
カルチャー 検 索https：//culture.gr.jp

この他にも多彩な講座があります!!裏面講座一覧もご覧ください。 ららぽーと湘南平塚 3Fららぽーと湘南平塚 3F ●茅ヶ崎店・湘南店・
　小田原店は姉妹店です。

〒254-8510
神奈川県平塚市天沼10-1
ららぽーと湘南平塚 3階
TEL.0463-24-8711（代）

モバイルからは
こちら　

●一流の講師とすばらしい仲間

マンツーマン
幼児～大人

クラウティ
家族で使える
オンライン英会話

おかげさまで10周年! キャンペーン開催（5/1～8/31）

●講師／クラウティ専属外国人講師

詳しくは
https://www.cloudt.jp/
詳しくは
https://www.cloudt.jp/

■1回10分～ ■無料トライアルレッスンあり

スタンダードプラン（1日最大2回） 4,950円（税込）～
プレミアムプラン（1日最大4回） 8,800円（税込）～

在宅
レッスン

★祝10周年・
　Wポイントキャンペーン★
★祝10周年・
　Wポイントキャンペーン★

120ポイントプレゼント！120ポイントプレゼント！
店頭で新規お申込みの場合、店頭で新規お申込みの場合、

ご継続の場合は20ポイントプレゼント（通常10ポイント）
※1ポイントは10分レッスン1回分（発行より3か月間有効）
WEB申込の場合はご来店特典対象外となります。

カルチャー店頭で申込可（現金でのお支払いのみ）

（通常60ポイント）

初心者のための競馬入門講座
東京競馬場開催（全1回）

【競馬初心者の方限定】馬券の購入方法や新聞の見方を
学べるほか、パドックやバックヤード見学など満喫できます。

受講料 / 3,800円 （入場料・教材費・昼食代含む）
集合時間 /9：30　正門1階入り口付近
開催場所 / 東京競馬場（府中市）
講師 / 競馬解説者他 ※都合により変更になる場合もございます

現地集合・現地解散

登録事務手数料不要

お好きな日にちをお選びください
5/27（土）・6/17（土）
10：00～17：00
★5/17（水）より予約開始
各回定員２４名

NO.2023　05

無料体験
6/6・20(火)

新体操（キッズ）
NEW

Nozomi講師

●第1・3（火）
　16:10～17:00
●受講料 4,730円

それぞれの個性を大切に、
リボンやボール等を使い
色々なことに挑戦します。
楽しく体を動かしましょう！

7/4（火）スタート
３才～幼稚園

7/9（日）スタート
小学生～

無料体験
6/15(木)
教材費500円

鍵盤ハーモニカ
健康に！気軽に楽しむ NEW

杉山　裕子講師

●第1・3（木）
　13:00～14:00
●受講料 5,280円
　教材費 100円

子供教材のイメージです
が、実は奥が深く美しく楽し
く健康的！旅する感覚で世
界の名曲を奏でましょう。

7/6（木）スタート おそろいTシャツ（６回コース）
ワンちゃんとのお散歩に！ NEW

佐々木　まさ子講師

●第2・4（土）
　10:30～12:30
●受講料
　6,600円／月
　教材費別途

ワンちゃんとお揃いの
Tシャツでお散歩しま
しょう。気分もアップ！
楽しいお出掛けになり
ますね！ミシン経験者
の方におすすめです。

6/10（土）スタート

無料体験
6/5(月)

教材費800円

ちりめん教室
色とりどりの小物づくり NEW

ニシヤマ講師

●第1（月）
　13:15～15:15
●受講料 2,970円
　教材費別途

ちりめん素材を使って
干支や縁起物のかわ
いい人形や動物などを
作ります。つるし雛の制
作もいたします。

7/3（月）スタート

無料体験
6/27(火)

三味線・民謡
30分個人 NEW

藤本　秀統講師

●第2・4（火）
　17:00～20:00
●受講料 5,280円

三味線を通じて日本
の文化を学び、趣味
を通して学ぶ楽しさを
実感し、先人が残され
た曲を後世につない
でいきましょう。

7/11（火）スタート

無料体験
6/11・25(日)
教材費550円

絵画教室
小学生からの NEW

土屋　みづほ講師

●第2・4（日）
　13:30～15:30
●受講料 4,620円
　教材費別途

観察して実感する大きさや
色を見つけて、描くことから
スタートします。好きな画材
を使って絵を描きましょう。

エンゼルトランペットのカジュアルバッグ（全３回）
NEW

露木　容子講師

●第4（火）
　13:00～15:00
●受講料
　8,160円（全３回）
　教材費別途

やさしい色味のコロン
と可愛い☆お出かけ
バッグです。初心者の
方でも安心な「しつけ
済のキット」からすぐに
スタートできます。

6/27（火）スタート

一日体験
6/7(水)

体験費550円
教材費250円

切り絵
オリジナル作品を作ろう！ NEW

石原　敏雄講師

●第1・3（水）
　13:30～15:30
●受講料 4,840円
　教材費別途

カリキュラムに沿って丁寧
にご指導いたします。絵の
描けない方もオリジナル作
品を作れるようになります。

7/5（水）スタート

無料体験
6/13・27(火)

詩吟
声を出して健康に！ NEW

加藤　契秀講師

●第2・4（火）
　16:00～18:00
●受講料 3,850円

漢詩などに節をつ
けて声を出します。
歴史好きな方や誤
飲防止に喉を鍛え
たい方にもおすす
めです。歌うことが
苦手な方も挑戦で
きます。

7/11（火）スタート 感動写真教室（全３回）
NEW

宮本　英治講師
●第1（月）10:30～12:30
●受講料 11,550円（全３回）

カメラの基礎と
野外撮影のコ
ツを学ぶ「教室
レッスン」と鎌
倉での「野外
撮影」を通し
て、感動的な自
然風景や花々
を撮れるよう丁
寧にご指導し
ます。

6/5（月）スタート

無料体験
6/10・24(土)

土曜日の太極拳
NEW

清水　由紀代講師

●第2・4（土）
　10:30～12:00
●受講料 6,050円

心を静め身体をリラッ
クスさせ、全身ゆっくり
と、のびやかに、滞る
所なく心も身体も健
康になりましょう。

7/8（土）スタート エンジェルオラクルカード講座（全６回）
NEW

荻本　裕黎依講師

●第4（土）
　12:00～13:00
●受講料 19,800円（全６回）
　教材費別途

明日も笑顔でいる
ために、心癒され
るエンジェルオラ
クルカードに触れ
ながら、いま抱え
ている問題の解
決ポイントを学べ
る講座です。

6/24（土）スタート

無料体験
6/1(木)

教材費2,200円

モディスティーエアフラワー
抗菌・消臭・空気触媒 NEW

佐藤　保江講師

●第1（木）
　13:00～15:00
●受講料 2,640円
　教材費別途

無光触媒加工の花材で作る
フラワーアレンジメント。消臭・
防汚効果があり部屋を綺麗
に保ちます。埃が付きにくい
のでお手入れしやすいです。

7/6（木）スタート

無料体験
5/26(金)
教材費550円

かな書道
NEW

富岡　真華講師

●第4（金）
　13:00～14:30
●受講料 2,860円
　教材費別途

流麗な「かな文字」を初心者
の方から、丁寧にご指導いた
します。

6/23（金）スタート

無料体験
6/10・24(土)

韓国語超入門
全くの初心者の方へ NEW

朴　京姫講師

●第2・4（土）
　15:20～16:20
●受講料 6,050円
　テキスト代別途

韓国ドラマやK-POP
などでより身近になっ
た韓国語を丁寧に
学んでみませんか。
韓国語を全く学んだ
ことのない方限定の
クラスです。

7/8（土）スタート

無料体験
5/29(月)

マージャン教室
はじめてみよう！ NEW

高見沢　治幸講師

●第1・3（月）
　10:15～12:15
●受講料 5,280円
　テキスト代別途

全く初めての人、
ゲームが苦手な人
でも大丈夫。教室
経験４２年のベテ
ラン講師が丁寧に
教えます。

6/5（月）スタート

無料体験
6/13・27(火)

フランス語（入門～初級）
NEW

Ｒｉｏｕ講師

●第2・4（火）
　11:10～12:10
●受講料 5,500円
　教材費別途

初心者の方、もう一度学び
直したい方へのクラスです。
フランスの豆知識なども交え
て楽しくレッスンしていきます。

7/11（火）スタート 布草履
素足で健康に！ NEW

こやぎ講師

●第4（火）
　13:30～15:30
●受講料 2,970円
　教材費別途

布で編んで作る自
分だけの布草履！外
反母趾やむくみ腰
痛にも良いと言わ
れています。

6/27(火）スタート カラー＆メイク教室（全３回）
好印象★きちんと感も NEW

明石　江利子講師

●第4（月）
　10:30～12:00
●受講料 8,250円（全３回）

6/26 カラー(自分
に似合う色がわか
ります)
7/24 メイク(似合
う色でフルメイク)
8/28 メイク(復習
＆お一人ずつワン
ポイントアドバイス)

6/26（月）スタート

一日体験
5/22・6/12(月)
体験費1,100円
教材費550円

子供の硬筆と毛筆
きれいな字を目指して(年長～） おすすめ

佐藤　美翠講師

●第2・4（月）
　16:30～18:00
●受講料 5,280円
　教材費 550円

楽しみながらきれいな
字を書けるように、競
書誌、学校の教科書
を基本に指導します。

年長～

子どもの書道(木）
おすすめ

清田　小弓講師

●第1・3（木）
　17:00～19:00
●受講料 4,290円
　教材費別途

基本を大切に！小学校教科書
「新しい書写」の書体でお伝えし
ます。夏・冬の学校自由課題の
提出や文部科学省検定・武道
館書初め等にも挑戦できます。

園児～

一日体験
6/26(月)

体験費1,100円
教材費1,000円

ビーズクロッシェ
かぎ針で編む おすすめ

木曾　いづみ講師

●第4（月）
　13:00～15:00
●受講料 2,640円
　教材費別途

かぎ針を使って編むジュエリーを基
礎から学びましょう。ビーズを使った
かぎ針編みのアクセサリーを初心
者の方から丁寧にお教え致します。

一日体験
5/19・6/2(金)

体験費1,100円 教材費500円一日体験
6/15(木)

体験費1,100円 教材費500円

水彩画と日本画
これから始める おすすめ

武井　好之講師

●第1・3（金）13:30～15:30
●受講料 5,280円
　教材費 550円

水彩画と日本画をこれから描いてみ
たい方のための初心者歓迎クラスで
す。ご興味のある画材で始めて、様々
な技法を丁寧に指導いたします。

一日体験
6/1・15(木)
体験費1,100円

健康ピラティス
運動が苦手でもOK おすすめ

武藤　智子講師

●第1・3（木）
　10:30～11:30
●受講料 5,280円

運動が苦手でも
OK！フラメンコバ
イレ（舞踏家）によ
るボディメンテナ
ンス・ピラティス。
やさしい動きで美
姿勢と体幹を鍛
えましょう

登録事務手数料不要

登録事務手数料不要

登録事務手数料不要

イメージの木を作ってみよう
夏休み工作 1DAY

土屋　みづほ講師

●7/30(日)
　13:30～15:30
●受講料 1,100円
　教材費 200円

紙に描いた想像
してみた木をカ
ラーペーパーなど
を使って立体作
品へと仕上げま
す。私だけの１本
の木を作ってみま
しょう。

小学生～

夏休み書道
1DAY

清田　小弓講師

●8/5（土）
　12:30～14:00
●受講料 1,100円

夏休み自由課題に
挑戦してみませんか？
氏名の練習から半紙
作品仕上げ迄お伝え
致します。

小学生～中学生 スマホ用ミニポーチ
夏素材でつくる 1DAY

中馬　悦子講師

●8/6(日)
　13:30～15:30
●受講料 1,100円
　教材費 600円

かぎ針編みで作る簡
単ミニポーチです。ス
マホ以外にもドリンク
ホルダーとしてもおす
すめです！

講座のご案内
2023年 夏号

❶受講継続キャンペーン
受講料割引 ・2023年8月までに受講開始の方

・2024年2月まで継続受講の方対象

❷体験当日の受講申込で
（一部除く）

体験費キャッシュバック（  　 ）6/30
まで
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平塚駅

宮の前 榎木町

ららぽーと
湘南平塚店

カルチャープラザ平塚

●（株）カルチャーは全国100ヶ所以上の店舗がございます。
お問い合わせ・お申し込みは 0120-078-711

TOEICはエデュケーショナ
ル・テスティング・サービス
（ETS）の登録商標です。この
印刷物はETSの検討を受け
またはその承認を得たもので
はありません。

姉妹店のご案内
茅ヶ崎店・湘南店・小田原店は

姉妹店です。
個人情報について

受講申込みの際には、氏名、住所、電話番号、メールアド
レスなどのご記入をお願いしております。講座に関する
連絡や、サービス向上を図る目的で利用させていただき
ますが、個人情報の機密保持には万全を期しております
ので、ご協力をお願い申し上げます。

表記の金額は全て税込です
検 索姉妹校

●登録事務手数料は2,200円です。●70才以上の方、
18才以下の方は1,100円です。●3年を超えて受講実
績がないと自然退会になります。※詳しくは、受付に用意
した『受講のご案内』をご覧下さい。●都合により開講で
きないこともあります。●別途運営維持費を頂きます。

受講のご案内シニア・
18才以下の特典！！
登録事務手数料
2,200円 1,100円
70才以上、
18才以下の
ご新規

半額

地域
限定
番号®

※体験会は予約が必要です。
　まずはお電話でどうぞ！ 0120-078-711体験当日の受講申込で体験費 キャッシュバック（一部除く） 6/30金

まで

※空席状況については事前にお問い合せ下さい。各講座とも満席になり次第申し込み締切りとなります。★印は午後６時以降のレッスンです。	 平塚　No.2023　05

美術コース 運営維持費250円

講　座　名 講　　師 曜	日 時　間 受講料（1ヶ月）
楽しく描こう絵画教室 二科会理事　西湘美術協会会務委員

香川　　猛 月②④ 14：00～16：00 5,280円教材費550円
これから始める
水彩画と日本画

東京藝術大学大学院美術研究科 日本画専攻修了
武井　好之 金①③ 13：30～15：30 5,280円教材費550円

スケッチ＆水彩画 東京藝術大学大学院日本画修了 日本画家
内山　　徹 土② 10：15～12：15 2,640円教材費110円

初歩からの透明水彩画 東京藝術大学博士課程 日本画満期修了
横山　貴裕 水② 13：00～15：30 3,630円教材費550円

はじめての
透 明 水 彩 画

武蔵野美術大学卒 日本美術家連盟会員 国画会元準会員
表　　康子 月②④ 10：30～12：30 5,280円教材費550円

ポスターカラーで描く
写 実 風 景 画

湘南イラストレーター
北　　英明 火①③ 13：30～15：30 5,280円

重ねた色の魅力を感じる
色 鉛 筆 画

色鉛筆画家 東京造形大学絵画専攻卒
横山　大河 日②④ 10：30～12：30 5,390円教材費550円

色えんぴつ絵描き講座 色鉛筆画家
弥永　和千 土③ 10：30～12：30 3,630円

一から始める 
鉛 筆 画 教 室

鉛筆画家
小倉　秀仁 水①③ 10：15～12：15 5,280円教材費550円

はじめての
ボタニカルアート

植物画家 第25回園芸ガイド賞受賞
中村　美生 木②④ 10：15～12：15 5,280円教材費別途

脳と心が喜ぶ　誰もが楽しめる
感性アート教室

臨床美術士
伊與田　喜代美 土① 13：00～15：00 2,420円教材費1,000円

水と墨の融合の趣
水墨画・墨彩画

千墨会理事
佐田富　紫陽 水②④ 10：15～12：15 5,280円教材費550円

じっくり楽しむ 
俳 　 画

全日本俳画穂有会講師
田島　祐有 月② 13：00～15：00 2,640円教材費886円

ヘタでいい、ヘタがいい
絵 手 紙

日本絵手紙協会公認講師
鈴木　リツ子 木① 10：15～12：15 2,640円教材費250円

チョークアート 墨遊ぶじゅん、企画・デザイン・自由創作アトリエ・Yattemire主宰
Bujung 木①③ 10：30～12：30 5,280円教材費別途

佛 像 彫 刻 浄雲会講師
工藤　幸男 日①③ 10：15～12：15 23,760円3ヵ月5回コース

教材費別途

書道コース 運営維持費250円

か な 書 道 青華書道会主宰　聖園女学院講師
富岡　真華 金④	 13：00～14：30

6/23（金）スタート
2,860円
教材費別途

百人一首で学ぶかな書道 かな書道作家
神山　紀子 月①③ 15：30～17：00 5,280円教材費340円（お手本代）

文部科学省の書写検定も指導
書 道（基礎から実用へ） 文部科学省後援　

毛筆書写技能検定指導者認定
書道家清田　小弓

火②④ 13：30～15：30 5,280円教材費別途

書 を 楽 し む 木③ 10：30～12：30 2,640円教材費別途
基本から学ぶ漢字書道 
書 道

啓明書道会審査同人　日本書道家連盟評議員
原　　香堤 水②④ 10：15～12：15 5,500円教材費770円

もう一度学ぶ 
初めからの書道

日本教育書道連盟師範　
アトリエ楓水主宰
西村　教子

木②④ 13：00～14：30 5,280円教材費100円

これから書を始めたい方も歓迎します
火 曜 書 道 火③	 13：00～14：30 2,640円教材費100円
自分と向き合う 
火 曜 書 道 火① 11：00～12：30 2,640円教材費100円
普段の字を正しく、美しく！
美 文 字 講 座

かな書道作家
神山　紀子 月①③	 ★18：30～20：00 4,620円教材費100円

心に花を咲かせよう
永田紗戀の花咲く書道® 花咲く書道®認定講師

前川　浩子 木④ 13：30～15：30 2,970円教材費別途

花 文 字 日本花文字の会
暁　佐智子 土① 14：00～15：30 2,640円教材費別途 

初回教材費3,880円
和文字・英字
おしゃれ文字で季節のカード

創書家 ブラッシュカリグラファー
さとだてゆめこ。 土② 13：00～14：30 2,970円教材費別途

美しい西洋の書道
カリグラフィー

カリグラファーズギルド会員
土居　秋子 木②④ 15：30～17：30 5,280円教材費別途

運営維持費250円教養・語学コース
俳 句 俳人協会会員

内藤　　繁 金③ 10：15～12：15 2,420円

朗 読 教 室 フリーアナウンサー
品川　美咲子 水① 13：00～14：30 3,300円教材費200円

30分個人レッスン
英 会 話

ジャパンタイムズアカデミー認定講師 英語検定1級保持者
田中　敬一 木 10：30～13：00 9,680円テキスト代別途

初心者からの
英 会 話

（グループレッスン）
ジャパンタイムズアカデミー認定
英会話講師
田中　敬一

木①③ 14：30～15：30 5,500円

ＴＯＥＩＣⓇＬｌＳＴＥＮＩＮＧ AND ＲＥＡＤＩＮＧ ＴＥＳＴ
スコアアップ講座 土 17：15～18：15 13,860円★18：30～19：30
家族で使える
オンライン英会話 クラウティ
（マンツーマン在宅レッスン）

クラウティ専属
外国人講師

全曜日
（別途休講日
あり）

8：00～24：00
※プランにより異なります
（1回10分〜）

4,950円～
※ご来店申込特典あり

（詳細は店舗に
お問合せください）

韓 国 語 韓国語講師
高麗大学校韓国語教師
養成課程履修
車　　有仁

木
②
④
中級Ⅰ 11：30～12：40 6,050円

テキスト代別途中級Ⅱ 10：10～11：20
月
②
④中級 ★18：30～19：40 6,050円テキスト代別途

ゼロからはじめる韓国語 金
②
④初級 14：00～15：10 6,050円テキスト代別途

韓 国 語 入 門 金②④	 15：20～16：30 6,050円テキスト代別途
全くの初心者の方へ
韓国語超入門 韓国語講師

朴　京姫
土②④	 15：20～16：207/8（土）スタート

6,050円
テキスト代別途

はじめての韓国語 土②④ 14：00～15：00 6,050円テキスト代別途

40分個人レッスン
中 国 語

中国語講師
于　　杰

日 14：00～17：00 9,680円テキスト代別途

水②④ 13：00～16：40 5,940円テキスト代別途

フ ラ ン ス 語
（入門～初級）

アンジェ・カトリック大学卒業
Riou 火②④	 11：10～12：107/11（火）スタート

5,500円
教材費別途

フランス語（中級）アンジェ・カトリック大学卒業
Riou 火②④ 10：05～11：05 5,500円教材費別途

大人のそろばん サクセスメイツ専任講師 火①③ 10：30～12：00 5,500円

運営維持費250円趣味コース
はじめてみよう！
マージャン教室

日本健康麻将協会理事　
レッスンプロ
高見沢　治幸

月①③	 10：15～12：156/5（月）スタート
5,280円
テキスト代別途

楽しい趣味として！
女性マージャン入門

ニューロン麻雀スクール講師
星野　いづみ 水 10：15～12：45 7,920円教材費ニューロン

公式教本1,000円

感動写真教室
（全３回）

感動写真体験会主催　
全日写真連盟会員
宮本　英治

月①	 10：30～12：30
6/5（月）スタート

11,550円
（全３回）

エンジェルオラクル
カード講座 （全６回）

占術鑑定士
荻本　裕黎依 土④	 12：00～13：00

6/24（土）スタート

19,800円
（全６回）
初回教材
3,630円

40分個人レッスン
奇跡を引き起こす魔法
個人スピリチュアル講座

ライフカウンセラー
Sachiko 日③	 13：00～16：10

5/21（日）スタート 3,630円

はじめての楽しい心理学 心理カウンセラー
沙魚川　雅浩 水③ 13：00～14：30 2,640円テキスト代別途

好印象★きちんと感も
カラー＆メイク教室

（全３回）

メイクアップアドバイザー
明石　江利子 月④	 10：30～12：00

6/26（月）スタート
8,250円

（全３回）

手工芸コース （教材費別途）
運営維持費250円

講　座　名 講　　師 曜	日 時　間 受講料（1ヶ月）

ステンドグラス
日本ステンドグラス連盟会員
グリーンアカデミア オブ ステンドグラス工房グラスギア
青木　　正

日
②
④

入門
10：30～12：30

5,280円
中級 5,940円
上級 7,260円

簡単にカットできる♪
手軽にステンドグラス

日本ステンドグラス普及協会会員 日本手工芸美術協会委員
西山　栄子 金③ 10：15～12：15 2,970円

グ ラ ス ア ー ト 日本グラスアート協会グラスアートインストラクター
加藤　ゆみ子 火③ 10：15～12：15 2,640円

金 継 ぎ (全6回) 漆工房「南鴨庵」漆師
笠川　　晢 火③ 13：30～15：30 19,800円（6回分）

初回教材13,200円
ヌメ革で作る
レザークラフト

jbrain craft 代表
福嶋　　淳 金④ 10：15～12：15 3,520円

ハワイアンキルト キルトレラ主宰
菅沼　京子 金② 13：45～15：45 3,960円

ハワイアンキルト＆パッチワーク （公財）日本生涯学習協議会
認定講師
フラッグ キルト（主宰 佐藤久美子）
認定講師
露木　容子

火②④ 13：00～15：00 5,280円
エンゼルトランペットの
カジュアルバッグ（全３回）

火④ 13：00～15：00
6/27（火）スタート

8,160円
（全３回）
教材費別途

素足で健康に！
布 草 履

こやぎの布草履
こやぎ 火④ 13：30～15：30

6/27(火）スタート
2,970円
教材費別途

山ぶどうでバッグ作り 山ぶどう工芸作家
HIROMI 火① 13：30～15：30 3,300円教材費別途

糸で繋がるART
糸 か け ア ー ト

糸かけデザイン研究所公認特級講師
福山　真咲子 土③	 10：15～12：45 3,300円教材費別途

つ ま み 細 工 宮簪學校一期生
月しづく
加藤　美枝子

水③ 13：00～15：00 2,970円
毎日楽しめる小さな手仕事
つ ま み 細 工 火② 10：15～12：15 2,970円
可愛い季節飾り
つ る し 雛 教 室 つるし雛講師

ニシヤマ
月① 10：15～12：15 2,970円

色とりどりの小物づくり
ちりめん教室 月①	 13：15～15：15

7/3（月）スタート
2,970円
教材費別途

中山みどりの羊毛フェルト
愛犬愛猫を作ろう（全４回）

中山みどり羊毛フェルト認定講師
田中　あやこ 金① 13：15～15：45 15,840円（4回）

教材費別途
初心者でも楽しく
七宝アクセサリー

七宝ジュエリー作家
中村　あずさ 水① 10：15～12：15 2,970円教材費1,000円

ソープカービング ソープカービングアーティスト
Seri 月③ 10：30～12：30 3,300円教材費430円

基本から応用まで学べる
プリザ＆ドライフラワー

Sweet Rose代表　EPJ認定講師　NFD1級講師
夏賀　純子 水④ 13：00～14：30 2,640円

シースルー・クレイフラワー ジュンコ・フローラ・スクール主任教授
上原　由美子 火④ 10：15～12：15 2,970円

本物のお花で作る
レジンアクセサリー

レジュフラワー®認定講師
ほうじょう　くにえ 火② 13：30～15：30 3,300円教材費別途

南米生まれのカラフルなレース
ニャンドゥティ

SilentColor代表 AcademiaMieElena上級コース修了
Fusami 月② 10：30～12：30 3,080円

かぎ針で編む
ビーズクロッシェ まだむてぃえ〜る主宰

クロッシェ講師
木曾　いづみ

月④ 13：00～15：00 2,640円
ク ロ ッ シ ェ
お好きな色で楽しく作れる
はじめてのクラフトバンド

クラフトバンドエコロジー協会認定講師
千葉　真由子 金② 10：30～12：30 2,970円

オリジナル作品を作ろう！
切 り 絵

伊香保切り絵作家協会会員
石原　敏雄 水①③	 13：30～15：307/5（水）スタート

4,840円
教材費別途

服飾・着付コース 運営維持費250円
初心者でも簡単！
前開きベストを編もう！（全３回） 文部省認定編物レース編

技能検定審査委員
中馬　悦子

月② 10：30～12：30 7,920円教材費別途
楽しい 
編 み も の 教 室 月②④ 10：30～12：30 5,280円教材費別途

ワンちゃんとのお散歩に！
おそろいTシャツ

（６回コース）

一般社団法人
日本ペット服手作り協会®

ドッグウェアクリエイター®

認定講師
佐々木　まさ子

土②④	 10：30～12：306/10（土）スタート
6,600円／月
教材費別途

装 道 着 付
（社）きものコンサルタント協会認定校
装道きもの学院認定講師
渡辺　惠子

金①③ 10：30～12：30 5,280円

音楽コース （教材費別途）
運営維持費250円

はじめての声楽
イタリア語の歌をうたいましょう

声楽家　山口音楽教室代表
山口　尚子 水②④ 13：05～14：05 5,280円

人生に音楽を！
合 唱 教 室

YAMAHA認定講師
秋山　郁子 土③ 10：30～11：30 2,750円テキスト代別途

ゴ ス ペ ル ゴスペルシンガー
増村　高樹 木②④ ★18：30～20：00 5,940円

声を出して健康に！
詩 吟

契秀流吟詠会正師範
加藤　契秀 火②④	 16：00～18：007/11（火）スタート 3,850円

脳がいきいき若返る
脳トレピアノ®教室

ピアノゆうゆう塾®認定講師
兒嶋　麻由美 火①③ 10：30～12：00 5,280円テキスト代 1,100円

エンジョイ♪ウクレレ
はじめようウクレレ

プロハワイアン・シンガー  
2015「ハワイミュージックアワードジャパン」ファイナリスト
ヒロ　青戸 金②④ 10：30～11：50 5,940円

教材費200円12：00～13：20
やさしく弾ける
ウクレレ ソロ教室

（社）日本ギター連盟公認
滝波　嗣雄 月④ 13：00～14：20 3,300円

初めてみよう
クラシックギター教室

(社）日本ギター連盟公認
滝波　嗣雄 月④ 14：30～16：00 3,300円

癒しの音色
二 胡 入 門

二胡上西会
春日　久代 水①③ 15：00～16：30 6,600円

沖 縄 三 線 沖縄三線奏者
橋本　奈苗 水②④ 13：30～15：00 5,940円

金曜の夜は楽しく 
ラテンパーカッション 加藤　ちゃぼ 金③ ★18：20～19：50 2,640円教材費230円

心癒す音色
オ カ リ ナ オカリナ奏者・製作者

波多野　杜邦
月①③ 13：00～14：30 5,280円

はじめてのオカリナ入門 月①③ 14：40～16：10 5,280円
健康に！気軽に楽しむ
鍵盤ハーモニカ

鍵盤ハーモニカ奏者
 （健康美姿勢アドバイザー）
杉山　裕子 木①③	 13：00～14：007/6（木）スタート

5,280円
教材費100円

音楽・個人レッスンコース〈30分〉 （教材費別途）
運営維持費250円

ヴォーカルレッスン 声楽家　国立音楽大学声楽科卒
池田　　徹 木②④ 13：30～20：30 5,940円

声 楽 レ ッ ス ン 声楽家　山口音楽教室代表
山口　尚子

火②④ 10：15～14：15 5,940円
水②④	 10：15～12：45 5,940円

声楽発声レッスン ソプラノ歌手・二期会会員
井上　千佳子 金②④ 10：15～11：45 5,940円

ボイトレで若返り！
HAPPY! 健康ボイス

ボイストレーナー
小林　杏里 月①③ 10：15～16：15 5,940円

サックスを吹こう
洗足学園音楽大学音楽学部
楽器コース卒　サックス奏者
保田　陽子 火②④ 15：00～20：00 6,050円

三味線・民謡 藤本流本部講師
藤本　秀統 火②④	 17：00～20：007/11（火）スタート 5,280円

ピ ア ノ
ピアノ講師
北村　真梨 土 10：30～20：30 8,580円テキスト代別途

ピアノ講師
工藤　由梨子 水①③ 13：00～19：30 5,940円テキスト代別途

年長さんからシニアまで
ピ ア ノ 講 座

国立音楽院認定講師
やまぐち　みかげ 金②④ 13：30～18：00 5,940円

大人のピアノ教室 ピアノ講師
CHIE 火①③ 10：30～17：00 5,940円

日曜日の大人のピアノ 国立音楽院認定講師
やまぐち　みかげ 日①③ 10：30～14：00 5,940円テキスト代別途

生花・フラワーコース （花材費別途）
運営維持費250円

講　座　名 講　　師 曜	日 時　間 受講料（1ヶ月）
いけばな草月流 草月流師範会理事

北島　里夏 金①③ 13：30～15：30 4,180円花材費3,300円

寄せ植え講座
多肉植物を楽しもう！（全4回）

多肉スタイリング協会®

tomo☆maru 月②	 13：30～15：30 10,120円（全4回）
教材費別途

抗菌・消臭・空気触媒
モディスティーエアフラワー

株式会社フラワーデザイナー協会
フィエルテ副理事
佐藤　保江 木①	 13：00～15：00

7/6（木）スタート
2,640円
教材費別途

舞踊・健康コース 運営維持費250円
エンジョイ
社 交 ダ ン ス

NPO法人JCF公認審査委員
元ボールルームA級・ラテンB級
三橋直也・三橋重美

月 10：15～11：15 7,920円

優しく踊れる
エレガンスフラ

フラ・ハラウ・オ・レイラニ代表
小川　美穂子

インストラクター
浅沼　美由紀

金①③ 14：30～15：30
★18：30～19：30 5,280円

フラメンコ基礎 むさしのフラメンコ講師　
武藤　智子 木①③ 11：45～12：45 5,280円

スペイン民族舞踊

フ ラ メ ン コ 財部奈保子フラメンコ
舞踊教室主宰
財部　奈保子

日 10：15～11：25 7,920円
フラメンコ初級 日①③ 11：30～12：30 5,280円（月2回）

ベ リ ー ダ ン ス
オリエンタル ベリーダンス教室
ダンスアラビーナインストラクター

Maya
水②④	 13：30～15：00 6,050円

大人の

K-POPダンス入門
ダンスインストラクター

AYAME 火 中学生～ ★18：50～19：50 7,920円

シニアHIP・HOP Calvo道場主宰　プロダンサー
ICHI 木②④ 11：30～12：30 5,280円

1日の疲れを癒す
ピラティスボール
＆ ホ イ ー ル ヨ ガ

yogajourney主宰
森上　都美

インストラクター
本城　英子

木 ★19：00～20：00 7,260円

ゼロからヨガ
やさしいパワーヨガ

ヨガインストラクター
Arina

水
①
③	

初級 10：15～11：15 5,280円中級 11：30～12：30
体幹ビューティーヨガ ヨガ、骨盤ストレッチインストラクター

TAKI 木①③ 10：30～11：30 5,280円
腰、ひざ、肩の痛みが消える！
エゴスキュー体操

エゴスキュージャパン協会eサイズ認定トレーナー
西山　陽子 月②④ 15：30～16：30 5,280円

姿勢改善ピラティス
ネバダ州立大学公認DKジャパン
ピラティスインストラクター
長本　明美

火①③ 10：15～11：15 5,280円（月2回）

火 7,920円（月4回）
運動が苦手でもOK
健康ピラティス

バイレ・ピラティスインストラクター
むさしのフラメンコ講師
武藤　智子

木①③ 10：30～11：30 5,280円
美と健康のための
大人のやさしいバレエ バレエ講師

元チャイコフスキー記念
東京バレエ団
歌代　多美子

金 ★18：30～20：00 7,920円
代謝を上げて体幹引き締め！
ストレッチ・エクササイズ 月 11：40～12：40 7,700円
フィーリングビューティー
セナレッチ（背中のストレッチ）

セナレッチ神奈川代表　
ファシアインストラクター
小泉　美奈子 木②④	 10：30～11：30 5,280円教材費220円

（初回棒代）
健康寿命を長く、今から介護予防
60 才からの QOL 向上ダンス

日本介護予防ダンス「元気ダンス」
プロフェッショナルアドバイザー
小林　陽子

金②④ 13：40～14：40 5,280円
心も体も健康的に（月2回）
ゆったり健康ストレッチ ネバダ州立大学公認DKジャパン

ピラティスインストラクター
長本　明美

火①③
11：30～12：30

5,280円
心も体も健康的に（月4回）
ゆったり健康ストレッチ 火 7,920円
美しい姿勢で免疫力UP！
姿勢改善ストレッチ

ピラティスインストラクター
mariko 木②④ 13：00～14：00 5,280円

いつまでも元気でいきいき!!
体幹トレーニング体操

FTPピラティス・バレトンソールシンセシス インストラクター
ata 火②④ 10：30～11：30 5,280円

土曜日の太極拳 無限太極拳協会指導員
清水　由紀代

土②④	 10：30～12：007/8（土）スタート 6,050円
太 極 拳 木①③ 13：30～15：00 6,050円
治る力を引き出す
自 彊 術

公益社団法人　自彊術普及会
大﨑　睦子 木②④ 13：00～14：30 4,070円テキスト代別途

自分の力で全身を調整する
リンパ＆骨盤調整

b-i stylist　リンパインストラクター
増田　智子 水②④	 10：30～11：45 5,280円

いざという時に役に立つ
女性でもできる格闘体術

体術Lab　FREEDOMGATE湘南 
村越　昭雄 水①③ 13：30～14：45 5,280円

健 康 キ ッ ク
ボ ク シ ン グ

元プロキックボクサー
佐野　アビディ 金

10：15～11：15
7,260円11：15～12：15

12：15～13：15

合 氣 道
合氣道眞伝会会長
木下　淳人
木下　二郎

月
中学生 ★18：50～19：40 7,700円高校～大学生 8,800円
大人 ★19：40～20：30 9,900円

空 手 教 室 空手アカデミー拳勝館・平塚支部指導員
小屋敷　律子 土 12：30～13：30 6,600円13：30～14：30

幼児・児童コース 運営維持費250円

子ども実験理科室 実験教室講師
真白　あき

火①③	 17：00～18：30 4,180円教材費1,430円

日②④ 13：30～14：30 4,180円教材費1,430円

そ ろ ば ん 教 室 サクセスメイツ専任講師 水
金園児～ 16：30～17：30 9,240円

週2回（月8回）17：40～18：40
家族で使える
オンライン英会話 クラウティ

（マンツーマン在宅レッスン）

クラウティ専属
外国人講師

全曜日
（別途休講日あり）
年中以上

8：00～24：00
※プランにより異なります
（1回10分〜）

4,950円～
※ご来店申込特典あり

（詳細は店舗に
お問合せください）

子ども絵画造形 東京藝術大学卒業　美術講師
土屋　みづほ

日
②
④
5歳～ 10：30～12：30 4,620円教材費550円

小学生からの
絵 画 教 室

日
②
④

小学生～ 13：30～15：30
7/9（日）スタート

4,620円
教材費別途

こども絵画造形 東京造形大学絵画専攻　画家
川田　　茂 水②④ 16：30～18：00 3,630円教材費550円

こども感性アート 臨床美術士
伊與田　喜代美 土① 10：30～12：00 2,640円教材費1,000円

きれいな字を目指して
子供の硬筆と毛筆

書道日本書統漢字師範
佐藤　美翠

月
②
④
年長～ 16：30～18：00 5,280円教材費550円

硬筆と毛筆 
子 ど も 書 道 日本教育書道連盟教授

清田　小弓

土
②
④

年長～中学生 16：30～18：00 4,290円
教材費別途4才～ 15：30～16：30

子 ど も の 書 道
水
①
③園児～ 17：00～19：00 4,290円教材費別途木
①
③

30分個人レッスン
ピ ア ノ

ピアノ講師
北村　真梨 土 10：30～20：30 7,920円（入門）

8,580円（初級）
ピアノ講師
工藤　由梨子 水①③ 14：30～19：30 5,940円テキスト代別途

ジュニアバレエ 西湘ビレッジ主宰
西森　　渚 金3才～幼稚園 16：10～17：00 7,810円

小学生～ 17：00～18：00 7,920円
新体操（キッズ）新体操講師

Nozomi
火
①
③	 ３才～幼稚園 16：10～17：007/4（火）スタート 4,730円

Kids Dance Lesson
Girls Jazz HIP HOP

ダンスインストラクター
MomoNa 水 小学生～ 17：00～18：00 6,600円

★18：00～19：00 6,600円
K-POP アイドルダンス ダンスインストラクター

AYAME 火
小学生 17：30～18：30 7,920円

大人の

K-POPダンス入門 中学生～ ★18：50～19：50 7,920円

キッズHIP・HOP Calvo道場主宰　プロダンサー
ICHI 金②④ 17：30～18：30 5,280円★18：30～19：30

こ ど も 合 氣 道 合氣道眞伝会会長
木下淳人・木下二郎 月年長～小学生 17：50～18：40 7,700円

3歳からの
空 手 教 室

空手アカデミー拳勝館・平塚支部指導員
小屋敷　律子 土3歳～ 10：30～11：30

11：30～12：30 6,600円

日曜の空手教室 剛柔流空手道蒼心会代表師範
上妻　将吾

日 3才～小学生 13：30～14：30 6,490円中学生～大人 14：30～15：30
日
①
③

3才～小学生 13：30～14：30 5,280円中学生～大人 14：30～15：30


