
外川恵理

8/9(木)
11:00～12:30
受講料1,000円(税別)
材料費　600円(税込)

笠井菜穂美

7/25(水)
13:30～15:30
受講料1,000円(税別)
材料費　400円(税込)

尾山篤二郎

8/6(月)
16:30～18:00
受講料1,000円(税別)
材料費　324円(税込)

8/20(月)
16:30～18:00
受講料1,000円(税別)
材料費　540円(税込)

Emily

尾山篤二郎

7/29(日)
11:00～12:00
受講料1,500円(税込)

7/24(火)
10:15～12:15
受講料1,500円(税別)
材料費　600円(税込)

山口祝子

7/30(月)
10:30～12:00
受講料1,000円(税別)
材料費　100円(税込)

山﨑晴美

8/2(木)
10:30～12:30
受講料1,000円(税別)
材料費1,000円(税込)

八尋隆徳

いちかわみゆき

8/1(水)13:30～15:30
受講料1,500円(税別)
材料費　500円(税込/1つ)

7/19(木)
13:30～15:30
受講料1,500円(税別)
材料費2,000円(税込)
※サシェ＆カップ1つずつ(サシェ追加800円)

矢野華梢

7/19(木)
10:30～12:00
受講料1,500円(税別)
材料費1,200円(税込)

日髙節子

中川まどか

7/21(土)
11:00～13:00
受講料1,000円(税別)
材料費2,000円(税込)

武田有美子

7/9･23(月)
10:30～12:30
受講料1,500円(税別)
材料費1,000円(税込)

大野雅代

9/1(土)
10:30～12:30
受講料1,000円(税別)
材料費1,980円(税込)

新井柏秀

矢内のり子

7/21･8/18(土)
13:30～15:30
受講料1,500円(税別)
材料費100円～(プリント代)

尾山篤二郎

8/6･20(月)
13:45～15:45
受講料1,000円(税別)
材料費　540円(税込)

山口祝子

7/18(水)
13:30～15:30
受講料1,000円(税別)
材料費　100円(税込)

鈴木陽子

7/10･24(火)
10:30～12:30
受講料1,000円(税別)
材料費　250円(税込)

佐藤耕雲

吉田智子

7/3･10･17(火)
10:15～11:40
受講料
各1回　1,000円(税別)

大嶋奈緒美

近藤友紀子

7/31(火)
10:30～12:00
受講料1,500円(税別)

名古屋友子

7/7(土)
11:45～13:00
受講料2,500円(税別)
（アロマオイル込み）

新原英子

原田和江

7/25(水)
10:30～12:00
受講料1,500円(税別)

後藤紘敏

7/14･28(土)
16:50～17:40
受講料1回1,200円(税別)
※2回まとめて申込→2,300円(税別)
材料費100円～(プリント代)

7/8･22(日)
13:00～14:30
受講料1回1,500円(税別)

竹内美由紀

7/18(水)
10:30～12:15
受講料2,000円(税別)
材料費1,500円(税込)

日野原至

小学生 7/28(土)10:30～12:30
中学生 7/29(日)13:00～15:00
 大人　　　　  15:30～17:30
        受講料2,000円(税込)

大嶋奈緒美

村中彩子

作本美春

8/28(火)
10:30～12:30
受講料1,000円(税別)
材料費1,800円(税込）

7/14･28(土)
19:00～19:50
受講料
各1,500円(税別)

Mari

7/21･8/4･18(土)
13:30～14:30
受講料各1回
1,500円(税別)

マカナラニ公代

8/25(土)
12:15～13:45
受講料1,500円(税別)

Mitsue

8/8(水)10:30～12:00
受講料
大人　1,000円(税別)
子ども　500円(税別)

内藤花奈

8/4(土)
13:45～14:35
受講料1,500円
(税別)

いくつかのベリーダンスの動き
を練習した後それらの動きを
使って実際に踊ってみます。
親子でご参加大歓迎★

タップダンスって何？足から
奏でるリズムで踊ってみよ
う！初めてでも思い切って
チャレンジしてみませんか？
タップシューズ無料貸出し有。

誰もが知っている曲で歌、ステージ
ングにプチお芝居までミュージカル
を楽しみましょう。

柔軟体操で始まり基礎運動･ダンス、そし
て最後にみんな大好きなリボンで新体操を
楽しみましょう。

2～3人の少人数でのレッス
ンです。親子・お友達同士で
気軽にご参加いただけます。
バレエ初心者の方も、ゆっくり
基礎から学んでいきます。

ハワイ語で子どものこと
をケイキと言います。ケ
イキフラを１曲踊ります。
親子OK★男の子もどう
ぞ。

親子で楽しくルンバ体験!２
回で１曲踊れるようになりま
す。かわいい衣装で写真撮
影も！１回だけの参加もOK
です。

町田加代子

三味線・太鼓を体験して東京音
頭！
最後は演奏に合わせて盆踊りも踊っ
ちゃいましょう！

7/31(火)
14:00～15:00
受講料500円(税込)

眞由美

オルゴールのようなかわいい音色の
小さなハープを、お膝の上に乗せて
ポロン♪と弾いてみませんか。講師
の実演もございます。

8/14(火)
16:00～16:40
受講料500円(税込)

楊　智

どこか懐かしく優しい音楽、それが
二胡の音色です。演奏を聴いて、簡
単なレクチャーの後に1曲弾いてみ
ましょう。

7/22(日)
15:00～16:00
受講料500円(税込)

神山麻衣子

小児科看護師でもある講師が、季節の
テーマに合わせて行います。ママと赤ちゃ
んのふれあいタイムを楽しみましょう！

まつばらちあき

7/18(水)
10:30～11:30
受講料2,500円(税別)
衣装ﾚﾝﾀﾙ別途500円(税込)

commy(コミー)

commy(コミー)

7/12(木)13:00～14:00
受講料2,000円(税別)
材料費ﾌﾟﾘﾝﾄ代100円～

8/1･15(水)
12:30～17:00(1回40分間）
時間はお問合せ下さい。

受講料2,000円(税別)
楽器レンタル可

片切葉子

ホテルのチェックインや入国審
査などを英語を使ってペアワー
クを中心に練習していきます。
初心者大歓迎★

minako

海外でのあらゆるシーンをペ
アワークを通して再現しなが
ら練習していきます。中学校
レベルの方大歓迎です！

久保裕子

フルートってどんなもの？どん
な音?始めたばかりでお悩み
解決したい方も夏休みにお試
ししてみませんか?

minako

8/2(木)
10:30～12:00
受講料1,500円(税別)

7/25(水)
19:00～20:00
受講料1,500円(税別)

長く付き合ってきた自
分の声を再発見、元気
になる発声で、心も身
体もリフレッシュ！

自慢できちゃ
う撮影テクニッ
クを実践を交
えて学びます。

日々成長する
我が子の姿を、
たった1時間で
さらに可愛く写
真に残すテク
ニックを実践し
ながら学んで

手形足型を押しお名
前や誕生日を入れ
たりお好きな転写紙
を使って焼成し、色
あせない記念作品を
作りましょう。

3年生以上は1人での御参
加も可。

7/21(土)
子供10:30～12:00
大人10:30～12:30
受講料1,000円(税別)

夏のいけばな。写真
はイメージです。

7/5(木)
10:30～12:30
受講料1,500円(税別)

8/3(金)
13:30～15:30
受講料1,500円(税別)

7/18(水)
15:10～15:50
受講料1,200円(税別)

1回でも3回でもOK！

1回でも2回でもOK！楊名時八段錦で呼吸法。

6/26(火)･8/24(金)
10:30～12:00
受講料1,500円(税別)
材料費2,700円(税込)

7/13･8/10(金)
10:30～11:15
受講料1,300円(税別)
材料費　500円(税込)

7/12(木)11:00～12:00
受講料2,500円(税別)
材料費ﾌﾟﾘﾝﾄ代100円～


