
親子のコミュニケーション
を楽しみましょう。
ファーストサイン

親子で歌う作る遊ぶ学ぶ
の1時間おみやげ付。
ベビーサイン1day Lesson

親子のふれあいを
楽しみましょう
ベビーマッサージ

クボ・セラミックドール

1day特別講座

短期講座

アート

運勢を学んで幸運の
扉を開きませんか？
占い教室
（鑑定士
養成講座）
初級・中級

カードからのメッセージで
幸せの扉を開こう。
タロット教室 初級

ハーブの使いこなし術
を楽しく学びます。
メディカルハーブ
検定対策講座

手足の優しいタッチケア
で大事な人を守って。
アロマテラピー
ホームケア

なでしこ
和文化教室（初級）

楽しい実習を通して検定1級合格
をめざします。
アロマテラピー検定対策

畳増押し花工房
●押し花
●ポーセラーツ
●グラスアート
　（フィルムステンド）

各日10：00～11：30
［体験日＊3/2（金）・3/16（金）］

● 第1・3金曜日 
● 10：00～11：30 ● 月謝／各3,500円

講師 徳永 信子

持ち物／新聞紙、ハンカチ、ピンセット、クラフトはさみ

材料費／各1,500円程度

つまみ絵

各日10：30～12：30
［体験日＊3/7（水）・4/4（水）］

● 第1・3水曜日 
● 10：30～12：30 
● 月謝／4,000円

講師 園田 惠葉

材料費／1,000円程度

持ち物／はさみ、おしぼり

ウエストの絵てがみ

各日13：00～15：00
［体験日＊3/7（水）・4/4（水）］

● 第1水曜日 
● 13：00～15：00 
● 月謝／3,000円

講師 小松原 晴子

材料費／1,000円程度

洋画

各日10：30～12：30　定員／3名
［体験日＊3/7（水）・3/14（水）］

● 毎週水曜日 
● 10：30～12：30 
● 月謝／6,000円

講師 溝辺 行雄

持ち物／スケッチブック、描画用具（鉛筆など）

1日で驚くほど字が変わる魔法の筆文字
伝筆

各日18：00～19：30
申込締切 前日の午前［体験日＊3/14（水）・3/28（水）］

● 第2・4水曜日 
● 18：00～19：30 
● 月謝／3,000円

講師 御代 麻理子

材料費／1,500円程度

癒し絵

10：30～12：00
［体験日＊3/13（火）］

● 第2・4火曜日 
● 10：30～12：00 
● 月謝／4,000円

講師 絵描きのやす

材料費／500円程度

DECOクレイクラフトアカデミー
樹脂粘土・フラワー

各日13：00～15：30　定員／各3名
申込締切1週間前［体験日＊3/16（金）・3/30（金）］

講師 北村 香

材料費／1,300円程度

悠弘流 押し絵

13：00～15：00　定員3名
［体験日＊3/17（土）］

● 第1・3土曜日 
● 13：00～15：00 
● 月謝／3,000円

講師 山下 かつ江・飯尾 美知子

材料費／800円程度

持ち物／ボンド、はさみ、
竹ぐし、おしぼり、目打

モラと民族手芸

定員／3名
10：10～12：10［体験日＊4/11（水）］

● 第2・4水曜日 ● 10：10～12：10 
● 月謝／4,500円

講師 大久保 一慧・藤原 睦子

材料費／2,000円程度

持ち物／はさみ、しつけ糸

Sion’s
ビーズアクセサリー

18：30～20：30
［体験日＊3/24（土）］

講師 雨宮 博子

材料費／1,300円程度

● 第4土曜日● 18：30～20：30 
● 月謝／2,000円（材料費別途）

スケッチ画教室

各日10：15～12：15
［体験日＊3/13（火）・3/27（火）］

● 第2・4火曜日 
● 10：15～12：15 
● 月謝／4,000円

講師 比喜多 利彌

材料費／100円程度

持ち物／筆記用具（鉛筆B・HB、消しゴム）、スケッチブック

陶芸

各日10：30～12：30、13：00～15：00
［体験日＊3/12（月）・4/12（木）］

各日12：30～14：30、15：00～17：00
［体験日＊3/17（土）・4/7（土）］

● 第2・4月曜日・木曜日 
　 10：30～12：30、13：00～15：00
　 第1・3土曜日
　 12：30～14：30、15：00～17：00
● 月謝／各5,000円

講師 
長澤 好子

材料費／2,500円程度（粘土・焼成費含む）

持ち物／エプロン

H30 展示会

● 絵てがみ　● かな書道と漢字書道
● 伝筆　● かな書道　● 児童習字
● 書道教室

● 洋画

● 癒し絵　● スケッチ画教室
● YOSHIこども造形絵画教室

● つまみ絵　● カルトナージュ
● パッチワーク　● DECOフラワー
● 押し絵　● 洋裁　● 編み物
● 押し花、グラスアート、ポーセラーツ
● フレッシュ、プリザーブドフラワー、ミニヨンアール

2/26（月）～3/6（火）センターモール

3/8（木）～3/14（水）センターモール

3/15（木）～3/21（水・祝）センターモール

3/17（土）10：00～20：00
3/18（日）10：00～18：00研修室

ミニヨンアール
● 第1日曜日 ● 13：30～15：30 ● 月謝／2,500円

癒しのインテリア（ハーバリウム）を作りますお花のブローチやりんごを作ります

【発行】南彦根都市開発（株）【発行日】2018.2.26（月）

4月15日（日）までに
ご入会頂いた方 運転免許証等の年齢を確認できるものをご持参ください。2,000円→1,000円〈税抜〉 〈税抜〉

（一部講座を除く）

お申し込みいただいた個人情報はカルチャープラザのご利用にのみ使用させていただきます。●ヤマハ音楽教室、講談社すこやか・ぱる教室・リトルなど、入会金の異なる講座がございます。ご確認ください。●各講座定員になり次第締め切らせて頂きます。参加人員が一定数に
満たない場合、体験または講座開講を中止する場合があります。●受講料は月額です。●材料費は講座毎に別途必要です。　●受講料・材料費等は〈税抜価格〉です。消費税は別途要します。※60才以上の方は運転免許証等の年齢を確認できるものをご持参ください。

ビバシティ彦根 カルチャープラザ

60才
以上の方入会金無料

HOPカード会員様なら

春の入会キの ャンペーンのンン ご案内！春の入会キャンペーンのご案内！0749-27-6199お問合せ・お申込みは

今がチャンス!!

体験・説明会は3日前までに必ずご予約ください。（予約申し込み締め切り日が早い講座もございます）

今なら
入会金

【会員様募集】

産後のカラダを引き締めたい方に!
ママヨガ

● 第2・4火曜日 
● 13：00～14：00
● 月謝／3,000円

講師 武田 英里香

ヨガで美BODYを目指しましょう!
ヨガベーシック

● 第2・4火曜日 
● 14：30～15：30
● 月謝／3,000円

講師 武田 英里香

［体験日＊3/27（火）］13：00～14：00
定員／5名～　お子様づれもOK

［体験日＊3/27（火）］14：30～15：30
定員／5名～

簡単なダンスで動いた後、ヨガでほぐします。心と身体のバランスを整えましょう!
ヨガ&ダンス

● 第2・4月曜日 
● 15：00～16：00
● 月謝／3,000円

講師 國枝 ゆり

フランスの歌シャンソンを
楽しく歌って心もからだも
リフレッシュ!!
はじめてのシャンソン
● 第2・4水曜日 
● 14：00～15：00
● 月謝／3,000円

講師 JUNKO

［体験日＊3/12（月）・3/26（月）］各日15：00～16：00
定員／3名～　お子様づれもOK

持ち物／シューズ、タオル、飲み物

持ち物／動きやすい服装、汗拭きタオル持ち物／動きやすい服装、汗拭きタオル

持ち物／書道用具、半紙（購入可）、8マス国語ノート、鉛筆2B
持ち物／汚れてもよい服装

持ち物／エプロン

持ち物／動きやすい服装、飲み物

［体験日＊3/28（水）］14：00～15：00　定員／3名～

楽しく早く美しい色あいの作品が描けます♪
ワンストローク
ペインティング（アクリル画）
ビギナー講座
● 第2木曜日（全10回） 
● 10：15～12：15　● 月謝／3,500円

講師 北村 香

手相でわかる過去現在未来！
幸せの扉を開きましょう。
手相
● 第1水曜日 
● 15：30～17：30
● 月謝／2,500円

講師 中川 倫華

［体験日＊3/29（木）・4/3（火）］申込締切3/15
各日10：15～12：30　定員／各3名

15：30～16：00

65才からの癒しのヨガ

● 第2・4水曜日 ● 11：00～12：00
● 月謝／3,000円

講師 NORIKO

京都アートスクール
こども造形表現教室

● 月3回土曜日 
● 12：30～14：30
● 月謝／6,500円

講師 京都アートスクール 講師

［体験日＊4/11（水）・4/25（水）］
各日11：00～12：00
定員／3名～

［体験日＊3/17（土）］12：30～14：30
定員／3～10名

児童習字（土）

● 月3回土曜日 
● 10：15～11：15
● 月謝／3,500円

講師
筒井 和彦

チョーク
アート

● 第2・4木曜日 
● 15：30～17：30
● 月謝／4,000円

講師
音瀬 伊都子

［体験日＊3/17（土）・3/24（土）］各日10：15～11：15

［体験日＊3/22（木）］15：30～17：30
定員／5名～

各日13：00～14：00
定員／8名

講師 
東原 裕美

［体験日＊3/8（木）・3/22（木）］
各日10：30～11：30

講師 
西村 せいか

［体験日＊3/6（火）・
 3/20（火）・4/3（火）］

各日13：00～14：00　定員／8名

講師 
東原 裕美

［体験日＊3/6（火）・4/3（火）］

13：00～15：00　定員／1～5名
申込締切3/18

講師 KOU

［体験日＊3/22（木）］

6ヶ月
講座

（占い教室）13：00～13：30・（タロット教室）15：30～16：00

6ヶ月
講座

● 第2・4水曜日 
● 13：00～15：00
● 月謝／5,000円

講師 
中川 倫華

持ち物／筆記用具

6ヶ月
講座

● 第2・4水曜日 ● 15：30～17：30
● 月謝／5,000円

講師 中川 倫華

持ち物／お持ちのカード、筆記用具

申込締切3/19
19：00～20：00
定員／8名

全5回
● 第2金曜日 
● 19：00～20：30
● 受講料／全5回前納
　　　　　15,000円

講師 西島 かおる

持ち物／筆記用具

申込締切3/23
19：00～20：30　定員／2～8名

● 第1火曜日 
● 19：00～20：30
● 受講料／全6回前納19,200円
持ち物／フェイスタオル、筆記用具

19：00～20：00 浴衣の帯結び
［体験日＊3/27（火）］

● 第2・4火曜日 
● 19：00～21：00
● 月謝／3,000円

講師
疋田 幸江

持ち物／あれば浴衣の帯

申込締切3/23
18：00～19：00　定員／8名

［体験日＊3/27（火）］

全6回

● 第4火曜日 ● 19：00～20：30
● 受講料／全6回前納16,800円

講師 西島 かおる

講師 西島 かおる

持ち物／筆記用具

持ち物／
バスタオル

持ち物／エプロン、タオル
写真はイメージです

10：30～11：30　定員／3名～
申込締切3/11

講師 蓼科 洋子

［体験日＊3/18（日）］
持ち物／はさみ、割りばし 写真はイメージです

写真はイメージです

（見学および説明会）

［　　　　＊3/23（金）］説明会

［　　　　＊4/4（水）］説明会

［　　　　＊3/14（水）］説明会

［　　　　＊3/27（火）］説明会

ホームページをご覧ください▶http://www.vivacity.co.jp/culture/

新講座登場

材料費／1,500円程度 材料費／1,000円程度

体験料／1,500円

材料費／500円程度
（ハーブティー・スウィーツ付）

材料費／500円程度
（ハーブティー付）材料費／1,500円程度（ハーブティー付）

対象／おすわり期

体験料／1,000円

対象／0～2才のお子様とお母様

体験料／1,500円
材料費／500円程度

対象／2ヵ月～1才

対象／18才以上、女性

体験料／各500円　材料費／各1,500円程度 体験料／500円　材料費／1,450円程度

全6回

対象／女性

対象／女性

対象／年少～小学生
対象／4才～小学6年生

対象／産後2ヵ月後以降

● 第1金曜日 
● （初級）13：30～15：30 ● 月謝／2,000円

体験料／500円

材料費／500円

体験料／500円

体験料／500円

有料
体験

有料
体験

滋賀
初

有料
体験

有料
体験 有料

体験

有料
体験

有料
体験

有料
体験
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体験・説明会は3日前までに必ずご予約ください。
＜予約申し込み締め切り日が早い講座もございます＞春春春春のの入入会キ会キャャンンペーペーンンののご案内ご案内！！春の入会キャンペーンのご案内！

2F カルチャープラザ
［お問合せ・お申込時間10：00～20：00］

ビバシティ彦根

0749-27-61994月15日（日）までに
ご入会頂いた方 運転免許証等の年齢を確認できるものを

ご持参ください。2,000円→1,000円〈税抜〉 〈税抜〉

（一部講座を除く）

60才
以上の方入会金無料HOPカード会員様なら今なら

入会金

お申し込みいただいた個人情報はカルチャープラザのご利用にのみ使用させていただきます。
●ヤマハ音楽教室、講談社すこやか・ぱる教室・リトルなど、入会金の異なる講座がございます。
ご確認ください。●各講座定員になり次第締め切らせて頂きます。参加人員が一定数に満たない
場合、体験または講座開講を中止する場合があります。●受講料は月額です。●材料費は講座毎
に別途必要です。●受講料・材料費等は〈税抜価格〉です。消費税は別途要します。

半額!!
4/15までの期間中このチラシを
ご持参の方に限り

入会金
体験当日入会

無料体験教室実施中 1歳～大人のコース開講中

みんなでヤマハへ、
さあ行こう♪ 2018年春の入会受付中!

ヤマハ音楽教室

随時生徒募集中!!

0歳から12歳の英語教室1歳からの幼児教室

・1歳からの幼児知育
・小学生の為の
 国語・算数コース

キッズカルチャーキッズカルチャー KIDS CULTUREKIDS CULTURE

スポーツスポーツ 生活文化生活文化SPORTSSPORTS LIFE CULTURELIFE CULTURE

生け花で
季節の花を楽しむ
生け花で
季節の花を楽しむ 各講座共通持ち物／花ばさみ、持ち帰り袋、筆記用具、タオル

0120-71-3345フリーダイヤル

〈お問い合わせ・お申込は〉
JEUGIA 彦根店 ま

で
0120-327-341

〈お問い合わせ〉講談社パル大阪支社（日祝除く10:00～18:00）

フリーコール

［　　　　＊3/12（月）］説明会

［　　　　＊3/15（木）］見学日

［　　　　＊4/10（火）］見学日

ビバシティ
ホール

情報
プラザ

カルチャー教室カルチャー教室

カルチャー教室カルチャー教室

研修室
②　　  ①

まんまるひろば

赤ちゃん
ルーム

カルチャープラザインフォメーション

こども
クラシックバレエ

● 毎週水曜日 ● 18：00～19：00 
● 月謝／5,000円

17：30～18：30
［体験日＊3/21（水）］
持ち物／運動できる服装

対象／3才～小学生
講師 羽角 眞弓

● 第2日曜日 
● 13：30～15：00 
● 月謝／2,000円

13：30～15：00　
定員／5名

申込締切4/4［体験日＊4/8（日）］

持ち物／筆記用具、絵の具セット

対象／小学生（落ちついて座れる人）
講師 YOSHI

いけばな池坊（土）
● 第2・4土曜日  ● 14：00～16：00
● 月謝／2,500円

各日14：00～16：00
［体験日＊3/10（土）・3/24（土）］

講師 杉本 克代

材料費／1,500円程度

いけばな池坊（木）
● 月3回木曜日  ● 18：00～20：00
● 月謝／4,000円

申込締切 前日　　各日18：00～20：00
［体験日＊4/5（木）・4/12（木）］

講師 川瀬 俊子

材料費／1,000円程度

箏曲を楽しむ
● 第2・4月曜日  
● （初級）10：30～11：30
　 （入門）11：30～12：30 
● 月謝／各6,000円

12：00～12：30［体験日＊3/26（月）］

講師 右川 弥紀
琴伝流 大正琴
● 第2・4火曜日  
● 15：30～17：30
● 月謝／3,500円

15：30～16：00

講師 福田 琴真雅
ハーモニカ教室
● 第2・4火曜日  ● 13：00～15：00
● 月謝／2,500円

各日13：00～15：00　定員／5名程度
［体験日＊3/13（火）・3/27（火）］

講師 山田 登

持ち物／お持ちの方はハーモニカ

いけばな翠香流
● 第2・4水曜日  ● 18：15～20：15 
● 月謝／2,500円

各日18：15～20：15
［体験日＊3/28（水）・4/11（水）］

講師 　村 翠嘉
いけばな未生流
● 月3回月曜日  ● 10：30～12：30
● 月謝／4,000円

申込締切3/5　 10：30～12：30
［体験日＊3/12（月）］

講師 岡島 順甫
華道 橘
● 第2・4水曜日  
● 13：00～15：30 
● 月謝／2,500円

13：00～15：30
［体験日＊3/14（水）］

講師 北川 宗月

材料費／1,000円程度 材料費／1,000円程度材料費／1,200円程度

やさしい朗読
● 第1・3水曜日  ● 13：00～15：00 
● 月謝／3,200円

各日13：00～15：00
［体験日＊3/21（水）・4/4（水）］

講師 辻 智子 強くなる将棋教室

● 第1・3土曜日  
● 10：30～12：00 
● 月謝／2,000円

各日10：30～12：00　定員／5名
［体験日＊3/3（土）・3/17（土）］
持ち物／筆記用具

持ち物／飲み物、筆記用具
講師 中川 加寿夫
対象／小学1年生～

暮らしに役立つ
賞状書士養成講座

● 第2・4火曜日  
● 13：00～15：00 
● 月謝／4,000円

各日13：00～15：00
［体験日＊3/13（火）・3/27（火）］

持ち物／定規、鉛筆、消しゴム、
小筆（購入可）

講師 大棚 由貴子
対象／中学生～

材料費／1,000円程度

カジュアルクッキング
男子ごはん部

● 第3土曜日  
● 18：30～21：00 
● 月謝／3,000円

［体験日＊3/17（土）］
持ち物／エプロン、ハンドタオル、筆記用具

講師 池澤 和代対象／男性

体験料／3,000円
材料費／2,000円程度

裏千家流茶道
（立礼式）

● 第2・4月曜日  
● 13：00～14：30 
● 月謝／3,000円

13：00～14：30
［体験日＊3/26（月）］

講師 西村 宗晃

材料費／500円程度

カジュアルクッキング
1Dish＋α Style
● 第2火曜日  
● 18：30～21：00 
● 月謝／3,000円

申込締切4日前
各日18：30～21：00　定員／2名～

［体験日＊3/13（火）・4/10（火）］
持ち物／エプロン、ハンドタオル、筆記用具

講師 池澤 和代

体験料／3,000円
材料費／2,000円程度

やさしい洋裁
● 第2・4月曜日  
● 10：15～12：15 
● 月謝／3,000円

10：15～12：15　定員8名
着物のリメイク準備説明と
型紙の製図

講師 藤島 春枝

かな書道

● 第1・3木曜日  
● 10：30～12：00 
● 月謝／4,000円

10：30～12：00

講師 北川 洸園対象／女性

書道教室

● 第1・3月曜日  
● 18：00～19：30 
● 月謝／3,500円

各日18：00～19：30　定員／5名
［体験日＊3/19（月）・4/2（月）］

講師 森 要対象／中学生～

持ち物／家庭に持っている書道用具
（ペン、筆 等）

刻字
● 第1・3月曜日  
● 13：30～15：30 
● 月謝／4,000円

各日13：30～15：30
［体験日＊3/19（月）・4/2（月）］

講師 山田 虹赤

やさしい韓国語
● 第2・4月曜日  
● （入門・初級）18：30～19：30
　 （中　　 級）19：40～20：40
● 月謝／各4,000円

（入門・初級）18：30～19：30
（中　　 級）19：40～20：40

［体験日＊3/26（月）］

講師 鄭 淑姫

かな書道と漢字書道
● 第1・3月曜日  
● 10：45～12：30 
● 月謝／3,500円

10：45～12：30
［体験日＊3/19（月）］

講師 三原 博

持ち物／お手持ちの書道セット一式、半紙

材料費／2,500円程度

こちらが教室になります

MAP

2F
MAP

愛唱歌を歌う
● 第2・4月曜日  ● 10：30～12：00
● 月謝／4,000円

各日10：30～12：00
［体験日＊3/12（月）・3/26（月）］

講師 冨田 美穂・（伴奏）後藤 敬子

コピー代実費 @10円

二胡教室
● 第2日曜日  
● 13：00～15：00
● 月謝／6,000円

13：00～15：00
［体験日＊3/18（日）］

講師 柴 礼敏

生け花 FLOWER ARRANGEMENT生け花 FLOWER ARRANGEMENT

音楽 MUSIC音楽 MUSIC

有料
体験 有料

体験

フレッシュフラワー（資格取得可）

● 第1日曜日  ● 10：30～12：30 
● 月謝／3,500円

申込締切3/25　11：00～12：30［体験日＊4/1（日）］

講師 蓼科 洋子

体験料／500円　材料費／3,000円程度

持ち物／花ばさみ、タオル、持ち帰り袋

有料
体験

プリザーブドフラワー（資格取得可）
● 第1日曜日  ● 13：30～15：30 ●月謝／2,500円

申込締切3/25　13：30～15：00
定員／10名
［体験日＊4/1（日）］

講師 蓼科 洋子

材料費／2,500円程度

持ち物／クラフトばさみ（ワイヤーも切れるもの）、
ピンセット、持ち帰り袋

冷え性・肩こり・腰痛のための
真向法
● 毎週月曜日  
● 10：15～12：00 
● 月謝／3,500円

［体験日＊3/5（月）・3/19（月）］
各日10：15～12：00

持ち物／飲み物、バスタオル、フェイスタオル

対象／70才まで 講師 上野 けいこ

骨盤・背骨調整
ピラティス
● 第1・3水曜日  
● 10：30～11：30 
● 月謝／4,000円

各日10：30～11：30　定員／3名
［体験日＊3/7（水）・3/21（水）］
持ち物／飲み物、バスタオル、ハンドタオル

講師 高根 笑

シニア向け
リフレッシュストレッチ

● 第2・4木曜日  ● 10：30～11：30 
● 月謝／3,000円

各日10：30～11：30
［体験日＊3/8（木）・4/12（木）］
持ち物／飲み物、タオル、動きやすい服装

対象／女性、45～70才
講師 鈴木 ひかる

自彊術（健康体操）
● 毎週金曜日  
● 10：15～11：45 
● 月謝／4,000円

各日10：30～12：00　定員／10名

［体験日＊3/9（金）・
 3/16（金）・3/23（金）］

持ち物／飲み物、バスタオル

講師 松村 正子

気功と太極拳
● 毎週土曜日  
● 10：30～12：00 
● 月謝／4,000円

各日10：30～12：00

［体験日＊3/10（土）・
 3/17（土）］

持ち物／上靴、タオル

講師 森川 正則

ソシアルダンス
● 毎週金曜日  
● （初級）13：00～14：00
　 （中級）14：15～15：15
● 月謝／各6,000円

（初級）各日13：00～14：00
（中級）各日14：15～15：15

［体験日＊3/23（金）・4/6（金）］

講師 三谷 ちづる
やさしいタップダンス

● 月3回日曜日
● 14：30～15：30
● 月謝／7,500円

14：30～15：30
［体験日＊4/15（日）］

講師 奥田 けいこ

持ち物／上靴

体のゆがみを改善するための
体幹講座
● 第2・4月曜日  
● 13：00～14：00 
● 月謝／3,000円

各日13：00～14：00
［体験日＊3/12（月）・3/26（月）］

講師 岡野 裕太

パワーヨガ
● 第2・4土曜日  
● 19：00～20：30 
● 月謝／3,000円

各日19：00～20：30
［体験日＊3/10（土）・3/24（土）］

持ち物／飲み物、動きやすい服装、
あればヨガマット

講師 中岩 さつき

フラメンコ舞踊
● 第2・4日曜日
● （入　 門）10：30～12：00  月謝／4,000円
● （初・中級）12：30～14：00  月謝／4,500円

（入門）10：30～12：00・（初・中級）12：30～14：00
定員／5名［体験日＊3/11（日）］

持ち物／あればフレアースカート、
かかとの少し高いパンプス

講師 西川 貞代 井上ケイ・リマナフラスタジオ
アロハフラ
● 月3回水曜日
● 13：00～14：20、 14：20～15：40
● 月謝／各4,500円

各日13：00～14：20
［体験日＊3/14（水）・3/28（水）］
持ち物／ギャザースカート

講師 井上ケイ・リマナフラスタジオ

フラダンス入門

● 第2・4日曜日  
● 16：00～17：15 
● 月謝／3,000円

各日16：00～17：15
［体験日＊3/11（日）・3/25（日）］

講師 佐々木 美香
対象／小学4年生～

新極真会空手教室

● 毎週火曜日  
● 19：00～20：30 
● 月謝／6,000円

19：00～20：30
［体験日＊3/13（火）］

講師 中嶋 幸作
対象／中学生～

大人のためのバレエ趣味講座

● 第1・3木曜日  
● 10：30～11：30 
● 月謝／3,000円

10：30～11：30　定員／6名
［体験日＊3/15（木）］

持ち物／靴下（あればバレエシューズ）

講師 岸田 麻里・鈴木 ひかる
対象／30才～

大人のクラシックバレエ

● 毎週水曜日  
● 19：30～21：00 
● 月謝／5,000円

19：30～21：00
［体験日＊3/21（水）］

講師 羽角 眞弓
対象／中学生～

持ち物／運動できる服装

Jazz Hip Hop

● 第1・3土曜日  
● 19：00～20：30 
● 月謝／3,000円

各日19：00～20：30　定員／5名
［体験日＊3/17（土）・4/7（土）］

講師 NAHO

持ち物／飲み物、スニーカー

対象／小学5年生～

ママさん
ストリートダンス
● 第2・4火曜日  
● 10：30～11：30 
● 月謝／3,000円

10：30～11：30
［体験日＊3/13（火）］

講師 NAOTO

持ち物／上靴

アロマビューティーヨガ
● 第1・3日曜日  
● 10：10～11：30 
● 月謝／3,000円

定員／5名　各日10：10～11：30
［体験日＊3/18（日）・4/1（日）］

講師 EMIKO

持ち物／飲み物、あればヨガマット

対象／女性

体験料／1,000円

有料
体験

リフレッシュヨガ
● 第1・3木曜日  
● 13：00～14：15 
● 月謝／3,000円

［体験日＊3/15（木）・4/5（木）］

講師 EMIKO対象／女性

体験料／1,000円

持ち物／飲み物、あればヨガマット

定員／5名　各日13：00～14：15

有料
体験

運動できる服装で
お越しください。
必要な方は飲み物、
タオルをご持参ください

ロックダンスキッズ／ロックダンス
講師 NAOTO

● 毎週金曜日 
● 17：30～19：00 
● 月謝／6,000円

17：30～19：00
［体験日＊4/6（金）］

19：00～20：00
［体験日＊4/6（金）］

持ち物／上靴

● 毎週金曜日 
● 19：00～20：00 
● 月謝／4,500円 持ち物／上靴

ロックダンスキッズ
対象／小学2年生～中学生

ロックダンス
対象／小学5年生～大人

ストリートダンス リトル／キッズ／ジュニア

● 毎週木曜日 
● 18：30～19：30 
● 月謝／4,500円 持ち物／上靴

● 毎週木曜日 
● 19：30～20：30 
● 月謝／4,500円 持ち物／上靴

● 毎週金曜日 
● 16：30～17：30 
● 月謝／4,500円 持ち物／上靴

キッズ
対象／小学1年生～4年生

ジュニア
対象／小学5年生～中学生

リトル
対象／3才～小学2年生

講師 NAOTO

18：30～19：30
［体験日＊4/5（木）］

19：30～20：30
［体験日＊4/5（木）］

16：30～17：30
［体験日＊4/6（金）］（年少・年中）各日15：00～16：00・（年長）各日16：00～17：00

（ 小 学 生 ）各日17：00～18：00

［体験日＊3/8（木）・3/15（木）］

● 月3回木曜日 
● （年少・年中）15：00～16：00、 （年長）16：00～17：00、
　 （小 学 生）17：00～18：00
● 月謝／各5,000円 持ち物／運動のできる服装、タオル、飲み物

カワイ体育教室
対象／年少～小学3年生 講師 野原 昭

定員／各8名

月／16：30～18：30・
水／16：00～18：00（各日1時間程度）

［体験日＊3/19（月）・3/26（月）・3/28（水）］

● 毎週月・水曜日（週2回）
● 月／16：30～18：30・水／16：00～18：00
　（各日1時間程度）
● 月謝／5,000円
持ち物／あれば そろばん

そろばん・あんざん教室
対象／年中～ 講師 高橋 千恵

本多恵子バレエ学園 こどもクラシックバレエ
講師 中川 理絵
● 毎週土曜日 ● 月謝／各6,000円
対象／3才～小学2年生 対象／小学3年生～中学生
● 16：30～17：30 ● 17：30～18：30 
持ち物／動きやすい服装、汚れてもいい靴下
（あればバレエシューズ、レオタード、タイツ）

（3才～小学2年生）16：30～17：30
（小学3年生～中学生）17：30～18：30

定員／1名～10名［体験日＊4/14（土）］

● 毎週土曜日 
● 13：30～14：30 
● 月謝／（1人）2,000円・（親子）3,000円
持ち物／動きやすい服装、靴下（あればバレエシューズ）

楽しいバレエ趣味講座
対象／5才～大人
講師 鈴木 ひかる・岸田 麻里

定員／8名
13：30～14：30［体験日＊3/10（土）］

クラシックバレエ&
バトントワーリング

12：30～13：30　定員／6名
［体験日＊3/10（土）］

● 毎週土曜日 ● 12：30～13：30 
● 月謝／4,000円
持ち物／動きやすい服装、
靴下（あればバレエシューズ）

対象／6才～高校生 講師 岸田 麻里
講師 中嶋 幸作

火／（4才～小学低学年）16：00～17：00、（小学生）17：30～18：30
土／（4才～小学生）15：00～16：00

［体験日＊3/13（火）・3/17（土）］

新極真会空手教室

● 毎週火曜日 16：00～17：00
　 毎週土曜日 15：00～16：00
● 月謝／（週1回）5,000円、（週2回）7,000円

● 毎週火曜日 17：30～18：30
　 毎週土曜日 15：00～16：00

対象／4才～小学低学年 対象／小学生

各日15：30～18：00の間（1時間程度）
定員／5名

［体験日＊3/5（月）・3/26（月）］

児童習字（月）
対象／幼児～小学6年生
講師 森 要
● 月3回月曜日 
● 15：30～18：00の間
　（1時間程度）
● 月謝／3,500円
持ち物／2B鉛筆、国語ノート、下敷

各日16：30～17：30
［体験日＊3/16（金）・3/23（金）］

児童習字（金）
対象／5才～小学生
講師 北川 洸園
● 月3回金曜日 
● 16：30～17：30
● 月謝／3,300円

持ち物／2B鉛筆、国語ノート（10マス）

こども陶芸
対象／幼児～中学生

各日10：30～11：45

［体験日＊
 3/17（土）・4/7（土）］

講師 長澤好子
● 第1・3土曜日  
● 10：30～11：45 
● 月謝／3,500円
持ち物／エプロン

YOSHIこども造形絵画教室

11：00～12：30、13：00～14：30、
15：00～16：30

申込締切3/21［体験日＊3/25（日）］

材料費／500円程度 材料費／500円程度

対象／幼児～（1人でトイレに行ける人） 講師 YOSHI
月1回 
● 第4日曜日 
● 13：00～14：30、
　 15：00～16：30
● 月謝／1,200円

月2回 
● 第2・4日曜日 
● 11：00～12：30
● 月謝／2,200円

持ち物／筆記用具、絵の具セット、はさみ

YOSHI絵画基本コース

申込締切3/13
18：30～21：00　定員／2名～

ストリート
&

ロックダンス
発表会
3/4（日）

1Fセンタープラザ

● 10：00～12：00 
● 13：00～15：30 


