
  アロハ！マムフラ ～ママと子どもの親子フラ   第2・4 (土)13：00～14：30 4,000    ロシアのトールペイント   第1・3 (木)10：30～12：00 4,200    美しく奏でる文化筝   第1・3 (月)13：00～15：00 3,600 ベビーわくわく英語リトミック（４ヶ月～ハイハイ）   第1・3 (金)10：00～10：45

 初めてのベリーダンス入門   第2・4(金）10：30～12：00 4,100   第1・3 (土)10：00～12：00 5,100  懐かしのフォークソングを歌おう   第1・3 (火)10：00～11：00 4,100  わくわく英語リトミック　 （よちよち～2歳）   第2・4 (火)10：30～11：15

 社交ダンス（スタンダード＆ラテン）   (木） 14：00～15：30 6,200   第1・3 (金)10：00～12：00 5,100  みんなで歌おう懐かしの歌   第2・4 (火)10：15～11：15 4,100  わくわく英語リトミック　 （2歳～幼児）   第2・4 (火)11：30～12：15

 大人のタップダンス入門   (土） 14：00～15：20 7,400  印象派気分でパステル&水彩画   第1・3 (金)10：00～12：00 5,100  みんなで歌おうポピュラー・ポップス   第2・4 (火)11：30～12：30 4,100  HIPHOPダンス　キッズ （小1～小4）   (火） 16：45～17：45 5,600

 ハワイアンフラ＆タヒチアンダンス   2・3・4(木） 19：30～21：00 6,000 色鉛筆画＆ぬり絵教室　※お好きな方を選択   第1・3 (金)10：00～12：00 4,100 みんなで歌おうスタンダードジャズ/ポピュラー   第2・4 (火)18：30～19：30 4,100  HIPHOPダンス　ジュニア （小5～小6）   (火） 17：50～18：50 5,800

 素敵フラ＆大人のタヒチアン   (水） 10：30～12：00 8,000  たのしい水彩画　   第1・3 (水)10：30～12：30 4,100  楽しく元気に歌謡曲！   第1・3 (水)13：00～14：30 4,100 ＫＤＶダンス&ボーカル教室（ジュニア）（3歳～小3）   （月） 17：30～18：30

 楽しいフラダンス   (火） 10：30～12：00 6,200  水彩ハガキ・絵手紙教室   第2・4 (木）10：30～12：30 4,100  ゴスペルを歌おう   第1・3 (水)19：30～21：00 4,100 ＫＤＶダンス&ボーカル教室（シニア）(小4～一般)   （月） 18：30～19：30

 フラダンス（シニア・初心者クラス）   (火） 12：45～14：00 6,200  仏像彫刻（初級）   第3 (火)13：00～16：00 3,700   第1・3 (水)14：30～19：30  リトルキッズFree Style　 （3歳～6歳）   (土） 15：30～16：20 5,000

 日曜のフラダンス   第2・4( 日)19：00～20：30 4,100   第2.4(水）10：30～12：30   第2・4 (月）10：00～15：00  ジュニアFree Style （初級） （小1～小6）   (土） 16：30～17：30 5,800

 Free Style Dance　 （12歳～）   (土） 19：30～20：45 6,500   第2.4(水）13：30～15：30 ボーカルレッスン (個人）　 （1回３０分）   第1・3 (木)10：30～13：00 5,100  ジュニアFree Style （中級 ）（小1～小6）   (土） 17：30～19：00 6,600

 気分爽快ダンシング   第2・4 (水）11：00～12：30 3,100  ～紐を結んで作る～マクラメジュエリー   第2.4(水）13：00～15：30 4,200  優しく楽しい声楽 （個人）　 （１回４０分）   第1・3 (水)11：10～15：50 7,100 笑顔はじける！チアダンス（リトル･年中～小2）   (金) 16：30～17：20 4,800

 大人クラシックバレエ　 （中学生～）   1・2・4 (月）19：00～21：00 7,650  南欧の華 「スペインタイルアート」   第2 (水)10：30～12：30 2,600 楽しく歌おう！ボーカル個人レッスン（1回30分）   第2・4 (火)12：40～18：00 5,300 笑顔はじける！チアダンス（ジュニア・小3～小6）   (金) 17：30～18：30 5,600

 情熱のフラメンコ   第1・3(水） 19：15～20：15 4,700 ハワイリボンレイ   第4 (日)13：00～15：00 2,100 キッズテコンドー  （5歳～）   1・2・3(土） 10：00～11：00 4,050

日本舞踊   第1・3 (月)14：30～16：00 4,100 アートクレイシルバー （銀粘土）   第2・4 (木)13：00～15：00 4,100 キッズタップ 　(5歳～中3)   (土） 13：00～14：00 6,200

 空手教室　   (土） 16：00～17：00 6,200   第1 (月)13：00～16：00  唱歌～思い出の曲～   第4 (金)10：30～12：00 2,100 こども心身統一合氣道　(入門）（3歳～）   (木） 16：20～17：20

誰でも出来る！心身統一合氣道（中学生～）   (木） 19：30～21：00 5,200   第3(月)13：00 ～16：00  癒しの音色　沖縄三線   第2・4(木)15：30～17：00 5,400  こども心身統一合氣道　 (初級）   (木） 17：30～18：30

 ロシア武術システマ   第2・4( 土)19：00～20：30 4,900 カルトナージュ   第4 (火)10：15～12：15 2,100   第2・4 (金)10：30～14：00  カワイ体育教室（幼児） （年中～年長）   (火） 16：30～17：30

 テコンドー　 （中学生～）   第1・2・3(土) 11：10～12：10 4,650  ～光のアート～ ステンドグラス教室   第2・4 (土)10：00～12：30 5,100   第2・4(土)14：00～20：00  カワイ体育教室（児童） （小1～小6）   (火） 17：40～18：40

ザルツブルガーゲビンデ   第4 (水)10：30～12：30 2,100  enjoy♪ピアノ （個人）　 （1回３０分） 5,300 こどもクラシックバレエ （リトル4歳～小2）   (金) 16：00～17：00 6,200

もっと気軽に英会話（ステップアップ編）   第1・3 (火)13：00～14：30 5,100  ～紙の芸術～ペーパークイリング   第2 (金)13：30～15：30 2,100  憧れのフルート （個人） 　（1回３０分） 7,100 こどもクラシックバレエ （ジュニア小2～中3）   (金) 17：15～18：45 7,200

 もっと気軽に英会話 （基礎編）   第2・4 (金）10：00～11：30 5,100  ～7色のクレイで彩る～ DECOソフトクレイ   第2 (火)10：30～12：30 2,600 大人のためのジャズピアノ入門（1回３０分）  こども空手　（初級） （6歳～）   (土） 15：00～16：00

  第2・4 (金）11：30～12：30 7,000 ふわふわかわいいモールアート   第4 (月)11：00～12：30 2,100  楽しい鍵盤ハーモニカ　 （1回３０分）  こども空手　 （中上級）   (土） 16：00～17：00

  第3 (火)14：30～16：00 3,500  ～心伝える手書き文字～カリグラフィー   第2 (月)10：30～12：30 2,100   第2・4 (木）16：30～21：00  こども将棋（入門） 　（年長～）   (土） 14：00～15：30 4,200

  第1 (木)19：30～21：00 3,500   第1 (金)13：00～16：00   第1・3 (日)13：00～18：15  こども将棋（レベルアップ）   (土） 16：00～18：00 6,200

日本人講師による文字から始める韓国語（初級）   第1・3(水） 10：00～11：30 5,100   第1 (日)10：20～13：20 クラリネットレッスン （1回45分）   第1・3 (金)16：15～21：30 7,700   第2・4 (月)17：00～19：00

 コミュニケーションに役立ちます～手相入門   第2 (日)14：00～15：00 2,600   第1 (日)14：00～17：00   第2.4(水）14：00～21：00   第2・4 (金）16：30～18：30

 運勢や相性を占ってみましょう～タロットカード   第2 (日)15：30～16：30 2,600  大人の折り紙教室   第4 (金)13：00～15：00 1,600   第1.3(月)13：00～20：00  子ども絵画教室   第1・3 (月)17：00～19：00

 楽しい麻雀教室   第1・3( 木)13：00～15：30 4,100  金繕い入門   第2 (金)10：00～12：00 3,000   第1.3(土)10：30～12：30  そろばん教室　 (幼児）（4歳～）   (火） 16：30～17：00 2,920

 くらしを彩るトールペイント   第1・3 (月)10：00～12：30 4,100  楽しくやさしいクラシックギター （1回45分）   第1.3(水)16：00～21：30 7,600  そろばん教室　 (小学生）   (火） 17：15～18：15 4,920

    永田紗戀の 花咲く書道   第1 (月)10：30～12：00 2,500 スクラップブッキング （アルバム作り)   第1 (火)10：30～12：30 1,600  ギター講座（入門編）　 （1回３０分）   第2・4 (水）10：00～12：30 5,100   第1・3 (木)16：00～17：00

 KURUMIYU主宰　 素敵にがま口ハンドメイド   第4 (木)10：00～13：00  全3回  7,500 　  美容・健康・癒し  ギター・ウクレレ教室　 （1回5０分）   第1・3 (金)10：00～21：50 8,100   第1・3 (木)17：15～18：15

  第2 (水)10：30～12：30   （月） 10：00～11：30   第2・4 (水）16：30～18：00   1・2・3(金） 16：30～17：45

  第2 (水)13：00～15：00   (金) 19：15～20：45   第2・4 (水）18：00～19：30   1・2・3(金） 17：45～19：00

 初心者のためのフリー洋裁レッスン   第1 (火)13：00～15：00 2,100   第1・3(水） 12：30～14：00 ハワイアンソングとウクレレギター   第1・3 (木)19：00～21：00 5,100   第2.4(水）14：00～21：00

  第2・4 (月）10：00～12：30   第1・3(水） 14：15～15：45  楽しい二胡入門（中級）   第2・4 (水）13：30～14：45 4,200   第1.3(月)13：00～20：00

  第1・3 (木)13：00～15：30   第2・4 (月）13：30～14：45  楽しい二胡入門（初級）   第2・4 (水）15：00～16：15 4,000   第1.3(土)10：30～12：30

 楽しい編み物教室   第1・3 (木)10：00～12：00 4,100   第2・4 (月）15：00～16：15  楽しい二胡入門（入門）   第2・4 (水）16：30～17：30 4,000   第2・4 (木）16：30～21：00

 1科目 4,100   （金） 10：30～11：40   第2・4 (金）15：00～21：00   第1・3 (日)10：30～19：00

 2科目 6,100   （火） 19：30～20：40   第2・4 (土)10：00～12：30   第2・4 (木）16：30～21：00

 1科目 4,100  やさしい健康太極拳（楊名時）   (木） 10：30～12：00 5,200   (火） 16：00～21：30 9,400   第1・3 (日)10：30～19：00

 2科目 6,100  土曜の朝ヨガ ～心と身体をリフレッシュ   1・2・3(土） 10：00～11：30 4,650   第1・3 (日)10：00～12：30 4,700 ピアノレッスン （個人）　 （1回３０分）（年中～）   第2・4(土)14：00～18：00 5,100

 1科目 4,100  和太鼓のバチを使ったバチエクササイズ   第2・4 (木）10：15～11：15 5,100  楽しいオカリナ （上級）   第1・3 (木)10：30～12：30 4,600  楽しい♪ピアノ （個人）（1回３０分）（4歳～） 5,300

 2科目6 ,100  刀やお扇子を使った 剣舞エクササイズ   第2・4 (木）11：30～12：30 5,100  楽しいオカリナ （中級）   第1・3 (木)13：00～15：00 4,600  大好きフルート （個人） （1回３０分）（小学生～） 7,100

  第2・4 (土)10：00～12：00  骨盤矯正ピラティス   第1・3 (土)13：00～14：15 3,300  楽しいオカリナ （初中級）   第2・4 (木）13：30～15：00 4,100   (火） 16：00～21：30 9,400

  第2・4 (火)13：30～15：30  健やか体操   2・3・4(金） 13：00～14：30 3,750  楽しいオカリナ （準備）   第2・4 (木）15：30～16：30 3,100   第1・3 (日)10：00～12：30 4,700

 大人の美文字レッスン   第1・3 (火)10：00～12：00 4,100 健やか体操　　（運動の苦手な方クラス）   2・3・4(金） 14：45～15：45 3,150   第2・4 (金）15：00～21：00

 紅茶で午後のひとときを   第1 (火)15：00～16：30 2,200 バー・アスティエ   第1・3(水） 10：30～11：45 3,700   第2・4 (土)10：00～12：30

 飾りきもの   第3 (月)10：30～12：30 2,100  スポーツ吹矢（入門）   第2・4 (日）10：30～12：00 4,100    楽しい卓球教室   第1・3(水）16：30～17：30 3200  ギター＆ウクレレアンサンブル （グループ）   第2・4 (水）18：00～19：30 5,100

 季節のインテリアフラワー   第3 (火)10：30～12：30 2,100  らくらく広池ヨーガ   （日） 13：00～14：30 6,200   第2 (土)13：00～14：00  楽しくやさしいクラシックギター （1回45分）   第1.3(水)16：00～21：30 7,600

英国式アレンジ＆プリザーブドフラワー   第2 (月)13：00～15：00 2,100  お勤め帰りのらくらく広池ヨーガ   （月） 19：30～21：00 6,200   第2 (土)14：00～15：00  ギター・ウクレレ教室 （1回5０分）（6歳～）   第1・3 (金)10：00～21：50 8,100

 ～花を楽しむ～フラワーデザイン   第2 (日)10：30～12：30 2,100   第2 (土)15：15～16：15

リアルに、華やかにアーティフィシャルフラワー   第4 (水)10：00～12：00 2,100 オシャレなギフトラッピング   第2 (木)10：30～ 12：30 2,100    キッズジャズダンス（リトル）   (水） 16：15～17：15 5,000

 ～きものdeキレイ～ 着付け教室（全16回）   第2・4 (木）19：00～21：00 21,440  モールアートマスター　 （～６０歳）   第4 (月)10：00～ 12：30 2,600    キッズジャズダンス（ジュニア）   (水） 17：30～18：45 5,400  子どもクラリネットレッスン　 （1回45分）   第1・3 (金)16：15～21：30 7,700

 　ダンス・舞踊・武道 　  アート＆クラフト 　　 音　楽 　　こども

3,300
 土曜朝のアクリル画

7,200

ボイストレーニング （個人）　 （1回３０分） 5,100

 ～自然の色を楽しむ～ 押し花サロン 4,100

 パワフル！ボイストレーニング （個人）

 カホンを叩こう　　　 （１回４０分）
  第1・3 (火)11：10～20：30 5,100

チャイナペイント （西洋陶絵付） 3,100 4,200

ピアノレッスン （個人）　 （1回３０分）
 3ヶ月10回
 16,000

　 趣味教養
  第2・4(日）16：00～21：30

  第1・3 (木）16：00～21：30 6,100 6,200

 REI先生の
 プライベート英会話（個人）

 サックス＆ピアノ教室♪ （個人） （1回45分）
7,100

 ～ニードルフェルトで作る私だけのワンコ・ニャンコ～

羊毛犬猫工房 3,500
 子ども絵画・造形教室　 （7歳～）

4,100
 大人のためのピアノ♪
 プロボーカル個人レッスン　 　（個人）

5,300

　 生活文化

 こどもの毛筆・硬筆　 （5歳～） 3,100

 はじめてのつまみ細工 2,500    デトックスヨガ 6,200
 ギター＆ウクレレアンサンブル
 （グループ）

5,100  こども書道・硬筆教室 （幼稚園～中学生） 4,050

   楽しい卓球教室 4,400  ピアノを楽しもう♪
プロボーカル 個人レッスン

5,300
 戸塚刺しゅう（フランス刺しゅう） 4,100

 　カラオケフィットネス 3,600
 サックス＆ピアノ教室♪ （個人） （1回45 分）

7,100

実用毛筆
 （実用書・書道・ペン・かな書道）

  第1・3(水)14：00 ～16：00 はじめてのバレリーナヨガ 3,600  やさしいバイオリン　（入門）　 (１回30分) 5,100
 サックス＆ピアノ教室♪ （個人） （1回30 分）

5,200

  第1・3(水)16：10 ～18：10 バイオリン 　（1回３０分）

 お勤め帰りの実用毛筆   第1・3(水)18：30 ～20：30   第2・4 (日）16：00～21：30

 実用の書　(ペン・書道） 4,100 こどもバイオリン （1回３０分）（4歳～）

やさしいバイオリン　（入門　１回30分）（年長～） 5,100
　　こども

   こども書き方教室 (5歳～） 1500

　　資格取得  パワフル！ボイストレーニング （個人）

 カホンを叩こう（個人）　 （１回４０分）
  第1・3 (火)11：10～20：30 5,100

5,100
シニア
4,100

月額 月額

（1回30分）

月額

※どちらかの楽器をお選び下さい

月額

月額

※どちらかの楽器をお選び下さい

（1回30分）

（1回30分）

月額

月額

ノリノリ クラス

月額

シニアクラス(60歳～）

月額

※どちらかの楽器をお選び下さい

（3歳～）

（3歳～小学生）


