
第１・３ 水曜日

吉 川 カ ル チ ャ ー ク ラ ブ 　 　第 １ ・ ３ 　 月 曜 日 １ ７ ： ３ ０ ～ ９ ０ 分

体験会：６/２０（月）　３３０円

ソ レ イ ユ カ ル チ ャ ー セ ン タ ー 三 郷 　 　第 １ ・ ３ 土 曜 日 　 １ ５ ： ０ ０ ～ ９ ０ 分

体験会：６/１８（土）　３３０円

各教室/受講料：月額：9,900円　 教材費：月額：2,200円

☆
キッ

月額：2,750円 評論家　三浦　純平 月額：2,541円 原田　成志 月額：2,541円

第２　月曜日
１３：３０～１５：００ １９：１５～約７５分 随時できます １７：４０～１８：４０ １７：４０～１８：４０

コミュニケーション研究家 有名著書多数！ＴＶ朝日の
番組で注目を浴びた講師で
す。言いたい事が伝わりや
すくなります・人前で緊張し
なくなります

プロ認定可 修了証を授与いたします。 原田成志
第２　土曜日 第３　土曜日 体験日　1,100円 第４　月曜日 ゲシュタルトセラピー心理

学を学びます

体験日　1,100円
人に好かれる話し方

体験日　1,100円
随時できます 随時できます 随時できますタロット 体験日　1,100円

心
理
学

新 心理学入門 心理学
　Michiko Horage 全１２回の受講で 未完結な問題や悩みに対して、再体験を通し

ての「今ここ」での「気づき」を得る

月額：2,657円

随時
できます．月額：2,657円 １２回の受講でプロ認定 月額：5,082円 日本占術協会　半田　晴詠 月額：2,530円 久保田　恵都予 月額：2,530円

体験日　1,100円 第３　水曜日 各1,100円
１４：００～１５：３０ 随時できます １２：００～１５：００ 随時できます １１：３０～１２：３０ 随時できます １０：００～１１：１５

全国紙「婦人画報」にも取り上げられた人気講
師から学べる、後天運を吉運に開運できる教
室です。

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。

現在から未来への運命のサ
インを読み取り活用します！
久保田　恵都予 体験日

第１　月曜日 体験日　1,100円 第４　火曜日 体験日　2,200円 第３　水曜日

月額：7,623円 月額：（入門）4,366円　（初級）4,620円 月額：（入門）4,366円　（初級）5,082円 ami

占
い

人間リアル鑑定術 占い（運命学）とは何？ みるみる開運！気学教室 当たる！手相教室
大好評！人間リアル鑑定術の著者岡田
先生から、人相、家相、手相、墓相など
あらゆる占いと心理学を学びます。

随時できます （入門）１９：１５～２０：１５

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）２０：３０～２１：４５

随時できます
ノエラニオマイレ石亀 第２・４　水曜日 体験日　1,100円 第２・４ 火曜日

満席間近第１・３・４ 木曜日 体験日　1,100円 （入門）９：５０～１０：５０

月額：4,598円 月額：4,620円 月額：4,620円 月額：5,082円 公認インストラクター　今井 沙那恵　

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　1,100円

夜クラス
１８：００～１９：００ １９：１５～２０：１５ 随時

できます
１４：３０～１５：４５ 森島　俊江 １３：３０～１４：４５ １９：２０～２０：２０ ＳＴＯＴＴピラティ

月額：4,598円

１７：００～１７：５０ １８：００～１９：００ 1,100円 第２・４火曜日 第１・３　金曜日第１・３　水曜日

ＮＨＫ「おはよう日本」出演講
師から学べます

午後クラス　ＢＡＳＩ認定ピラティスインストラクター
第１・３　火曜日 第２・４土曜日 体験日 午後クラス 夜クラス ＳＡＴＯＫＯ

バレエストレッチ
体験日　1,100円 ピラティス（女性限定）

体験日　1,100円
随時できます 随時できます

月額：各2,541円 月額：4,043円 月額：2,750円 月額：5,082円 月額：5,082円 月額：3,234円

第２　金曜日
１０：００～１２：００ １３：００～１５：３０ １３：００～約９０分 １３：００～１５：００ １５：３０～１７：３０ １３：００～１５：３０

太田　喜興 1,100円 随時できます 金　クチュリエール　水野　ひろこ
第４　日曜日 第３　水曜日 随時

できます
第２　水曜日 第１・３　木曜日第１・３　木曜日

はじめての篆刻 はじめての洋裁 無料見学
随時できます

予約制です独立美術協会会友 満席間近 体験日 体験日　1,100円 木　文化式婦人服製図師 　伊草 晴美

月額：2,426円
教材費：1,100円 教材費：1,100円 教材費：1,100円 教材費：1,100円

創
作

日曜絵画
体験日　1,100円 羊毛フェルト 新

１０：００～約２時間 １０：００～約２時間 １３：３０～約２時間 １３：３０～約２時間 各クラス１０日前に締め切り
ます、ご希望の曜日をお申
込くださいませ。

月額：2,426円 月額：2,426円 満席間近 月額：2,426円

柏の人気料理教室dｂ.cafeの黒瀬先生から学べる「パン教室」と「スイーツ教室」
　手ごねパンクラス 各クラス１０日前に締

め切ります
ご希望の曜日をお申
込くださいませ。

スイーツクラス 土曜は満席間近
第１　水曜日 第３　土曜日 各クラス 第１　水曜日 第３　土曜日

１０：３０～１２：００

月額：5,082円 月額：5,775円 月額：5,775円 月額：5,544円 月額：5,082円 月額：5,082円 月額：5,082円 月額：5,082円 月額：5,082円

第１・３木曜 第２・４土曜
１１：１５～１２：３０ １３：００～１４：３０ １２：１５～１３：４５ １４：００～１５：３０ １０：３０～１２：００ １２：１５～１３：４５ １９：３０～２１：００ １０：３０～１２：００

初級 初級 初級 中級
第１・３ 水曜日 第１・３金曜日 第１・３金曜日 第１・３月曜 第１・３月曜 第１・３火曜

有名な全国ＣＭに出演されています 放送大学で大人気のSABA彩子先
生のイタリア語講座です

吉川カルチャークラブyoutubeで講座風景がご覧いただけます。木曜クラスと
月曜クラスは残席わずかです。　フランス人講師　セバスチャン

初級 中級 初級 入門 入門

フランス語 体験日　1,100円 イタリア語 体験日　1,100円
金英珠先生の韓国語 体験日　1,100円

随時できます 随時できます 随時できます

１０：００～約７５分 ６/９． 先着６名様限定 １３：００～１４：３０ １３：００～１４：３０

月額：2,750円 ココロの詩人（ウタビト）　Machi 月額：4,620円 月額：2,541円

診療内科でカウンセラー経験もあ
る講師から、言葉を変えるだけで
毎日が明るく輝く秘訣を学びます。

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

某大手英会話教室で先生の指導をされていた先生から学べる
貴重でお得なレッスンです。とても明るく親切丁寧に教えてくださ
いますので、レベルを問わず学べます。全クラス満席間近です渡部玲子

第２　木曜日 体験日　1,100円 第１・３　火曜日 第４　土曜日 月・火・金・日曜日クラスございま
す。空き時間はお問合せください

ご希望のは２コマ続けて取って
も大丈夫です。

新 ココロのことだま講座 朗読教室 体験日　1,100円
Ｍachi先生の英語教室３０分個人

体験日　1,100円
随時できます 随時できます

１５：００～約９０分

第１・３ 火曜日　月額：5,082円 アネラ 月額：5,082円 月額：5,775円 月額：5,775円 月額：４，６２０円
（中級）１３：００～１４：１５ １０：００～１１：３０ １２：１５～１４：００ １２：１５～１４：００

第１・３　月曜日
（入門）１１：３０～１２：４５ 第1・３　月曜日 第1・３　月曜日 第１・３　月曜日 １３：００～約９０分

レンタル可
有延　千尋　レンタル可 ３０分個人 森　みさこ ジョイサウンドのカラオ

ケ機器でレッスンしま
す。驚くほど上手くなる
ので、人前でも自信を
持って歌えます

グループレッスン ３０分個人レッスン 有延　千尋

フルート 体験日　1,100円
上手くなる！カラオケ教室

体験日　1,100円
随時できます 随時できます 随時できます 随時できます

１３：００～１５：００

月額：3,234円 月額：2,287円 月額：4,043円 月額：4,043円

音
楽

ウクレレ教室
体験日　1,100円

やさしいオカリナ
体験日　1,100円

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４　木曜日 1,320円 第２　水曜日 第２・４　金曜日 第２・４　金曜日
１９：１５～２０：４５ 随時

できます
１３：１５～１５：３０ １０：３０～１２：３０

ぺる先生の手品教室 満席間近 振替も出来る女性のための麻雀教室
体験日　1,100円 吉川カルチャークラブ

随時できます
日本ＴＶの大ヒット番組で
マジックの監修をされた
先生から様々な手品が
楽しく学べます！

体験日 日本プロ麻雀連盟　内山　えみ

１９：００～２０：００ 随時
できます

１３：００～約７５分 随時
できます月額：4,620円 月額：2,750円

高学年～大人 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 ヒーリングサロンhatae代表　　波多江　久美 体験日
第１・３　水曜日 1,100円 第1　土曜日 自分自身の統合を進めなが

ら、人にも教えるスキルを身
につけていただきます。

1,100円

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１２０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：3,465円 月額：3,465円 月額：2,475円 月額：4,950円 Shining Smile代表　阪本　和代

新 ジャズダンスクラス 新 スピリチュアルカウンセラー養成講座

※女性限定
１６：２０～１７：２０ １７：３０～１８：３０ 随時

できます
１４：００～約９０分 １０：３０～約９０分

園児～小２ 小３～小６ 体験日 修了後は開業のアドバイスも可能 全６回の受講で修了証授与
第１・３　水曜日 第１・３　水曜日 330円 第２　火曜日 第１・３　土曜日

体験日　1,100円
月額：4,043円 月額： 4,389円 随時できます

キッズダンスクラス 痛くなく、リンパを流しながら筋肉のバランスを整え、自律神経にアプ
ローチ。数日間は体の軽さが実感できるスキルです。　　先着６名様限

第２・４　水曜日 第２・４　水曜日 330円 月額：4,950円 ＬＭＨボディメンタルラボ和案協会理事長　阪本　和代
１６：３０～１７：２０ １７：３０～１８：３０ 随時

できます 新 リンパケアセラピスト養成講座

随時
できますチアダンスクラス 第２・４　土曜日

園児～小２ 小３～小６ 体験日 １９：２０～約９０分 全６回の受講で修了証授与

※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 ３期生募集 心理セラピスト養成講座
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

クライアントの心に寄り添い、潜在意識
に語りかける事で、不安や悩み、依存な
どを解決に導けるセラピストとして活動で
きる資格を身につけます。

体験日
1,100円

大人1,100円

月：5,082円

体験日

６月スタート、受講料、日時はお
問合せください

machi

新 こども麻雀教室

５月から随時

内山　えみ

子供330円
大人1,100円

３０分個人

３０分個人
第１・３　月曜日
１０：００～１５：００

第２・４　木曜日
１５：１５～３０分刻み

随時
子供330円

月額：2,426円　材料費：1,320円

手ごねパン教室ぬくもり主宰

先着６名様限定

片山　里香
第４　月曜日

１０：００～約２時間

新 新 新 新基礎からのパン教室 飾り巻き寿司

LikoｰHo′omakale′a 月額：7,623円 佐藤　靖子
随時
できます

１１：１５～１２：３０

月額：4,620円 森島　俊江

第２・３・４火曜日 第２・３・４火曜日 毎週木曜日 スタジオ
１５：００～１６：１５ １９：００～２０：３０ １９：００～２０：００ 佐藤　昇

月額：5,082円 月額：2,541円 洪 載善 月額：5,544円 月額：：5,544円
エ
ク
サ
サ
イ
ズ

タヒチアンダンス ハワイアンフラ リズム・タップダンス
体験日　1,100円

１９：００～２０：３０ １７：３０～１９：００ 韓国語講師 １３：００～１４：１５ １４：３０～１６：２０ 爽やかで誠実で優しい先生
第１・３火曜日 第３　土曜日 随時できます 第２・４　土曜日 第２・４　土曜日

新 笑顔あふれる韓国語 フランス人講師から学べるフランス語
ＮＥＷ入門クラス

随時できます
体験日　1,100円 初級 ３０分個人 体験日　1,100円

月額：5,082円 月額：5,082円 月額：5,082円 月額：7,623円 月額：7,623円
１１：１５～１２：３０ １０：００～１２：００

月額：5,082円
１０：００～１５：００

月額：5,082円

エ
ク
サ
サ
イ
ズ

ＫーＰＯＰダンス完コピクラス
土曜クラスは満席間近です

１５：００～１６：３０ １０：００～１１：３０ １１：５０～１３：１０ ９：４５～１１：００
月額：5,082円

体験日　1,100円
随時できます

ウィルビー英会話スクール専任講師 体験日

英会話（３０分個人）
体験日　1,100円

第２・４　木曜日
１５：１５～３０分刻み

月額：5,082円

☆キッズ割適用講座です☆

イタリア語
フランス語

machi先生の英語教室

体験日
随時

１３：００～１４：５０
第１・３・４木曜日 随時

できます
第１・３　月曜日

第２・４月曜日

体験日　1,100円
随時できますフットダンス

第２・４水曜日

英語

バレエストレッチ

月額：5,082円

英語・仏語通訳案内士
早坂　新弥

１４：００～３０分刻み

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

第２・４　日曜日
１０：３０～約９０分

月額：4,950円

ダンスインストラクターmikune
キッズ～大人

第１・２・３月曜日
１３：００～１４：３０

SYLVAIN

第１・３・４木曜日

ＮＨＫテキストの校正編集
も担当された早坂先生か
ら、勉強のコツを教わりなが
ら、お一人お一人のペース
で無理なく学べます。英語・
フランス語・イタリア語お好き
な語学をお選びください。

毎週木曜日

アルゼンチンタンゴと社交ダンス

体験日各1,100円
随時できます

体験日　1,100円 シュガー
随時できます 体験日

阪本　和代

６回の受講で修了証授与

１８：００～１９：００ １９：１５～２０：１５

クライアントの心に寄り添い、潜在意識に語り
かける事で不安や悩みなどを解決に導けるセ
ラピストの資格を身につけます。

体験日　1,100円
随時できます 随時できます

第２・４金曜日 第２・４金曜日

１３：００～３０分刻み

月３回　土曜日

上場企業や全国にある大手塾のトップ
経営者は、「忍耐力や考える力がつく」最
高のゲームと勧めています。
体験日　330円
５月から随時

日本プロ麻雀連盟

月額：5,940円 鍵盤奏者　あさこ　

月額：6,907円

楊名時八段錦太極拳

日本健康太極拳協会師範　 林　圭子

随時できます

Ｋ－ＰＯＰダンス完コピクラス
体験日各1,100円

体験日各1,100円

新

月額：6,270円月額：6,270円

新

随時できます
NiziUやBTSなど
流行りの曲で
レッスンします。

社交ダンス
第１　水曜日

１１：００～１２：００

月額：2,750円

東宝ダンスホール１８年間所属　ちえ 
アルゼンチンタンゴ

第１　水曜日

新

第１・３　水曜日

新

セルフコース

１９：００～約９０分
第１・３　金曜日
１９：００～約９０分

新

リンパセラピー（セルフと養成）
米国財団法人野口医学研究所リンパセラピーアドバイザー　山﨑清美

第１・３　木曜日

体験日　随時できます

夏のプレゼント

駐車場について

先着３名様のみ

ソレイユカルチャーセンター三郷

ウクレレ本体・ケース・コー
ドシート付習い事なら

特別講座

入会金半額

新

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３０％割引になります
（※個人レッスンは除く）

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　6月30日まで

　　キャンペーン

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。

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♪

卓球教室（こどもクラス・大人クラス） ヒューマンアカデミー

受講料３０％割引

埼玉県三郷市三郷１－５－８三光ビル２階  三郷駅南口徒歩３分

月額：3,960円

こども講座・個人レッスン・無料体験は除く

月額：3,581円
１１：００～１２：００

１８：3０～約１時間

月額：3,960円

書道講師

１４：００～約１時間

斉藤　正起

月額：5,544円

語
学

英語・仏語通訳案内士 お好きなテーマでレベルに合わせて学べます
早坂　新弥

卓球インストラクター

第２・４水曜日

第２・４　土曜日

第２・４　月曜日

講座風景をご覧頂けます 手品・音楽・ダンスの祭典

大人クラス

ソレイユカルチャーセンター
公式YouTube

こどもクラス

子供は卓球、大人クラスは
大き目の球のラージボール
で行います。

こども：３３０円　大人：1,100円

入場無料　１３：００スタート

第３回スピリチュアル×心理学×占いフェア

第２・４　日曜日

初級 ＮＥＷ入門 各1,100円

鈴木　智晶

月額：4,950円

養成コース

科学の驚きや感動、発見する楽しさを通じて、子供が理科を好き
になり、知識だけではなく、課題を発見、探究、解決する力を育
みます。ヒューマンアカデミーオリジナルのプログラムです。先着
６名様限定
吉川カルチャークラブ　　第１・３　月曜日１７：４０～９０分

Ｍachi 早坂　新弥 本間　孝子
第２・４金曜日

ソレイユカルチャーセンター三郷　　第１・３土曜日　１５：００～９０分

各教室/受講料：月額：9,900円　 教材費：月額：2,200円

随時できます

某大手音楽教室で講
師をしていました

体験日　1,100円
園児・小学生；無料
大人：1,100円

サイエンスゲーツ（科学実験）

体験会：６/２０（月）　３３０円

新 土曜ピアノ教室

新 語学３０分

体験会：６/１８（土）　３３０円

手品、ウクレレ、K-POPダン
ス、チアダンス、キッズダンス、
ベリーダンスなど出演します。

７月３日（日）開催　詳しくは→
手相・気学・風水・算命学・タロット・四柱推命など、総勢１８
名の占術師やセラピストが各ブースに分かれて行います。

ソレイユカルチャーセンター三郷 ０４８-９５４－８１１８
会場；流山エルズホール ５月１５日（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、厚生労働省推奨の、
「窓を開けて換気」も十分にできます

日曜日の毛筆と硬筆
年長～小学生

体験日
330円

12月から
できます

各1,100円第２・４金曜日

英会話木曜クラスやさしい英会話

１２：３０～１３：３０

月額：：2,750円
基本から丁寧にお教
えいたします

月額：6,584円 LikoｰHo′omakale′a 月額：7,623円

はじめての声優教室

体験日　1,100円
５月から随時

美と健康を維持するための
講座です。お仕事にされた
い方は養成コースをお選びく
ださい。女性限定

某大手英語教室で先生の指導をされて
いた先生から学べます！吉川教室では
超人気講座で満席です。２コマも可能

心理セラピスト養成講座
体験日　2,200円

１６：００～１７：３０

体験日　1,100円
５月から随時

和案協会理事長
ＬＭＨボディメンタルラボ

月額：3,850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

安心 安全

ブックオフ ●

南口から
徒歩３分



沼尾　　眞由美

体験日

月額：7,854円 月額：7,854円 月額：7,854円 月額：7,854円 月額：5,940円 月額：5,082円

第２・４　木曜日
１５：００～１９：３０ １５：００～１９：３０ １６：００～１８：３０ １５：００～１９：３０ １３：００～１７：００ １５：１５～３０分刻み

体験日　大人1,100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
毎週火曜日 毎週水曜日 毎週木曜日 毎週金曜日 月３回　土曜日

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308円頂きます。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。料金は税込み表記です

月額：5,082円 月額：5,082円 月額：5,082円 月額：5,082円 現役のシンガーでラジオパーソナ
リティとしても活躍中。音域、音程、
抑揚など、あなたの弱点を見つけ
て丁寧にお教えいたします！声優
教室でもボイトレでもカラオケでも
大丈夫です。

ピアノ教室（３０分個人） 全クラス満席間近

お好きな曲でレッスンできます

第２・４日曜日 随時できます
１５：００～２０：００ １６：００～１９：００ １３：００～２１：００ １０：００～３０分刻み 講師　machi

歌の教室 ＴＥＬ：048-954-8118火・水・土　/　ミチギター教室主宰　石川裕一
日　/　ミュージッククリエイター　　由多華　 ＮＥＷ 体験日　330円 三郷市三郷１－５－８三光ビル第２・４　火曜日 第１・３水曜日 第２・４土曜日

こどもギター教室 体験日　330円 新 声優教室と ソレイユカルチャーセンター　　随時できます

１５：５０～１６：５０ １７：００～１８：３０

月額：6,930円 月額：6,930円 月額：7,854円 月額：6,930円 月額：7,161円 月額：7,392円 月額：3,696円 月額：4,389円
１６：３０～１７：２０ １７：３０～１８：２０ １８：３０～１９：３０ １６：００～１６：５０ １７：００～１７：５０ １８：００～１８：５０

小学生クラス
毎週　木曜日 毎週　木曜日 毎週　木曜日 毎週　金曜日 毎週　金曜日 毎週　金曜日 第２・４水曜日 第２・４水曜日

木曜クラス　英語講師     林　秀子 金曜クラス　仏語・英語通訳案内士　早坂新弥 火曜⇔水曜クラスは振替可能です
（小１～小３） （小４～小６） （中学生） （小１～小２） （小３～小４） （小５～小６） NEW園児クラス

将来に役立つ英語教室 体験日　330円 １７：００～１８：３０ １５：５０～１６：５０ １７：００～１８：３０

随時できます 月額：2,287円 月額：3,696円 月額：4,389円

園児クラス 小学生クラス
月額：5,082円 随時できます 月額：2,310円 月額：4,389円 月額：4,389円 第３　月曜日 第１・３火曜日 第１・３火曜日

１５：１５～３０分刻み 体験日　330円 １６：３０～１７：３０ １８：５０～１９：５０ １４：３０～１５：３０ 月曜クラス

NEWクラス 毎週火曜日 毎週土曜日 月曜クラス　　あとりえイセポ代表 上谷　知沙子
第２・４　木曜日 ３０分個人 第２・４火曜日 １７：４０～１８：４０ １３：２０～１４：２０ 　　火曜・水曜クラス　造形作家　　澤本幸子

月額：2,541円
随時できます 　個性と才能をのばす某大手英会話教室で先生の指導をされていた先生から学

べる貴重でお得なレッスンです。とても明るく親切丁寧に教
えてくださいますので、レベルを問わず学べます。ご希望
の方は３０分２コマ取っても大丈夫です。　先着５名様限定

上級カウンセラーの資格も持つ講師がお子様のモチベーションを上げながら
指導いたします。級が上がる度に高額な料金はかかりません。 絵画造形教室 体験日各550円

森屋式珠算教室代表　　森屋　初恵 振替可能 随時できます

新 machi先生の英語教室 褒めて伸ばす！そろばん教室 体験日　330円 月額：2,541円 月額：1,980円

第４ 日曜日
月額：5,082円 年少～年長 月額：6,907円 月額：6,353円 １０：３０～１２：３０ １０：００～約６０分 １１：２０～約９０分

小４～小６ NEW園児～小２ NEW　小学生
１５：１５～３０分刻み 随時できます 小学生：１７：３０～１８：４５ １７：４５～１８：４５ 随時

できます
第１ 土曜日 第４ 日曜日

第２・３・４火曜日 佐藤　昇・　佐藤　靖子
園児：１６：３０～１７：３０ 体験日 （土）岩部　明暁　　（日）松本裕介

第２・４　木曜日 体験日　330円 月額：6,353円 毎週木曜日 各330円

体験日各550円
随時できます

小学生になるまでに、頭の体操をしておくと
計算力や集中力が身に付きます。お子様自
身のもつ得意は何か？幼少期に少しでも伸
ばしてみましょう　　講師　machi

Halau′o　Ho′omakale′a主宰 体験日　330円 シュガーフットダンス 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・陰影のつけ方
書き方などを学びます

　LikoｰHo′omakale′a 随時できます スタジオ専任インストラクター

月額：3,960円

新 積み木パズル教室 元気で可愛いケイキフラ ジュニアタップダンス 絵画上達教室

１７：００～１７：５０ １８：００～１９：００ １７：００～１７：５０ １８：１０～１９：００ １８：3０～約１時間

月額：3,465円 月額：4,447円 月額：4,447円 月額：6,861円 月額：6,861円

鈴木　智晶 各330円
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 第１・３　木曜日 随時

できます１４：００～１５：００

体験日　330円 ダンサーＤ・Ａ 水曜クラス　Ｍei先生 金曜クラス　真侑先生 小学生～中学生
随時できます 園児 小学生 園児 小学生

月額：3,581円

GIRLS♪キッズダンス キッズチアダンス 体験日　330円 新 卓球教室随時できます

月額：4,620円 デジタルマインドマップ著者　金子　正晃 月額：7,161円 月額：3,581円　 月額：3,581円　　 月額：3,581円　　
１０：００～１０：５０ 中学～：１７：１０～１８：１０ １６：３０～１７：３０ １１：３０～１２：３０ １１：３０～１２：３０ １１：００～１２：００

元小学校教諭　 小山　典子　 ＮＥＷ
第１・３　土曜日 満席間近 月額：6,930円 随時

できます
第１・３火曜日 第２・４　土曜日 第１・３　土曜日 第２・４　日曜日

各330円
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。お子
様の想像力とデジタル力を高めます！

マサ先生　ヒロミ先生 師範　森屋 蕙雅　　 随時
できます毎週　土曜日 体験日 日展入選講師　　斉藤　正起

小学生：１６：００～１７：００ 各330円

月額：4,043円 月額：2,200円　 マジシャン　Ｍｒ．モロー

プログラミング教室 体験日　330円 空手教室 毛筆と硬筆 体験日
随時できます

第２・４土曜日 第２・４日曜日 第３　土曜日 子供から大人まで

※個人レッスンは除きます
１０：３０～１２：００ １３：００～１４：３０ １５：００～１６：３０ 受講できます
月額：4,043円

体験日　1,100円
随時できます 随時できます

２講座目からは 土曜：　講師　根本　真弥 目の前で、超不思議な現象が起こります。手
順通りやれば誰でも大丈夫！見て楽しめ・
やって楽しめ・そして人気物になる教室です。

日曜：　講師　斉藤　正起

何講座習っても受講料 割引
ＮＥＷ

こども講座は
30%

将棋教室年長～小学生
体験日　330円 新 今日からマジシャン！

（社）心理技能協会所属　トップ心理カウンセラー　タロット占い師　ＹＯＫＯ 

６月１９日（日）１３：００～約２時間 復習のため施術部のみ動画撮影しても大丈夫です ６月１８日（土）　１６：００～１８：００ 　修了証授与・入会不要　　
料金：１６，８３０円（教材費・修了証料含む） 入会不要 料金：7,700円（修了証料含む） 先着８名限定

１day 肩こり腰痛改善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
ＬＭＨボディメンタルラボ和案協会理事長 日本人の８割が「肩こり腰痛」で悩まされているデー

タがあります。この講座では万病の元となる肩凝りと
腰痛対策の施術を学びます。

カードの意味が分かる方限定のクラスです。リーディングのテク
ニックを磨き上げます！Shining Smile代表　阪本　和代

（社）心理技能協会より修了証授与

６月１９日（日）　１０：００～約２時間 （社）心理技能協会より修了証授与 ６月１８日（土）　１０：００～１５：３０ 　修了証授与・入会不要　　
料金：１６，８３０円（教材費・修了証料含む） 復習のため施術部のみ動画撮影しても大丈夫です 料金：13,200円（教材費・修了証料含む） 先着８名限定

資
格
・
修
了
証

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
ハンドエステは近年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。

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講師から学びま
す。理論と実践・心理学の要素を取り入れた無駄の無い内容です。

入会不要 Shining Smile代表　阪本　和代 （社）心理技能協会所属　トップ心理カウンセラー　タロット占い師　ＹＯＫＯ 

月額：2,657円 久保田　恵都予 月額：2,657円 月額：2,657円 月額：2,657円

第３　金曜日
１５：１５～１６：１５ 日本占術協会理事認定占術士 １３：１５～１４：４５ １０：３０～１２：００ １３：００～１４：３０
第４　金曜日 体験日　1,100円 随時できます 第３　水曜日

経験のある方限定のコース
です。プロ認定も可能です

第３　金曜日

（社）心理技能協会所属 日本占術協会 専務理事　　佐藤宗眩
随時できます タロット占い師　Michiko Horage 占いコース NEW風水コース

久保田　恵都予

占
い

新 はじめての九星気学 神秘的タロット術（経験者コース） 当たる！占い教室 体験日　1,100円
随時できます

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。

体験日　1,100円

月額：2,541円 表千家都流教授　水野　宗真 月額：2,310円 月額：5,082円 月額：5,082円 月額：2,657円
１０：３０～１２：００ １０：１０～１２：００ １４：００～１５：３０ １９：１５～２０：４５ １３：３０～１５：００ 随時できます
第２　月曜日 第２　水曜日 第１・３水曜日 第１・３水曜日 第４　金曜日 体験日　1,100円

体験日　1,100円 金春流教授本田　布由樹
振替可能 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。随時できます 随時できます 補助　本田　芳樹

・言いたい事が伝わりやすくなります

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 体験日　1,100円 開運！手相教室随時できます
体験日　1,100円 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

１５：００～１６：００ １３：0０～１４：４５ １３：0０～１７：００ ・人前で緊張しなくなります
月額：5,544円 月額：5,544円 原田　成志 月額：4,620円 月額：5,544円 月額：5,544円

・第一印象で確実に好感を持たれます
第２・４月曜日 第１・３土曜日 ３０分２コマでも可 第２・４月曜日 第２・４月曜日 第１・３土曜日 ・落ち込んでも立ち直りが早くなります

有名著書多数！ＴＶ朝日の番組で注目
を浴びた講師です随時できます 随時できます

「私を救うイメージセラピー」「依存からの脱出」など有名著
書多数の原田先生から学ぶゲシュタルト心理学です。人間
関係、仕事、家庭などの悩みも解決します。

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

・人前で影響力のある話しかたができます
グループ ３０分個人

心
理
学

新 心理学（３０分個人）
体験日　1,100円

人に好かれる話し方 体験日　1,100円

３０分個人

１３：0０～１４：４５ １３：0０～１７：００ ゲシュタルトセラピスト

根本　真弥

ビーズアクセサリー

つるし飾り

ちりめん細工の

丸山ヤス子ちりめん細工専任講師
 石井　洋子
体験日1,100円

剪画（きり絵）新 フルーツ＆ソープカービング

随時できます

俳書画美術交友会講師 体験日
各1,100円
随時
できます

月額：4,620円

第３　木曜日

ＢＯＳＳ先生のヴォイストレーニング

NEW
第２・４　日曜日
１３：００～３０分刻み

月額：4,597円

グループ

ハーモニカ世界チャンピオン　大竹英二

月額：5,544円　はるみ

マクラメジュエリー

各1,100円 第４　金曜日

月額：2,541円

月額：2,541円
小野寺　マヤノ
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

第４　火曜日

体験日1,100円

朗読教室
体験日1,100円

１０：００～３０分刻み

随時できます
ブログに講座風景あります

テーブル席で愉しむ茶道レッスン

小山　典子

絵手紙

随時できます
第２　月曜日 第２・４火曜日

月, 宇田川善臣　　土, 定行　恭子

第１・３月曜日 第１・３土曜日 第２・４火曜日
内山　えみ

１０：３０～１２：００

月額：4,043円

脳
ト
レ

女性のための麻雀教室
体験日1,100円

NEWクラス

１１：００～１３：００
第２・４土曜日

大人と子ども合同クラス

日本女子プロ将棋協会
随時
できます

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。　　満席間近

月額：4,620円

月額：4,043円
１０：００～１２：００

月額：4,597円

第２・４　火曜日
１０：１５～１１：１５ １０：００～１２：００

第２・４　火曜日

月額：4,274円
１０：３０～１２：００

月額：5,082円

月額：2,426円

体験日1,100円
随時できます

満席間近

C調ならハーモニカの種類は問いません

第２・４水曜日
１３：３０～１５：００

月額：5,082円

第２・４火曜日

１０：００～１１：００

月額：5,775円 月額：5,082円

　オカリナ講師　　　有延千尋
　オカリナ講師　　　鏡　記子

第２・４木曜日

１１：１０～１２：１０

第１・３月曜日

随時できます

１３：００～１５：００

無料

クチュリエール　水野　ひろこ
第１・３　火曜日

創
作

体験日1,100円

第２　水曜日　月額：2,541円

随時できます

１０：１５～１２：４５

体験日1,100円

ハマダ　ミチコ

月額：2,970円

第１　火曜日

体験日1,100円

１０：００～１２：００
１３：００～１５：００

体験日1,100円

月額：2,541円

随時できます

１０：１０～１１：３０

ギター

随時
できます

随時できます

１０：１５～３０分刻み

第１・３水曜日　１６：００～３０分刻み

３０分個人

月額：2,541円

第1　木曜日

初級 入門

月額：5,544円

土曜絵画教室お好きな画材で

体験日

月額：5,544円

満席間近

俳画

らくらくピアノ
レンタル可 第１・３金曜日

エレキ・アコースティック・クラ
シックどんなジャンルでもＯＫ

第１・３金曜日

はじめての弾き語り教室（ギター・ピアノ）

月額：7,854円

ギター教室（３０分個人）

月額：5,544円
２・４水・日　ボイストレーナー　等々力生夕子

１２：５０～１４：００

随時できます

グループ

１０：３０～１２：３０

１９：２０～２０：４０

各1,100円第２・４木曜日
１３：３０～１５：３０

第２・４土曜日　１３：００～３０分刻み月額：5,082円

月額：5,082円

第３　金曜日
橋立　昇

体験日

・１３：００～１５：００

１３：００～１５：００

月額：5,198円

美
術

水彩・油絵・パステルなどできます
　画家　上谷　知沙子　

１０：００～１２：００

月額：4,043円

１３：００～３０分刻み

月額：5,718円

山中　あゆみ　振替可能

各クラス　月額：5,544円

　向井

月額：5,082円

月額：5,082円

第１・３月曜日

第２・４火曜日

ウクレレ教室です

随時できます

月額：4,043円

第２　木曜日

健康ボイストレーニング

第１・３金曜日 第１・３金曜日 第２・４火曜日　１５：００～３０分刻み

１０：３０～１２：００

体験日

１３：３０～１５：００

４０分個人

１３：００～３０分刻み

山中　あゆみ

体験日　大人1,100円　こども無料

第２　水曜日

１１：５０～１３：１０

１３：００～１５：００

随時できます

月額：5,544円

月額：4,043円
体験日1,100円

毎週　金曜日
１５：３０～１９：３０ １０：００～１２：００

第１・３水曜日

日曜ギター教室

毎週火曜日

第２・４　日曜日

月額：：7,854円

新

第２・４　水曜日

月額：5,718円

電子ピアノ

１３：００～３０分刻み

第２・４日曜日

随時できます

１０：００～１４：００
第１・３水曜日

楽器と一緒に歌も学びます

第２・４月曜日

電子ピアノ

１４：００～ １４：１５～１５：４５

１０：１５～３０分刻み

月額：4,043円

毎週水曜日
１５：３０～１９：３０

月額：5,198円

随時できます

第１・３水曜日

新
電子ピアノ ３０分個人レッスン　　レンタル可

毎週木曜日

第３　土曜日

体験日1,100円
随時できます

月額：4,620円

第２・４水曜日

元劇団四季シンガー 　ＢＯＳＳ

音
楽

月額：5,544円

第２・４　水曜日

１６：００～

第２・４　火曜日

月額：5,544円

随時できます

４０分個人

１２：３０～１３：４５

３０分個人レッスン

体験日
各1,100円

第１・３水曜日

第１・３火曜日

満席間近

体験日1,100円

ボイストレーナー  大野めぐみ 
第２・４水曜日

各1,100円

第２・４　火曜日
１０：３０～１２：００

グループ

月額：7,854円

オカリナ

元劇団四季シンガー

１０：００～１５：００

第１・３　月曜日

１０：３０～１２：００

第２・４金曜日

 振替可能

レンタル可

ゴスペル

第２・４金曜日

楽しいハーモニカ

１０：１５～３０分刻み

月額：5,718円
１０：００～１１：００

第１・３　月曜日

ピアノ教室（３０分個人）

琉球民謡唄者   新島達也

随時
できます

随時できます沖縄三線体験日1,100円
随時できます

１２：００～３０分刻み

満席間近

羊毛フェルトで作る

１５：００～３０分刻み １６：００～３０分刻み

第１・３水曜日

月額：5,544円

石川裕一  レンタル可

随時
できます

月額：5,082円

召田　幸恵

月額：2,541円

第２・４　水曜日

第１・３　火曜日

１３：１５～１５：１５

(午前）１０：１５～１２：１５

テディベアと動物たち

１０：００～１２：００ １０：１５～１２：１５

随時できます
しみづよーこ

（午後）１３：１５～１５：１５

（財）書海社師範　 ペン字講師  小山典子　　　　　紫玉書道会代表　　乙坂　紫玉 （財）書海社師範　

振替可能

随時できます
体験日　1,100円

署名、はがき、
のし袋など書け
るよう基本から
学びます

体験日　1,100円
随時できます書道

月額：4,043円 月額：4,043円

月額：4,274円 月額：4,043円 月額：4,597円
１９：４５～２０：４５

NEWクラス

１０：３０～１２：００ １０：３０～１２：００

文
字

月額：4,851円

神田　春泉

１４：００～１５：１５

NEW夜クラス神田　春泉
第１・３　金曜日第２・４　火曜日

１０：００～１２：００

月額：5,082円
１３：００～１５：００

１３：４５～１５：４５

月額：2,541円 表千家都流教授　水野　宗真月額：5,082円
１１：３０～１３：００

体験日　1,100円随時できます

月額：2541円

業務用ミシン完備

１３：１５～１４：４５

宇月　美枝子

洋服でもバッグでも、お好きな物
が何でも作れます

はじめての洋裁（着物のリフォームもできます）

見学会
ご見学は
完全予約制です

月額：5,082円

体験日1,100円

第１・３水曜日

月曜絵画教室お好きな画材で

吉祥花文字

マンドリン

第２・４土曜日

第１ 土曜日 ・１０：４０～１２：４０

１４：１５～１５：４５

月額：5,082円

各1,100円

夜クラス

１・３水　元劇団四季シンガー 　ＢＯＳＳ

月額：4,828円

石川　祐一　　レンタル可

１６：３０～１８：３０
第１・３土曜日

ウクレレ３０分個人レッスン

月額：：7,854円

月額：5,544円

ホームページで各曜日の講師をご案内しています

三味線と小唄教室
師範　元四葉会会員　蓼　志津秀　　　　　レンタル可

中高年から始める

ミチギター教室主宰

月額：5,718円

１５：３０～１９：３０ １０：００～１５：００

体験日1,100円
随時できます

ウクレレ奏者　鰯屋猫助　　　レンタル可

随時
できます月額：2,310円

画家　　岩部　暁明

ボタニカルアーティスト

随時
できます

伊藤セツ子
第３　木曜日
１３：００～１５：００

月額：2,541円

ボタニカルアート

グルーデコ

プリザーブドフラワー＆
アーティフィシャルフラワー

体験日1,100円
随時できます

召田　幸恵

第３　金曜日
１３：００～１５：００

月額：2,310円

インストラクター資格
も取得できます

各1,100円
随時
できます

現代押し花アート
日本レミコ押し花学院

近藤 政代

１０：３０～１２：３０

月額：5,082円

新

１３：００～１５：００

随時できます

月額：2,310円

各1,100円
第１　金曜日

体験日1,100円

日本絵手紙協会

月額：各2,200円

専心池坊フラワーアレンジメント正教授

吉田　悦子
体験日1,100円
随時できます

体験日1,100円
随時できますシルバーアクセサリー

お好きな物が作れます

月３回　土曜日
１３：００～１７：００

月額：5,940円

体験日

１３：１５～１４：３０

体験日1,100円
随時できます

体験日1,100円

第２・４　火曜日

鉛筆画

第２・４　火曜日

 ＢＯＳＳ

NEW

田村　恵子              レンタル可

体験日1,100円
随時できます

有名芸能人に詩の提供や、
ツアーを共にした講師から学
べます。３０分個人レッスン
ミュージッククリエイター　由多華　

体験日1,100円

体験日1,100円

体験日1,100円

ジョイサウンドのカラオケシステムを使いレッスンします♪
体験日

各1,100円
随時
できます

ボイスト＆カラオケ教室３０分個人

体験日

満席間近

基本から丁寧にお教えいたします

ミュージカルからロックやJポップ
お好きな歌が上手くなります！

随時
できます

　ミチギター教室代表　石川祐一

月額：5,544円

体験日1,100円
随時できます電子ドラム

１５：００～３０分刻み

月額：5,544円
１３：００～３０分刻み

第２・４土曜日

随時
できます

第２・４火曜日
１０：００～１２：００

月額：5,082円

塩田　二朗
第２　土曜日

１３：００～１５：００

月額：2,541円

体験日

可愛いペット

実用書道

ハワイアンキルト
古積　里江子

現代美術家協会会友

月額：4,043円

篠田　恵子

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

体験日
各1,100円

楷書の神様と言
われた松本芳翠
のお手本に沿っ
て学びます

美しいおとな文字（ペン・筆ペン） 随時できます

第２・４　土曜日

体験日　1,100円

等々力生夕子

体験日
各1,100円将棋教室

第１　水曜日

ブックオフ ●

●セブンイレブン


