
第１・３ 水曜日

１３：００～１５：３０

月額：2,657円 月額：2,541円 原田　成志 月額：2,541円 月額：4,043円

1,100円
第２　土曜日 第４　土曜日 ゲシュタルトセラピー心理

学を学びます
第２　月曜日 第３　水曜日 随時

できます１３：３０～約７５分 １９：１０～２０：１０ １９：１０～２０：１０

体験日　1,100円 羊毛フェルト随時できます 随時できます 随時できます
二月 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

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

体験日

タロット 体験日　1,100円

心
理
学

実践心理学 体験日　1,100円
人に好かれる話し方

プロ認定可 原田成志

１０：００～１１：１５ 随時
できます．月額：2,657円 １２回の受講でプロ認定可 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

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

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 体験日　1,100円 第３　水曜日 各1,100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。

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！

（初級）１１：００～１２：１５   プア　ナニカ　イリマ （初級）２０：３０～２１：４５

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

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 随時できます （入門）１９：１５～２０：１５

１０：３０～１１：４５ 随時できます

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
随時できます

ノエラニオマイレ石亀 第２・４　水曜日

１４：３０～１５：４５ 森島　俊江 １３：３０～１４：４５ １９：２０～２０：２０ ＳＴＯＴＴピラティ
月額：3,850円 月額：4,598円 月額：4,620円 月額：4,620円 月額：5,082円

午後クラス 夜クラス ＳＡＴＯＫＯ
１７：００～１７：５０ １８：００～１９：００ 第２・４火曜日 振替可能 第１・３　金曜日第１・３　水曜日 夜クラス

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
キッズ　入門 完コピクラス 体験日 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

教材費：1,320円

エ
ク
サ
サ
イ
ズ

ＫーＰＯＰダンス 満席間近 バレエストレッチ
体験日　1,100円

第２・４土曜日
お問合せ
ください１８：００～１９：００ １９：１５～２０：１５

第３　土曜日
１０：００～約２時間 １０：００～約２時間 １３：３０～約２時間 各クラス１０日前に締め切ります、

月額：2,426円 月額：2,426円 満席間近 月額：2,426円
教材費：1,320円

月額：5,082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 満席間近
第１　水曜日 第３　土曜日 各クラス

１０：３０～１２：００ 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
１１：１５～１２：３０ １３：００～１４：３０ １２：１５～１３：４５ １４：００～１５：３０ １０：３０～１２：００ １９：３０～２１：００

中級
第１・３金曜日 第１・３金曜日 第１・３月曜 第１・３火曜 第１・３木曜 第２・４土曜

中級 初級 入門 入門 初級 初級

体験日　1,100円
随時できます 随時できます 随時できます

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

月額：2,541円

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

第１　水曜日 第１・３　火曜日 第４　土曜日 月・火・金・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。１３：３０～約９０分 １３：００～１４：３０ １３：００～１４：３０

月額：2,541円 月額：4,620円

体験日　1,100円
随時できます 随時できます

体験日1,100円 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

随時できます
吉津真由美 渡部玲子

月額：3,234円 月額：4,980円 大河戸知子

新 書く楽しみを伝える己書 朗読教室 体験日　1,100円
Ｍachi先生の英語教室３０分個人

クイチャーパラダイス
１０：００～１２：００ １０：００～約９０分 １３：００～１５：００ １５：３０～１７：３０ １３：００～１５：３０ １０：００～１１：１５ 専任講師

太田　喜興 随時できます 予約制です
第４　日曜日 第１　金曜日 第１・３　木曜日第１・３　木曜日 第２　金曜日 第２・４　火曜日

新 はじめての沖縄三線
体験日　1,100円

随時できます 4/11～随時
独立美術協会会友 体験日　1,100円 無料見学 お好きな物が作れます バチ、三線の持ち方から譜面の見方な

ど、初歩からのスタートいたします！
創
作

日曜絵画
体験日　1,100円 新 はじめての篆刻 はじめての洋裁

月額：各2,541円 月額：2,750円 月額：5,082円 月額：5,082円

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

NEW グループ 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

第１・３　水曜日
１９：００～２０：００ 随時

できます
１５：３０～１６：１５

月額：4,620円 月額：3,850円

体験日　1,100円
４/５～随時

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 今井沙那恵 K-POPの曲に合わせてダンス＆
運動をします！ストレス解消、運動
不足解消を目指してレッツダン
ス！

第１・３　水曜日 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：2,750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 50才からのK-POPダンス

１６：２０～１７：２０ １７：３０～１８：３０ 随時
できます

１４：００～約９０分 １０：３０～約９０分 全６回の受講で修了証授与

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 女性限定
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。

第２・４　水曜日 第２・４　水曜日 330円 料金：１９，８００円（教材費・修了証料含む）
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

４月１５日（土）　１１：３０～約５時間 どちらかの日時
をお選びください園児～小２ 小３～小６ 体験日 ４月３０日（日）　１１：３０～約５時間

※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 １day カラー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

色の仕組みや意味、不思議な力を学びながら、内面
にアプローチするカラーセラピーのワークを行いま
す。セラピストに必要なセルフケアにも触れ、クライア
ント様も、ご自身も癒せるセラピストを目指します。

カラーセラピスト
矢野　月代

チアダンスクラス

会場：ソレイユカルチャーセンター

音楽・占い・ダンス・手品＆催眠術など
様々なエンタメが各ブースにて行われます
♪
　　詳しくはこちら→→→→→→

４/３～
随時１２：４０～１３：３０

月額：3,850円 月額：3,850円

５５才からと６３才からのゆったりHIPHOP
体験日

各1,100円
ダンス未経験者
大歓迎！全身運
動で大健康にな
りましょう

新

５５才～クラス ６３才～クラス
ダンサー　minami

第１・３ 水曜日

machi先生の英語教室
誰もが知っている大手の英語教室で、なんと！先生
を指導する先生をされていました。明るく丁寧なレッ
スンで確実に英語力を伸ばします。 ３０分個人 第１・３　月曜日 第１・３　月曜日

１１：１０～１２：００

体験日　随時できます　

体験日　1,100円

教材費：1,320円

スチールギター・ウクレレ・沖縄三線・ハーモニ
カ・チアダンス・フラダンス・Ｋ－ＰＯＰダンス・
リッキーショー・マジックショーなど盛沢山の内容
です

観
覧
無
料

体験　無料
３月中旬～　随時

最初は火・木、次は金と営業日を増やし 開業27年目の東大式
個別指導ハタ塾が三
郷市に新規開校いた
します。三郷市に在住
しておりましたので、恩
返しも含め頑張りたい

です！塾長畠山

体験日　1,100円
随時できます卓球教室

こどもクラスは
中面です

リズム・タップダンス

中級　１４：0０～約１時間

毎週木曜日
１９：００～２０：００

月額：4,400円

体験日　1,100円

第２・４金曜日
１４：００～３０分刻み

月額：5,082円

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。

１０：００～１２：００

森島　俊江

各1,100円

月額：3,960円

新 はじめての

イタリア語・フランス語・英語（30分個人）
体験日

入門　１５：１５～約１時間

１３：００～１４：５０

随時
できます

第２・４水曜日

１３：００～１４：１５ １４：３０～１６：２０

月額：5,544円 月額：5,544円

第１・３火曜日
１９：００～２０：３０

月額：5,082円

随時
できます

フランス語
SYLVAIN

初級 ３０分個人
第２・４　土曜日

体験日　1,100円
随時できます

第２・４　土曜日

随時できます
振
替
可
能月額：4,620円

バレエストレッチ

Ｋ－ＰＯＰダンス完コピクラス

５０歳からのＫ－ＰＯＰダンス

ハワイアンフラ

１９：００～２０：３０

１１：００～１２：００

月額：4,400円

駐車場について
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。

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

４/２（日）☆第１回☆エンタメフェア

楊名時八段錦太極拳

１１：１５～１２：３０

随時できます

中学生１８：４０～２０：００

肩こり、不眠、冷え性なども改善で
きる健康法を学びます

スタッフ募集中

ヨガ

ヨガインストラクター　 Ai

随時できます

体験日　1,100円

第１・３　月曜日 残席わずかです

体験日　1,100円

Ｍachi 早坂　新弥

月額：7,623円

第１・３　火曜日
１１：３０～１２：３０

月額：4,400円

体験日
1,100円

随時
できます

お好きなテーマでレベルに合わせて学べます
ＮＥＷ入門

月額：5,082円
９：４５～１１：００

残席わずか

早坂　新弥

大人1,100円　子供３３０円

体験日　1,100円 英会話木曜クラス
ウィルビー英会話スクール専任講師

本間　孝子初級

ららぽーと新三郷で開催します

０４８-９５４-８１１８

受講料３０％割引

ソレイユカルチャーセンター三郷
習い事なら

満席間近の講座が多いため

入会金半額
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

月額：4,400円

・こども講座
・個人レッスン
・無料体験
・イベントは除く

人と接する仕事や習い事が好きとい
う方大歓迎！

新 体験日　1,100円
勤務先：吉川教室もしくは三郷教室　　時給：１，０００円～

講師募集中

月額：6,584円 月額：7,623円

随時できます LikoｰHo′omakale′a

４月２日（日）１１：００～１２：００　料金２，５００円（入会不要）

K-POPの曲に合わせ
てダンス＆運動をしま
す！ストレス解消、運
動不足解消を目指して
レッツダンス！

第２・３・４火曜日 第２・３・４火曜日
１５：００～１６：１５

１０：００～１１：３０

月額：5,082円
１０：００～１５：００

第２・４金曜日 第２・４金曜日第２・４水曜日

月額：5,082円
１１：１５～１２：３０
第１・３・４木曜日

１１：５０～１３：１０

月額：5,082円

随時
できます

月額：5,082円

第２・４水曜日第１・３　月曜日 第２・４金曜日
１３：００～１４：５０

ハタ塾へのお申込みは　０９０-２９３０-８８６６　までお願いします
中学生２０：１０～２１：３０

最終的に平日毎日運営予定。
１０名様限定最大68000円引き

平日
小学生１７：４０～１８：３０

沖縄三線

無理のない動きから初めていきますの
で、運動不足の方でも安心です

新 小３～対象の個別指導塾
４月２日（日）１３：００～１４：００　料金２，０００円（入会不要）

弦楽二重奏団きやんのCAT☆スペシャルライブ1day

会場：ソレイユカルチャーセンター三郷

ジャズ、ポップス、ハワイアン、都都逸にブラジルサウンド
と何でもごされ。盛沢山のサウンドワールドをお楽しみくだ
さい！       鰯家猫輔　　　　かんのたかし

月額：6,907円

毎週木曜日

第１・３・４木曜日

月額：7,623円

月額：7,623円

体験日　1,100円
随時できます

随時できます

リュートで旅する世界の名曲

１５：００～１６：３０

日本健康太極拳協会 体験日

新

新 健身気功

第２・４　月曜日 体験日　1,100円
１３：３０～１４：３０ ４/１０～随時

英語・仏語通訳案内士

岡村　朋子

各1,100円

体験日

英会話（３０分個人）

月額：6,270円

月額：4,400円
１４：００～１５：００

月額：5,082円

１０：００～３０分刻み 月額：5,082円

韓国語

語
学

1,100円

やさしい英会話

１８：００～１９：００

月額：6,270円 月額：6,270円
１９：１０～２０：１０

随時
できます

師範　 林　圭子

１３：００～１４：３０

第２・４　金曜日

40分個人14：45～　　　5,500円

１７：００～１７：５０

洪 載善

今回は、ロンドン、ローマ、日本など10都市の世界の曲を
演奏します。その街の思い出と面白いお話も交えながら、
リュートで世界を旅しましょう。 リュート奏者　櫻田亨

会場：ソレイユカルチャーセンター三郷

第１・３月曜日
佐藤　昇　佐藤　靖子

シュガーフットダンススタジオ月クラス　　mikune

第１・２・３月曜日

第２・４月曜日

1day

音楽・語学・絵画・創作・教養・
ダンス・エクササイズ・こども教
室など幅広く募集しています。

詳しくはお問い合わせください

金クラス　　洪 載善

ＥＸＩＬＥ、Ｓwwepなどのバックダンサー、ＬＡvibeコンテスト優勝・準優勝の
人気講師mikune先生から学べます！土曜クラスが満席のための増設クラ
スですが、各クラス残席わずかとなりました。　対象年齢：園児～中学生

体験日　1,100円
随時できます

各クラス
先着８名様

第２・４月曜日

新
ベリーダンサー  Ai

ベリーダンス

第１・３　火曜日
１３：００～１４：００

鈴木　智晶

第２・４　月曜日
入門　10：30～12：00　4,980円
初級　13：00～14：30　4,980円

クイチャーパラダイス師範　寺澤禎則

受付・教室準備・簡単な事務作業など
詳しくはお問い合わせください。

４/１０～随時

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

体験日
1,100円

体験日　1,100円
随時できます

S O L E I L

ソレイユカルチャーセンター

●セブンイ

ブックオフ ●

南口から
徒歩３分



沼尾　　眞由美

１３：００～約９０分

月額：2,287円 月額：3,696円 月額：4,389円 月額：3,696円 月額：4,389円 月額：1,980円 月額：2,541円
１７：００～１８：３０ １５：５０～１６：５０ １７：００～１８：３０ １５：５０～１６：５０ １７：００～１８：３０ １１：００～約６０分

園児クラス 小学生クラス
第３　月曜日 第２・４火曜日 第２・４火曜日 第２・４水曜日 第２・４水曜日 第４　日曜日 第４　日曜日

火曜・水曜・日曜クラス　造形作家　　澤本幸子
月曜クラス 園児クラス 小学生クラス NEW園児クラス 小学生クラス

月額：2,541円 月額：2,530円 月額：1,980円 【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330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。

絵画造形教室 体験日各550円
随時できます

月曜クラス　　あとりえイセポ代表 上谷　知沙子 振替可能（月曜クラス除く）

第１ 土曜日 第１ 土曜日 随時できます 第３　月曜日 体験日　550円 三郷市三郷１－５－８三光ビル１０：３０～１２：３０ １３：３０～１５：００ １７：００～１８：１５ 随時できます

個性と才能をのばす！絵画上達教室 なぜ？どうして科学実験 ソレイユカルチャーセンター　　
岩部　明暁 きむらひろき 科学実験講師　やまかわ　ゆきこ ＴＥＬ：048-954-8118小４～小６ イラストクラス　小１～ 体験日各550円

１３：３０～１５：００ １６：００～１６：３０ １６：４０～１７：２０ １７：３０～１８：１０

月額：2,530円 月額：2,500円 月額：3,200円 月額：3,400円

漫画家 学研の「科学と学習」、講談社「コミックボンボン」などカット
やイラストなどを手がける。ポプラ社の人気絵本シリーズ
「かいけつゾロリ」（(C)原ゆたか）のコミカライズを担当。プ
ロの漫画家からグングン上達する技術を学べます。

富田百代　（プロフィールはHPをご覧ください） 園児は入学準備クラス。小学生ク
ラスは学年にあった問題集での
個々への指導を致します。学習指
導のキャリアの長い講師から学べ
ます。

きむらひろき 年中・年長 低学年 高学年
第１　土曜日 第１・３　木曜日

新 ペン画・イラスト・漫画教室 体験日　330円 新 園児～高学年の学習指導 体験日　330円
４/１５～随時 4/6～随時

１３：００～１４：３０

月額：6,930円 月額：7,161円 月額：7,392円 月額：4,620円 月額：4,620円 月額：4,043円 月額：4,043円
１６：００～１６：５０ １７：００～１７：５０ １８：００～１８：５０ １０：００～１０：５０ １１：００～１１：５０ １０：３０～１２：００

日曜：　講師　斉藤　正起
毎週　金曜日 毎週　金曜日 毎週　金曜日 第１・３　土曜日 第１・３　土曜日 第２・４土曜日 第２・４日曜日

随時できます
　仏語・英語通訳案内士　早坂新弥 デジタルマインドマップ著者　金子　正晃 土曜：　講師　根本　真弥

（小１～小２） （小３～小４） （小５～小６） 入門 初級 埼玉で金子
先生から習
えるのはこ
こだけです

月額：3,581円　　 月額：3,581円

将来に役立つ英語教室 体験日　330円 プログラミング教室 体験日　330円 将棋教室 体験日　330円
随時できます 随時できます

月額：5,082円 満席間近 月額：2,310円 月額：4,389円 月額：4,389円 月額：3,581円　　

第２・４　日曜日
１５：１５～３０分刻み 随時できます 先着５名様限定 １６：３０～１７：３０ １８：５０～１９：５０ １４：３０～１５：３０ １１：３０～１２：３０ １１：３０～１２：３０ １１：００～１２：００

月額：3,581円　 斉藤　正起
第１・３　月曜日 体験日　330円 ３０分個人 第２・４火曜日 １７：４０～１８：４０ １３：２０～１４：２０ 第２・４　土曜日 第１・３　土曜日

森屋 蕙雅　 各330円
森屋式珠算教室代表　　森屋　初恵 １６：３０～１７：３０ 小山　典子 随時

できますNEWクラス 毎週火曜日 毎週土曜日

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 毛筆と硬筆入賞者が続々出てます！随時できます
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２コマでも大丈夫です

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。 振替可能

振替可能　 体験日
第１・３火曜日

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 月額：5,082円
１３：００～３０分刻み １３：００～３０分刻み １３：００～３０分刻み １５：００～２０：００ １６：００～１９：００ １３：００～２１：００

３０分個人
第１・３　月曜日 第２・４　水曜日 第２・４　日曜日 第２・４　火曜日 第１・３水曜日 第２・４土曜日

体験日　330円 ウクレレ教室 随時
できます

ピアノ教室は人気講師が多数
在籍のため、全ての曜日、満席
間近です！詳しくはソレイユカ
ルチャーのＨＰの音楽コーナー
をご覧くださいませ

随時できます

machi先生 リッキー先生 リッキー先生

月額：7,161円

上手くなる！歌の教室
写真

ギター教室 体験日 ピアノ教室（３０分個人）各330円
人前で自信を持って歌えるように
レッスンいたします。３０分個人

１４：００～１５：００ 随時
できます

１２：３０～１３：３０ １８：3０～約１時間 随時
できます

中学～：１７：１０～１８：１０

月額：3,465円 月額：1,980円 アクション俳優 坂井　和也 月額：3,960円

小学生：１６：００～１７：００ マサ先生
第１・３　土曜日 各330円 第３　土曜日 随時

できます
第１・３　木曜日 各330円 月額：6,930円 ヒロミ先生

動画撮影OKです 親子でご参加いただけ
ます。

体験日 小学生～中学生　　　　振替可能 毎週　土曜日
ダンサーＤ・Ａ 体験日 各330円 鈴木　智晶 体験日

GIRLS♪キッズダンス 新 キッズアクション教室 上手くなる！卓球教室 空手教室 体験日　330円
随時できます

月額：4,447円 月額：6,861円 月額：6,861円 月額：6,907円 LikoｰHo′omakale′a 月額：6,353円
１７：４５～１９：１５ １７：００～１７：５０ １８：１０～１９：００ 小学生：１７：３０～１８：４５ １７：４５～１８：４５ 佐藤　昇・　佐藤　靖子

シュガーフットダンス
第２・４　水曜日 第１・２・３　金曜日 第１・２・３　金曜日 月額：6,353円 毎週木曜日 スタジオ専任インストラクター

水曜クラス　Ｍei先生　　金曜クラス　真侑先生 第２・３・４火曜日 体験日　330円
園児～小学生 園児 小学生 園児：１６：３０～１７：３０ 随時できます

キッズ☆チアダンス 体験日　330円
元気で可愛いケイキフラ

体験日　330円 ジュニアタップダンス随時できます 随時できます

１８：００～１９：００ １９：１０～２０：１０ １３：００～１４：３０ 随時
できます※個人レッスンは除きます 月額：6,270円 月額：6,270円 月額：6,270円 月額：2,200円　

割引
園児～中学生 随時できます 体験日

何講座習っても受講料 第１・２・３月曜日 第３　土曜日 各1,100円
１７：００～１７：５０

こども講座は 30% Ｋ－ＰＯＰダンス完コピクラス 新 手品教室
２講座目からは mikune 満席間近 体験日　1,100円 マジシャン　Ｍｒ．モロー

１９：１５～２０：４５ １１：３０～１３：００ １０：３０～１２：００

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：5,082円 月額：4,851円

補助　本田　芳樹 月, 宇田川善臣　　土, 定行　恭子
第１　月曜日 第２　水曜日 第１・３水曜日 第１・３水曜日 第１・３月曜日 第１・３土曜日

体験日　1,100円
随時できます 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

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

月額：2,657円 久保田　恵都予 月額：2,657円 ２５分２，０００円～　　毎回満席間近のため予約制です

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 朗読教室

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。

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。

全国紙で占い監修をされた半田先生・元心療内科カウンセラーの
machi先生・圧倒的な人気を誇る手相の久保田先生、など様々な占い
師から運気向上へのアドバイスを受け取ります。詳しくは→→→

随時できます 久保田　恵都予
第４　金曜日 第４　金曜日

１５：１５～１６：１５ １３：３０～１５：００

全６回の受講で修了証授与 山﨑清美

占
い

はじめての九星気学 手相教室 体験日　1,100円
１day 4/2開催・占いフェア～運気向上・開運編随時できます

体験日　1,100円

４月９日（日）　１０：００～１５：３０ （社）心理技能協会所属　　入会不要 １９：００～約９０分

料金：13,200円（教材費・修了証料含む） タロット＆数秘術鑑定士　二月 月額：5,544円

１day タロット占い師養成講座 先着８名限定 トータルボディセラピスト養成講座
体験日　1,100円

随時できます
タロットカードには一枚一枚秘められた意味があります。理論と実践でしっか
り学び、大アルカナを使ったタロット占いが出来るようになる講座です。

ストレスが多い現代社会においてリラクゼーション業
界の需要が年々高まっています。お客様に癒しと健
康を届けられるように、丁寧にご指導いたします。

第１・３　金曜日

４月９日（日）　１３：３０～約２時間 （社）心理技能協会より修了証授与 ４月２３日１３：３０～約２時間
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：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

１day 小顔エステセラピスト養成講座 １day 肩こり腰痛改善セラピスト養成講座
顔周りの血液の流れを良くし、表情を豊かにする事により、むくみやた
るみ等が解消されてフェイスラインが引きあがり、顔に立体感が生まれ
小顔に見えるようになります。入会不要

先着６名様限定　入会不要 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。

講師：　ボディセラピスト山﨑清美
（社）心理技能協会より修了証授与

４月９日（日）　１０：００～約２時間 （社）心理技能協会より修了証授与 ４月２３日１０：００～約２時間
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：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

１day ヘッドスパセラピスト養成講座 １day ハンドエステセラピスト養成講座
洗い流し不要！座ったまま行うテクニックが学べます。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。入会不要

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。

月額：7,854円

体験日
各1,100円

月額：5,544円

第１　土曜日

入門　10：30～12：00　4,980円
初級　13：00～14：30　4,980円

体験日　大人1,100円　こども無料

レンタル可

随時できます

随時できます

月額：5,082円

第２ 木曜日

満席間近第４　月曜日

沖縄三線教室

随時できます

随時できますピアノ教室（３０分個人）

第２・４金曜日
 ＢＯＳＳ

NEWクラス（月・火）　鏡　記子　（木）有延千尋

大竹　英二 月額：5,082円 月額：5,082円

1,100円

オンライン沖縄三線教室

新

月額：2,426円

４/１５～随時

琉球民謡唄者

体験日1,100円

１３：００～９０分

日本女子プロ将棋協会

学研や講談社などカットやイラスト
などを手がける。人気絵本シリー
ズ「かいけつゾロリ」（(C)原ゆたか）
のコミカライズを担当。上達する技
術を学べます。

第２・４火曜日

１１：００～約１時間

近藤 政代

１３：００～１５：００

月額：2,541円

吉祥花文字

体験日
1,100円

随時
できます

第４　火曜日

小野寺　マヤノ

吉田　悦子

1,100円

プリザーブドフラワー

随時できます

剪画（きり絵）

土曜絵画教室お好きな画材で

1,100円

第４　金曜日

文化人形をつくりましょう

第２　月曜日

テディベアと動物たち

１０：００～１２：００

体験日1,100円

アーティフィシャルフラワー
　吉田　悦子 生花やプリザー

ブドフラワーと並
ぶ、新しいフラ
ワーとして注目
されてます。

体験日1,100円
随時できます

第１　金曜日

体験日

体験日1,100円

１０：３０～１２：３０

ハワイアンキルト

月額：2541円月額：4,043円

体験日

しみづよーこ
第２　木曜日

1,100円

随時
できます

第１ 土曜日

月額：2,000円

第１　金曜日

第１　水曜日

篠田　恵子

第３　木曜日

新

１０：００～１３：００

体験日1,100円

俳画

40分個人14：45～　　　5,500円

新 ペン画・イラスト・漫画教室

随時
できます

グループ

小山典子　　　振替可能

１０：１０～１１：３０

月額：5,544円

NEW

月額：5,718円

夜クラス初級

第２・４　火曜日 第２・４　土曜日

入門

第１・３土曜日

第２・４水曜日

等々力生夕子

　ミチギター教室代表　石川祐一

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！

体験日1,100円電子ドラム

１２：００～３０分刻み

音
楽

月額：5,544円
１３：００～３０分刻み

随時できます

第２・４　水曜日

ボイスト＆カラオケ教室３０分個人

満席間近 体験日
各1,100円
随時
できます

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♪

１５：００～３０分刻み

第２・４土曜日

月額：7,854円

体験日1,100円

月額：4,828円

グループ

１３：１５～１４：３０

月額：4,043円

第１・３　月曜日

１５：３０～３０分刻み

1,100円
１３：１５～１４：４５ 随時

できます
１３：００～１５：００

１・３水　元劇団四季シンガー 　ＢＯＳＳ

ウクレレ教室

月額：2,310円

体験日

１３：００～３０分刻み

体験日1,100円
随時できます

４０分個人
新島達也第１・３　月曜日

１１：５０～１３：１０

体験日

月額：4,274円 月額：4,043円

随時
できます

随時
できます

1,100円
古積　里江子

３０分個人レッスン　　レンタル可

塩田　二朗
第２　土曜日

１３：００～１５：００

月額：2,541円

ウクレレ奏者　鰯屋猫助　　　レンタル可

召田　幸恵

（午後）１３：１５～１５：１５

月額：5,082円

随時できます

召田　幸恵

第３　金曜日

体験日1,100円

第２・４火曜日

マクラメジュエリー

(午前）１０：１５～１２：１５

グルーデコ

インストラクター資格
も取得できます

随時できます

１０：００～１２：００

第２　水曜日　月額：2,541円

山中　あゆみ　振替可能

月額：2,541円

上谷　知沙子

１５：００～３０分刻み

月額：5,082円

第1　木曜日

１０：００～１２：００

月額：5,082円

クチュリエール　水野　ひろこ

１０：００～１２：００
第１・３月曜日

１３：００～１５：００

１３：００～１５：００

第１・３　火曜日

第１　火曜日

随時できます

第１・３　火曜日

体験日1,100円

教材費：1,100円

料
理

月曜絵画教室

１３：３０～１５：３０

ハマダ　ミチコ

はじめての洋裁（着物のリフォームもできます）

１３：１５～１５：１５

１０：００～１２：００

フルーツ＆ソープカービング

月額：5,082円

第２　水曜日

新

創
作

１３：００～３０分刻み

ボタニカルアート

第２・４木曜日 第３　金曜日

１３：００～１５：００

１０：００～１１：００

第１・３金曜日
　向井

月額：5,082円月額：5,544円

グループ

満席間近
毎週木曜日

電子ピアノ

楽しいハーモニカ

満席間近

随時
できます

体験日1,100円

随時
できます

各1,100円

第１・３水曜日

第１・３火曜日

満席間近

随時できますオカリナ

１４：１５～１５：４５
第２・４　火曜日

体験日1,100円

元劇団四季シンガー 　ＢＯＳＳ

第１・３月曜日

３０分個人レッスン

随時できます
体験日

月額：4,620円
１０：１５～３０分刻み

４０分個人

月額：5,082円月額：5,544円

レンタル可 第１・３金曜日

随時できます

月額：5,544円

第２・４　火曜日

元劇団四季シンガー

１０：３０～１２：００

マンドリン体験日1,100円

１４：００～

 田村　恵子　レンタル可

三味線と小唄教室 体験日1,100円

１３：３０～１５：００

月額：4,597円

C調ならハーモニカの種類は問いません

１０：３０～１２：００

ゴスペル随時できます

満席間近

体験日1,100円

１０：３０～１２：００

第２・４　火曜日

随時できます

１０：１５～３０分刻み

月額：5,082円

師範　元四葉会会員　蓼　志津秀　　　　　レンタル可

第２・４　火曜日

第２・４日曜日

中高年から始める

第１・３水曜日

随時できます

月額：5,718円
１３：００～３０分刻み

第２・４土曜日

２・４水・日　ボイストレーナー　等々力生夕子
楽器と一緒に歌も学びます

月額：5,718円

ギター＆ウクレレ（３０分個人）

第１・３金曜日

月額：5,544円

　鰯屋猫助　　石川裕一

第１・３水曜日
  レンタル可

１２：３０～１３：４５ １２：５０～１４：００

月額：4,043円

第１・３金曜日

１３：００～３０分刻み

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

月額：：7,854円

月額：5,198円

月額：5,198円

電子ピアノ

はじめての弾き語り教室（ギター・ピアノ）

１０：１５～３０分刻み

第２・４　水曜日

体験日1,100円

１０：００～１４：００
第１・３水曜日第２・４月曜日

新

毎週　金曜日
１５：３０～１９：３０

第２・４金曜日

月額：4,043円 月額：4,043円
１０：００～１５：００ １０：００～１５：００１６：３０～１８：３０ １３：３０～１９：３０

NEW毎週土曜日

体験日1,100円

第２・４　日曜日

体験日1,100円

１３：００～約９０分

随時できます

体験日1,100円

随時できます

絵手紙

ギター

水彩・油絵・パステ
ルなどお好きな画材
で学べます

体験日　1,100円
随時できます

随時できます

将棋教室

電子ピアノ

１０：３０～１２：００

第１・３水曜日

月額：2,541円

体験日1,100円
随時できます

月額：5,082円 月額：5,082円

鉛筆画

１０：３０～１２：００ １０：１５～１１：１５

美しいおとな文字（ペン・筆ペン）

１９：２０～２０：４０

小山　典子
第２・４火曜日

女性のための麻雀教室
体験日1,100円

各1,100円

随時できます
第１・３月曜日

１０：３０～１２：００

第１・３水曜日

吉津真由美

月額：4,620円

随時
できます

１３：３０～約９０分

月額：2,541円

第１・３土曜日

１３：００～１５：００

１０：３０～１２：００
第１　月曜日

月額：5,082円

美
術

１３：００～１５：００

 石井　洋子

完全予約制です

月額：5,544円　はるみ

ビーズアクセサリー

月額：5,718円

振替可能

業務用ミシン完備

宇月　美枝子

随時
できます

見学会

１０：１５～１２：１５

体験日1,100円

月額：2,541円

月額：2,970円

随時できます

月額：2,000円
１０：４０～・１３：００～

1,100円

1,100円

随時
できます

振替可能

体験日

体験日

書く楽しみを伝える己書新

月額：5,775円

随時できます

体験日

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

月額：2,310円

山中　あゆみ

落合　菜那
１３：００～１４：４５

月額：5,544円

NEWクラス

健康ボイストレーニング

１３：３０～１５：００
第２・４木曜日

３０分個人

ＢＯＳＳ先生のヴォイストレーニング

らくらくピアノ

橋立　昇 体験日
1,100円

洋服でもバッグでも、お好きな物
が何でも作れます

シルバーアクセサリー

月額：5,544円

根本　真弥
第２・４火曜日

シャッターチャンスを逃さない

１１：００～１３：００

朝倉ちえ

随時
できます

随時
できます１０：１５～１２：４５

体験日

随時
できます

１０：４０～・１３：００～
月額：2,310円

月額：2,541円

羊毛フェルト

１０：３０～１２：３０

第１　水曜日
伊藤セツ子

第３　木曜日

体験日

現代押し花アート

月額：2,750円月額：2,541円

写真教室

体験日1,100円

各1,100円

体験日
各1,100円

岩部　暁明

月額：2,541円

月額：4,043円 月額：5,082円 月額：4,851円

第２・４火曜日 第２・４土曜日

体験日
各1,100円
随時
できます

体験日1,100円 ブログに講座風景あります

体験日　1,100円

脳
ト
レ

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

大人と子ども合同クラス

１３：４５～１５：４５

クイチャーパラダイス師範
　寺澤禎則

月額：4,043円

グループ

内山　えみ

第２・４　月曜日

第２・４水曜日
１１：１０～

月額：5,082円

３０分個人レッスン

月額：2,541円 表千家都流教授　水野　宗真

随時できます

体験日1,100円

１４：１５～１５：４５

第２・４水曜日

随時できます

１６：００～

HPで各先生の詳細がご覧頂けます

プレゼントキャンペーン

４/１０～随時

はじめての飾り巻き寿司
野島ゆきえ 季節の行事に合わせた色々

な巻き寿司を学べます。初
心者さん大歓迎！一緒に楽
しく飾り巻き寿司を巻きましょ
う。

１３：３０～１５：００

月額：2,541円

体験日1,100円

１０：３０～１２：００ １０：１０～１２：００ １４：００～１５：３０

朗読教室 テーブル席で愉しむ茶道レッスン

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♪ウクレレ本体・
ケース・コードシート付　先着３名様のみ

楽器が初めての方でも譜面
が読めない方でも、わかりや
すいテキストと楽譜を使うの
でどなたでも簡単に弾けるよ
うになります。

１１：３０～１３：００

月, 宇田川善臣　　土, 定行　恭子

ブックオフ ●

●セブンイレブン


