講師から
学べます

１１：１５～１２：３０
第１・３土曜日

日本女子プロ将棋協会公認　根本真弥

経験は問いません

お勤め帰りの英会話

英会話（３０分個人）
お好きなテーマでご自身のペース
で学べます

　第１・３金曜日

体験日1,000円
随時できます 新

月額：4,400円

S O L E I L

ソレイユカルチャーセンター

●セブンイレブン

ブックオフ ●

安心 安全

南口から
徒歩３分



体験日　200円

月額：6,800円 月額：6,800円 月額：6,800円 月額：6,800円 月額：6,800円 月額：3,500円

第２・４　土曜日
１５：００～１９：３０ １５：００～１９：３０ １６：００～１８：３０ １５：００～１９：３０ １３：３０～１７：００ １０：００～２０：００

体験日　大人1,000円　こども無料
随時できます

ホームページで各曜日の講師をご案内しています ＮＥＷ ＮＥＷ
毎週火曜日 毎週水曜日 毎週木曜日 毎週金曜日 毎週土曜日

１０：００～１１：００ 第１・３水曜日　１６：００～１９：００ 南口徒歩３分 【入会と受講のご案内】受講
料は三ヶ月前納制です（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。
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

月額：4,000円 ＬＥＩウクレレスクール主宰　リナ 第２・４土曜日　１３：００～２１：００月額：　各4,400円

ピアノ教室（３０分個人）

お好きな曲でレッスンできます 満席間近

体験日　200円 ＴＥＬ：048-954-8118随時できます
レンタルできます 体験日　200円 ミチギター教室主宰　石川裕一 三郷市三郷１－５－８三光ビル第２・４土曜日 随時できます 第２・４火曜日　１５：００～２０：００

月額：3,100円　 月額：3,100円　 月額：3,100円　

新 こどもウクレレ教室 レンタル可

第１・３土曜日 月額：4,800円 月額：4,800円 月額：3,200円 月額：3,800円
１６：３０～１７：３０ １１：３０～１２：３０ １１：３０～１２：３０

こどもギター教室３０分個人 三郷駅南口３分

第２・４水曜日 第２・４水曜日
元小学校教諭　 小山　典子　 １５：００～２０：００ １３：００～２０：００ 随時

できます
１５：５０～１６：５０ １７：００～１８：３０

第１・３火曜日 第２・４土曜日

体験日　200円 ミチギター教室主宰　石川裕一 体験日 NEW園児クラス 小学生クラス
師範　森屋 蕙雅　 随時できます 第２・４　火曜日 第２・４土曜日 各200円

１７：００～１８：３０

毛筆と硬筆 月額：1,980円 月額：3,200円 月額：3,800円
電子ドラムを使用します　　　　３０分個人

月額：3,800円 月額：3,800円 新 はじめてのドラム教室
１７：００～１８：３０ １５：５０～１６：５０

NEW小学生クラス
１８：５０～１９：５０ １４：３０～１５：３０ 随時

できます
月額：6,000円 月額：6,200円 月額：6,400円 第３　月曜日 第１・３火曜日 第１・３火曜日

毎週　金曜日 　　火曜・水曜クラス　造形作家　　澤本幸子
１７：４０～１８：４０ １３：２０～１４：２０ 各200円 １６：１０～１７：００ １７：１０～１８：００ １８：１０～１９：００ 月曜クラス 園児クラス

森屋式珠算教室代表　森屋　初恵 （小１～小２） （小３～小４） （小５～小６） 月曜クラス　　あとりえイセポ代表 上谷　知沙子
毎週火曜日 毎週土曜日 体験日 毎週　金曜日 毎週　金曜日

体験日　200円

そろばん・暗算教室 随時できます 絵画造形教室 体験日各500円
英語・仏語通訳案内士　語学講師　早坂新弥 随時できます

画家　　岩部　暁明

１０：００～１０：５０ 随時できます 月額：6,000円 月額：6,000円 月額：6,800円 　個性と才能をのばす金子　正晃 新 小学生の英語教室

第１・３　土曜日 体験日　200円 １６：３０～１７：２０ １７：３０～１８：２０ １８：３０～１９：３０ 月額：2,200円

満席間近絶賛好評発売中のデジタルマインドマップ著者
の金子先生から習える特別な教室です

（小１～小３） （小４～小６） （中学生） 第１ 土曜日
毎週　木曜日 毎週　木曜日 毎週　木曜日 １０：３０～１２：３０

ゲームやアニメを作ろう 将来に役立つ英語教室 体験日　200円 絵画上達教室
体験日　200円

プログラミング教室 随時できます 随時できます
英語講師     林　秀子 小３～

小学生：１７：３０～１８：４５　月額：5,980円 月額：5,500円 佐藤　昇・　佐藤　靖子 月額：1,800円 やまかわ　ゆきこ

第２　土曜日
月額：5,500円 １７：４５～１８：４５ スタジオ専任インストラクター １５：００～約９０分 対象年齢小学生

各200円 各200円 各５００円
第２・３・４火曜日 随時

できます
随時
できます

随時
できます園児：１６：３０～１７：３０ 毎週木曜日 シュガーフットダンス

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 なぜ？どうして科学実験教室
Halau′o　Ho′omakale′a主宰 体験日 ミュージカル『アニー』のタップ振付・指導

を始め、映画、TV、CM で有名なスタジオ
専任インストラクターから学べます

体験日

満席間近
体験日

LikoｰHo′omakale′a

月額：3,000円 月額：３，８５０円 月額：３，８５０円 月額：５，９４０円 月額：５，９４０円 月額：3,500円

第２・４土曜日
１４：００～１５：００ １７：００～１７：５０ １８：００～１９：００ １７：００～１７：５０ １８：１０～１９：００ １０：３０～１２：００

ダンサーＤ・Ａ 園児 小学生 入門 初級
第１・３　土曜日 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

体験日　200円 水曜クラス　ＭＡＲＩ先生 日本女子プロ将棋協会公認 随時できます
随時できます 金曜クラス　真侑先生 ＮＥＷ 根本真弥

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）

GIRLS♪キッズダンス キッズチアダンス 体験日２００円 将棋教室 体験　こども200円

随時できます 体験　大人　1,000円

１１月３０日（月）　１６：００～約２時間半 入会不要　先着８名限定 １２/６・２０　日曜日 日本ペットシッター協会　関川　幸春
受講料：9,800円 教材費：2,500円　修了証：3,000円 履歴書にも書けます 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）

タロット占い師　ＹＯＫＯ    

１day ヘッドスパセラピスト養成講座 ２day ペットシッター士養成講座　
額のシワやまぶたのたるみは前頭筋から、法令線など頬のたるみは
側頭筋が関係していると言われています。頭皮のツボを刺激すること
でたるみを引き上げ、お顔全体をリフトアップしていきます

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　　　１１/３０締切

ヒーリングサロンAriel代表　梶ゆりこ　　　　（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　　　（社）心理技能協会より修了証授与 １１月７日（土）　１６：３０～約２時間 （社）心理技能協会所属　
１１月３０日（月）　１３：００～約２時間半 履歴書にも

書けます
１２月２９日（火）　１６：３０～約２時間 　トップ心理カウンセラー 

受講料：9,800円 教材費：2,500円　修了証：3,000円 入会不要　先着８名限定 料金：７，０００円（修了証料含む）

入会不要　　先着８名限定

１day フットケアセラピスト養成講座 １day タロット占い師スペシャリスト養成講座
足裏には全身の器官につながっている“反射区”があると考えられてお
り、足裏をもみほぐすことで全身の血流やリンパの流れを改善する施
術を学びます

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。

受講者には協会より修了証を授与いたします

ヒーリングサロンAriel代表　梶ゆりこ　　　　（社）心理技能協会より修了証授与 １１月７日（土）　１１：００～１６：００
１１月３０日（月）　１０：００～約２時間半もしくは１９：００～約２時間半 １２月２９日（火）　１１：００～１６：００ タロット占い師　ＹＯＫＯ   
受講料：9,800円 教材費：2,500円　修了証：3,000円 入会不要　先着８名限定 料金：１２，０００円（教材費・認定料含む）

１day ハンドエステセラピスト養成講座 １day 　タロット占い師養成講座
前回１２名満席講座です。ハンドエステは近年非常に注目されている
セラピーの一つです。場所を選ばず気軽に出来、美と癒しを融合した
内容は年齢性別問わずにどなたにでも喜んで頂けます。
履歴書にも書けます　入会不要

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、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

受講者には協会より修了証を授与いたします
　　　　　　　　　（社）心理技能協会所属　トップ心理カウンセラー

です 月額：2,300円 月額：2,300円 月額：2,300円 月額：2,300円

【老後2000万円問題】脱・経済不安!　副業セミナー特集（修了証・認定証授与）

料金は 第４　金曜日 第３　金曜日 第３　金曜日 第３　水曜日 初めての方も経験のある方
もバランスよくお教えいたし
ます。プロ認定も可能です

税別表記 １３：３０～１５：００ １０：３０～１２：００ １３：００～１４：３０

（社）心理技能協会所属
随時できます 随時できます 随時できます 随時できます タロット占い師　Michiko Horage

占
い

手相教室 やさしい占い教室 開運風水 新 タロット教室
体験日1,000円 久保田　恵都予 体験日1,000円 佐藤　宗眩

１９：１５～約９０分 １４：５０～１５：５０ １６：００～１７：5０ ・人前で緊張しなくなります
月額：2,800円 全米NLPマスタープラクティショナーコース修了　松村友子 月額：4,000円 月額：2,500円 ・言いたい事が伝わりやすくなります

有名著書多数！
ＴＶ朝日の番組で注
目を浴びた講師です

・人前で影響力のある話しかたができます
12月12日 グループ ３０分個人 ・第一印象で確実に好感を持たれます

第２　土曜日 第２・４月曜日 第２月曜日 ・落ち込んでも立ち直りが早くなります

心
理
学

新 心理セラピスト養成講座 人に好かれる話し方 体験日1,000円
話し方教室を受講すると随時できます

体験日1,000円 最新の心理療法（ヒプノセラピー）が学べま
す。潜在意識をコントロールして、心がポジ
ティブに開き、未来志向で生きていける技術
を習得します。１２回の受講で資格取得可能

コミュニケーション研究家　原田成志

体験日　1,000円

シルバーアクセサリー

召田　幸恵

お好きな
物が作れ
ます

ＬＥＩウクレレスクール主宰　リナ

第３　火曜日

絵手紙
日本絵手紙協会公認講師

体験日
各1,000円

月額：各2,200円

画家　嶋田　昭雄

日本語で歌うシャンソン
体験日1,000円

シャンソン歌手　堀　哲也

第２・４　水曜日
グループ

体験日　1,000円
随時できますカラオケ教室

第１・３火曜日
１１：００～１２：３０

随時できます

初めての電子ドラム

体験日1,000円
１１/１７　１２/１５

橋立　昇

カラオケトレーナー　リッキー

月額：4,800円
１５：００～２０：００

ハーモニカ世界チャンピオン　大竹英二

C調ならハーモニカの種類は問いません

第２・４水曜日
１０：３０～１２：００

月額：4,400円

月額：4,600円

１９：００～２０：００

月額：4,000円

第２・４　火曜日

新
ＮＨＫドラマ「エール」でハー
モニカ監修・指導をされた大
竹先生による特別なレッスン
です。残席わずか、お申込
はお早めに！

第１・３金曜日
グループ

三味線と小唄教室

体験日
各1,000円
随時
できます

沖縄三線

レンタル可４０分個人

月額：4,400円
１３：００～１５：００

ミチギター教室主宰　石川裕一

第２・４土曜日　１３：００～２１：００

体験日
体験日1,000円

　振替可能 随時できます

随時できます

体験日
各1,000円
随時
できます

元劇団四季シンガー 　ＢＯＳＳ

ミュージカルからロックやJポップ
も、お好きな歌を持ってきてくださ
い。歌がもっと好きに成る教室です

満席間近

月額：2,200円

体験日1,000円

剪画（きり絵）

小野寺　マヤノ
第４　火曜日
１３：００～１５：００

料金は 各1,000円

１１：１０～１２：１０

画家　　岩部　暁明

美
術

月額：4,800円 月額：4,000円

第２・４水曜日

土曜絵画教室お好きな画材で

満席間近
第１ 土曜日

１０：３０～１２：３０

月曜絵画教室お好きな画材で

水彩・油絵・パステルなどできます
　画家　上谷　知沙子　

第１・３月曜日 体験日1,000円
税別表記 随時

できます

月額：2,200円

第３　木曜日
１３：００～１５：００

１０：００～１２：００

月額：2,200円
随時できます

随時
できます

癒しの水彩画新

鉛筆画

第２・４水曜日
１０：１５～１２：１５

月額：4,400円

伊藤セツ子

です 月額：4,400円

吉祥花文字ボタニカルアート
体験日1,000円
随時できます

第２・４木曜日
１３：３０～１５：３０

体験日

１０：００～１２：００
１３：００～１５：００

第２　土曜日 各1,000円

絵と書と俳句

小山　典子 体験日
第２・４火曜日 各1,000円

塩田　二朗
現代美術家協会会友

１３：００～１５：００ 随時
できます月額：2,200円

第４　金曜日
１０：３０～１２：３０

月額：2,200円

山中　あゆみ　振替可能

ビーズアクセサリー グルーデコ 体験日1,000円

各1,000円
１３：００～１５：００ 随時

できます月額：2,000円

ハマダ　ミチコ

月額：2,200円

月額：4,000円

近藤　政代

随時
できます

体験日
各1,000円

現代押し花アート

１０：１５～１２：１５

マクラメジュエリー

召田　幸恵 体験日
第３　水曜日

随時できます
ナイフ１本で身
近なフルーツ・野
菜・石鹸が可愛
くそして優雅に
大変身

フルーツ＆ソープカービング
体験日1,000円

第２　水曜日
月額：2,100円　

ボタニカルアーティスト

月額：4,400円

水曜絵画教室お好きな画材で
画家　樋口 研司

第２　水曜日　月額：2,100円

１３：００～１５：００ 随時
できます月額：4,000円

山中　あゆみ

第２・４火曜日

体験日1,000円

月額：2,300円
１３：００～１５：３０

無料

古積　里江子

振替可能

月額：2,200円

随時できます

月額：2,300円

創
作 第1　木曜日

１０：００～１２：００ １３：００～１５：００

第４　木曜日
深谷　由紀子

月額：4,400円

はじめての洋裁（着物のリフォームもできます）

業務用ミシン完備犬・猫はもちろん、お好きな動物が
そっくりそのままに出来上がります

羊毛フェルトで作る可愛いペットハワイアンキルト

見学会
体験日1,000円
随時できます

１０：００～１２：００

第１・３水曜日　１６：００～１９：００１５：００～２０：００ １６：００～１９：００ １３：００～２１：００

月額：4,400円月額：4,800円
１３：００～１４：１５

月額：4,800円

第1　木曜日

月額：5,000円

体験日1,000円

月額：3,500円 月額：6,800円

第２・４月曜日 毎週火曜日 第１・３水曜日 毎週水曜日

月額：6,800円

月額：3,980円

随時できます

第１・３　月曜日

琉球民謡唄者、ぢーまみ芸能団主宰  新島達也

１６：００～

グループ
初めての方も経験の
ある方も丁寧にお教え
いいたします

各クラス　月額：4,800円
第２・４火曜日　１５：００～２０：００第２・４土曜日

エレキ・フォーク・アコースティック・
クラシックどんなジャンルでもＯＫ

ウクレレ３０分個人レッスン
石川　祐一　　レンタル可

第１・３　月曜日

月額：4,500円

体験日1,000円

月額：4,800円

第２・４　火曜日

月額：4,400円
１２：１５～１４：００１２：５０～１４：００

月額：4,500円 月額：4,800円
随時
できます

１０：００～１１：１５１４：１５～１５：４５
各1,000円第１・３金曜日

師範　元四葉会会員　蓼　志津秀　　　　　レンタル可

３０分個人
東京マンドリンアンサンブル協会　田村　恵子

グループ
第２・４　火曜日

体験日

ウクレレ教室ギター教室（３０分個人）
ミチギター教室主宰　石川裕一

レンタル可
第２・４火曜日 第１・３水曜日

随時できます

音
楽
料金は

マンドリン
月額：4,180円

税別表記
月額：4,800円

１３：００～１８：００

体験日1,000円
随時できます

第２・４　水曜日 第２・４水曜日
１１：１０～１２：１０ １０：００～１１：００

第２・４木曜日

１０：００～１１：００

月額：4,000円

オカリナ
です

第２・４金曜日 第１・３火曜日

月額：4,800円

３０分個人
　オカリナ講師　　　鏡　記子
　オカリナ講師　　　有延千尋

等々力生夕子

随時できます

体験日1,000円 佐藤　宗眩 体験日1,000円

１３：３０～１５：００

しみづよーこ

料金は
税別表記

ちりめん細工のつるし飾り

体験日
各1,000円

第２・４　火曜日 第２・４土曜日

新

１１/２６　スタート

月額：4,４００円

健康ボイストレーニングボイストレーニング ＢＯＳＳ先生のヴォイストレーニング

体験日1,000円

テディベアと動物たち

(午前）１０：１５～１２：１５
（午後）１３：１５～１５：１５

随時
できます

１３：００～２０：００

月額：4,４００円

体験日1,000円
随時できます

随時できます

残席わずか

ジャズ、ポップス、ハワイアンなど様々な音楽を学
び、ウクレレソロ演奏方法を目指します

体験日1,000円
随時できます

月額：4,000円

月額：2,000円

第２　木曜日

新

随時できます 随時できます

税別表記 １０：３０～１２：００ １０：００～１２：００ １４：００～１５：３０

新

月額：3,500円

第２　月曜日
１９：１５～２０：４５

ボイストレーナー

です 月額：2,200円

満席間近
３０分個人

３０分個人

第２・４水曜日

表千家都流教授　水野　宗真

はじめての着付け

料金は 第２　水曜日 第１・３水曜日 第１・３水曜日

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

体験日1,000円 金春流教授本田　布由樹
随時できます 補助　本田　芳樹

クチュリエール　水野　ひろこ

沼尾　　眞由美和
テーブル席で愉しむ茶道レッスン はじめての能 体験日1,000円

随時できます

振替可能随時できます
体験日1,000円

各1,000円
随時
できます

１３：００～約２時間

月額：2,100円

ご見学は完全予
約制です

体験日各1,000円 第１・３　火曜日第１・３　火曜日

第２　金曜日

俳書画美術交友会講師

第３　土曜日

１０：００～１２：００
１３：１５～１５：１５

１０：１５～１２：４５ 12月2日 １０：００～１２：００

宇月　美枝子 体験日
第３　金曜日

体験日各1,000円

月額：3,500円 篠田　恵子

第１　水曜日

第１・３水曜日
１０：１５～１４：３０

月額：4,950円 月額：2,100円

１３：３０～１５：００

月額：4,400円

体験日1,000円
随時できます

１０：３０～１２：００

月額：4,400円

ボイストレーナー  大野めぐみ 

 振替可能

１３：１５～１４：４５

月額：2,000円

随時できます

１４：１５～１５：４５

NEW NEW NEW
毎週土曜日

月額：4,400円

第２・４金曜日

月額：4,400円
１３：００～１５：００

４０分個人

１５：３０～１９：３０
毎週木曜日

体験日1,000円

月額：4,800円

第２・４土曜日

１３：００～１８：００１３：１５～１４：３０

新 ゴスペル教室

初めてでも大丈夫！オーハッ
ピーデーなど、ゴスペルソング
のカッコ良いハーモニーを体
じゅうで感じましょう。

元劇団四季シンガー ＢＯＳＳ

体験日　1,000円

第２・４　水曜日

１５：３０～１９：３０ １０：００～１４：００ １５：３０～１９：３０ １６：３０～１８：３０ １０：００～１５：００

満席間近
ホームページで各曜日の講師をご案内しています

月額：6,800円 月額：3,500円

１０：３０～１２：００

体験日1,000円
随時できます楽しいハーモニカ

ピアノ教室（３０分個人）

満席間近

満席間近

１０：００～１５：００

洋服でもバッグで
も、お好きな物が何
でも作れます

第１・３　火曜日

月額：3,500円
１０：００～１３：００ １０：００～２０：００

新 中高年から始めるらくらくピアノ 体験日　1,000円 ウクレレ

１３：３０～１７：００

月額：6,800円

体験日　大人1,000円　こども無料
随時できます

月額：3,500円 月額：3,500円

毎週　金曜日 第１・３土曜日 第２・４土曜日

１１/１７　１２/１ 随時できます
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。指を動
かして脳を活性化させましょう。楽譜が読めなくても大丈夫。らくらく

ウクレレ奏者　鰯屋猫助　　　レンタル可
初級 入門

ピアノ独自のメソッドで、簡単に弾けるようになります 第１・３金曜日 第１・３金曜日 第１・３水曜日

ハワイアンから
歌謡曲まで幅広
く学びます。弾き
たい曲のリクエ
ストも取り入れま
す。

振替可能

夜クラス

（一社）全日本らくらくピアノ協会２級認定講師
　　　向井　はるみ　　　　　レンタル可 月額：4,400円 月額：4,400円 月額：4,400円

１０：１０～１１：３０ １１：５０～１３：１０ １９：２０～２０：４０

ブックオフ ●

●セブンイレブン


