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●一流の講師とすばらしい仲間
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。　※体験・説明会はご予約ください。

〒270-2261  千葉県松戸市常盤平3-10-1 セブンタウン常盤平2階　TEL.047-311-6411（代）
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NEW NEW NEW NEW NEW

NEW おすすめ おすすめ おすすめ おすすめ

おすすめ おすすめ おすすめ おすすめ おすすめ

スペシャル おすすめ おすすめ

2023年 春号

講座のご案内

※詳細は受付にお問い合わせください

プレゼント!
3・4月新規受講のお手続きをされた方
（2023年4/30まで）なくなり次第終了

カルチャー限定ラベル

缶詰ぱん

L637358

家族で使える
オンライン英会話

詳しくは
https://www.cloudt.jp/

■1回25分 ■無料トライアルレッスンあり
●講師／クラウティ専属外国人講師

30回分プレゼント！
（ご継続の場合は5回分プレゼント）
※現金でのお支払のみ

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

店頭で新規お申込みの場合、
★ご来店特典★

在宅
レッスン

学研制作のテキスト使用！店舗で申込可 マンツーマン
幼児～大人

WEB申込の場合はご来店特典対象外となります。

AIで学べるTerraTalkも24H使い放題!
リバーシなどのゲーム対戦で、先生と楽しく英語!!

●5/13・27・6/10・24・7/8・22(土)
13:00～14:30
●受講料24,000円(6回分)
教材費13,000円
（テキスト・限定動画・認定証）

一日体験
4/22(土)13:00～14:00
体験費1,000円 講師 佐久間　水樹

●第1・3(水)
10:30～11:30

●受講料5,280円

一日体験
4/19・5/17(水)
体験費1,000円 講師 小向　芙生

●第2(土)
10:30～12:30
●受講料
　各10,500円
　(3回分)
教材費
B5サイズ4,500円
Lサイズ6,500円

スタート
5/13(土) 講師 前山　陽子

●第1・3(木)
13:30～14:30
●受講料5,280円

一日体験
4/20・5/18(木)
体験費1,000円 講師 hitomi

●第2・3・4(月)
13:00～14:00

●受講料6,930円

一日体験
4/10・17(月)
体験費1,000円 講師 浅沼　則夫

●第1・2・3(木)
10:30～14:00
●受講料8,580円
楽譜代別途

一日体験　要時間予約
4/13・20(木)
体験費1,500円 講師 根岸　亜湖

●第1・3(水)
13:00～17:05

●受講料ペア8,800円
テキスト代別途

一日体験　要時間予約
4/19・5/17(水)
体験費1,500円 講師 藤野　知子

●第1・3(火)
13:00～15:00
●受講料5,280円
教材費130円

一日体験
4/18・5/16(火)
体験費1,000円 講師 長谷川　龍鳳

●第4（水）
13:30～15:00
●受講料2,640円
教材費220円

一日体験
4/26(水)

体験費1,000円
教材費200円 講師 久能　徹

●第1・3(土)
13:30～15:00

●受講料5,280円
教材費224円

一日体験
4/15・5/20(土)
体験費1,000円
教材費100円 講師 夕部　奈穂

●第2・4(火)
10:15～11:00（1～2歳）
11:15～12:00（2～3歳）
●受講料5,170円

一日体験
4/11・5/9(火)
体験費1,000円 講師 後藤　みのり

●第1(月)
14:30～16:00

●受講料2,640円
教材費別途

一日体験
8月末迄

体験費1,000円　教材費400円

講師 祥光

●第4(木)
13:00～15:00
●受講料2,420円
花材費別途

一日体験
8月末迄

体験費1,000円
教材費3,300円 講師 塚本　規子

●第1・3(金)
14:00～15:30
●受講料6,710円
資料代別途

一日体験
8月末迄

体験費1,000円 講師 小川　景司

●毎週(木)
10:30～12:00

●受講料8,030円

一日体験
8月末迄

体験費1,000円 講師 中山　明徳

●第1・3(月)
10:10～13:30
●受講料7,590円

一日体験　要時間予約
8月末迄

体験費1,500円 講師 海老原　あや子

●第1・3(月)
13:00～16:40

●受講料5,170円

一日体験　要時間予約
8月末迄

体験費1,500円 講師 根岸　弥ゑ蔵

●第2・4(火)
10:30～18:30
●受講料6,050円

一日体験　要時間予約
8月末迄

体験費1,500円 講師 KAORI

●第1・3(金)
10:30～13:00
●受講料5,170円

一日体験　要時間予約
8月末迄

体験費1,500円 講師 ジミー　大越

●第1・3(日)
11:00～15:30

●受講料5,280円

一日体験　要時間予約
8月末迄

体験費1,500円 講師 岡田　豊子

●5/17・8/2(水)
10:10～12:10
●受講料
　各2,640円
教材費
パンダ1,650円
パン時計3,300円

【登録事務手数料不要】 講師 仲田　亜由美

●毎週(木)
17:00～18:30

●受講料7,260円

一日体験
8月末迄

体験費1,000円 講師 入谷　真央

●第1・3(土)
16:30～17:30
（幼稚園児～小4）
17:45～18:45
（小5～おとな）
●受講料4,400円

一日体験
8月末迄

体験費1,000円

講師 ツカサ

腸が変われば心も体も変わる！

美腸ストレッチ＆プランナー認定講座　
心も体も健康に

ここちヨガ
3回で1作品

ジュエリーバッグⓇ
シニアからの

やさしいトレーニング教室
立ち姿が美しい

ソシアルダンス

初心者から経験者まで

クラシックピアノ
旅を楽しむ

英会話
大きな声でストレス解消

やさしい詩吟教室
暮らしの智慧がいっぱい

仏典に親しもう
世界大会も開かれる

ラ・ラ・ラ・口笛♪ 小学生～おとな

音楽で育むこころと体

ママとハッピーリトミック キッズ

心穏やかに

初めての写経教室
素敵なフラワーライフ

アレンジFlower
歌う楽しさを身につけましょう

やさしいシャンソン
一楽庵の

気功太極拳

いちからはじめる英会話

英会話
端唄･俗曲

三味線てほどき
特別な時間の過ごし方

KAORIピアノ教室
人前で歌うのが“もっと”楽しくなる

大人のカラオケ教室
初心者から経験者まで

日曜ピアノ教室

羊毛フェルトの

かわいい小物づくり キッズ～大人

基礎から楽しく！

楽しいバレエ☆キッズ 小学生

憧れのアーティスト・アイドルに！

なりきりダンス！ キッズ

腸のタイプは様々です。自分の
腸にあった食事・運動・腸もみの
セルフケアでスッキリ腸内環境
を整えます。美腸ストレッチで夏
に向けた便秘対策も！【全6回】

呼吸は自然に任せてリ
ラックス。その日、その
時々の体の感覚や呼
吸の流れに気づきなが
ら練習をします。

5～7月「B5サイズトート」8～10月「Lサイズトート」 これからの元気な生活
のために1番重要とされ
る脚力を中心に筋力を
アップを目指します。

無理のない踊りが特徴で年
齢に関係なく立ち姿が美しい、
どなたでも楽しめる社交ダンス
です。（グループレッスン）

ベースはしっかりとしたクラ
シックを学びながら、憧れの
曲やお好きな曲が弾けるよう
に、サポートしていきます。
（個人レッスン30分）

ショッピングや外食など
で使えるフレーズを身に
つけて楽しい旅のひとと
きを。ご家族やご友人な
ど、ペアでご参加くださ
い。（ペア45分）

腹式呼吸で声を出すこ
とで健康増進につなが
ります。詩吟とともに歴
史を学び教養を高めま
しょう。

般若心経や観音経に書かれた、令和を生きるわたしたち
が楽しく元気に毎日を送るための智慧を読み解きます。

初心者から上級者まで、誰でも楽しめる口笛をピアノ伴奏
とともに丁寧にご指導します。課題曲例「大きな古時計」
「糸」ほか

何よりもまわりの人がお手
本の物まねの時期です。ま
ねっこをしながら吸収してい
く力をリトミックで自然につ
けていきます。

日常から離れ
無 心 になり
276文字とじっ
くり向き合い
一文字一文字
心を込めて書
いてみてくださ
い。

おしゃれなパリスタイルの生花
を中心にアーティフィシャルフラ
ワー等バリエーション豊富なア
レンジが楽しめます。

ストレッチや発声練習か
ら始め、譜面の行き方
やリズムなどを確認しな
がら1曲を4回で仕上げ
ていきます。

空手や舞踊を基礎とし、ストレッチと柔軟動作を加え日本
人向けに開発された太極拳で心と身体を整えましょう。

レベルやご希望に合わせた
テーラーメイドのレッスン。発
音や読み方を中心に楽しく無
理なく自由に進めて参ります。
（個人レッスン40分）

江戸庶民が楽しんだ流
行歌、端唄・俗曲の短く
小粋な唄をご一緒に。
三味線の持ち方から丁
寧にご指導します。
（個人レッスン30分）

初めての方大歓迎！優しく
丁寧に無理のないレッスン
を心がけています。音符の
読み、楽典、ソルフェージュ、
歌、リトミックのレッスンも。
（個人レッスン30分）

プロのシンガーソング
ライターによる直接指
導。採点機能搭載の
本格的なカラオケ機材
を使用！
（個人レッスン30分）

お一人おひとりの希望
や目標に応じて丁寧に
ご指導します。自由に
伸び伸び演奏しましょう。
（個人レッスン30分）

ニードルフェルトの手法を用いて楽しく可愛い作品を。
①5/17「パンダのチャーム」
②8/2「パン時計」（小学生～おとな）

アメリカン・エデュケー
ショナル・システムによ
る、バレエの基礎動作・
姿勢を身につけていき
ます。

J-POPやK-POP
など人気アイドル
の振りを覚え、楽し
く踊りましょう。親
子参加大歓迎！



美術コース

書道コース

教養・語学コース 運営維持費250円

趣味コース 運営維持費250円

手工芸コース 運営維持費250円
(教材費別途）

運営維持費250円
(教材費別途）服飾・着付コース

生花・フラワー・茶道コース 運営維持費250円
(花材費別途）

運営維持費250円
(教材費別途）

舞踊・健康コース 運営維持費250円

音楽コース

幼児・児童コース 運営維持費250円

運営維持費250円
(教材費別途）

運営維持費250円
(教材費・テキスト代別途）

個人レッスンコース 運営維持費250円
(教材費別途・通常30分）

講　座　名 講　　師 曜日 時　　間 受講料（1ヶ月）

水彩＆スケッチ 元日洋会会員
日本美術家連盟会員

田原　常崇

水①③ 13:00〜15:00 5,280円
教材費550円

油絵・アクリル画 水①③ 13:00〜15:00 5,280円
教材費550円

色鉛筆画＆パステル画 東京藝術大学大学院

若月　美南
藤原　早苗

水②④ 10:15〜12:15 5,280円
教材費550円

デッサン〜色鉛筆画 水②④ 13:15〜15:15 5,280円
教材費550円

鉛筆で写実画を描く

基礎から学ぶ鉛筆画
現代美術家協会準会員

塩田　二朗
日
④

高校生
以上 14:30〜16:30 3,190円

教材費330円

ボタニカルアート 遊花委員

藤田美惠子 水②④ 10:15〜12:15 5,280円

俳 画 を 楽 し む 全日本俳画穂有会　師範

田中　幸有 木① 10:15〜12:15 2,640円
教材費662円

絵 手 紙
日本絵手紙協会公認講師

福冨　俊江

金② 10:15〜12:15 2,640円

元気を届ける

季節を楽しむ絵手紙 土① 10:15〜12:15 2,640円

木 版 画 木版画家

歌川　民生 月②④ 15:00〜17:00 5,280円
美術コース

書道コース

教養・語学コース 運営維持費250円

趣味コース 運営維持費250円

手工芸コース 運営維持費250円
(教材費別途）

運営維持費250円
(教材費別途）服飾・着付コース

生花・フラワー・茶道コース 運営維持費250円
(花材費別途）

運営維持費250円
(教材費別途）

舞踊・健康コース 運営維持費250円

音楽コース

幼児・児童コース 運営維持費250円

運営維持費250円
(教材費別途）

運営維持費250円
(教材費・テキスト代別途）

個人レッスンコース 運営維持費250円
(教材費別途・通常30分）

基 本 書 道
日展会友（入選10回以上）
謙慎書道会常任理事・審査員
読売書法会理事・審査員

海野　寿山
金②④ 15:30〜16:30 4,400円

実 用 の 書 読売書法会幹事　臨池会評議員
日本書道教育学会不二誌会友

鹿毛　艸雨

水① 10:15〜11:45 2,420円

基本～百人一首まで

美しいかな書道 水① 10:15〜11:45 2,420円
教材費115円

実用書道・ペン 東京書芸協会総師範

塚原　月華 火①③ 10:10〜11:40 5,280円

暮らしに役立つ

ボ ー ル ペ ン 字
日本ペン習字研究会理事
日本ペン習字書道展審査員

沼邉　清翠
木②④ 10:15〜12:15 5,280円

美術コース

書道コース

教養・語学コース 運営維持費250円

趣味コース 運営維持費250円

手工芸コース 運営維持費250円
(教材費別途）

運営維持費250円
(教材費別途）服飾・着付コース

生花・フラワー・茶道コース 運営維持費250円
(花材費別途）

運営維持費250円
(教材費別途）

舞踊・健康コース 運営維持費250円

音楽コース

幼児・児童コース 運営維持費250円

運営維持費250円
(教材費別途）

運営維持費250円
(教材費・テキスト代別途）

個人レッスンコース 運営維持費250円
(教材費別途・通常30分）

腸が変われば心も体も変わる！

美腸ストレッチ＆
プランナー認定講座

（全６回）

日本美腸協会 認定講師

佐久間水樹

土
5/13・27・
6/10・24・
7/8・22

13:00〜14:30
24,000円

（6回分）
教材費13,000円

（テキスト・限定動画・
認定証）

女 性 麻 雀 教 室
ニューロン麻雀スクール
認定インストラクター

塚本　邦博
土①③ 10:10〜12:00 4,620円

初回テキスト代別途

自分探しの

算 命 学
算命学研究会

三浦　輝行 日②④ 13:30〜15:00 8,800円
教材費別途

アクティブな貴方を取り戻す！

ワクワク脳トレ教室
脳若認定講師

羽田　愛佳 火①③ 13:30〜14:30 3,960円
教材費別途

美術コース

書道コース

教養・語学コース 運営維持費250円

趣味コース 運営維持費250円

手工芸コース 運営維持費250円
(教材費別途）

運営維持費250円
(教材費別途）服飾・着付コース

生花・フラワー・茶道コース 運営維持費250円
(花材費別途）

運営維持費250円
(教材費別途）

舞踊・健康コース 運営維持費250円

音楽コース

幼児・児童コース 運営維持費250円

運営維持費250円
(教材費別途）

運営維持費250円
(教材費・テキスト代別途）

個人レッスンコース 運営維持費250円
(教材費別途・通常30分）

大人の方からお子様まで

初めてのタップダンス
タップダンス講師

ツカサ 土①③ 15:00〜16:15 5,280円

立ち姿が美しい

ソシアルダンス
(財)日本ボールルームダンス連盟所属

浅沼　則夫

月
②③④ 13:00〜14:00 6,930円

立ち姿が美しい

ソシアルダンス
月
②
③
④

個人・
カップル 14:00〜（30分） 10,450円

楽 し い バ レ エ
日本バレエ協会会員、アメリカ・アラバマ
バレエ団バエレマスター取得

入谷　洋未
羽物真佑実

木 ★19:00〜20:30 8,030円

10歳若く見える後ろ姿

美 バ レ エ
今井美紀代舞踏研究所

関　あすか
北川　真希

金 13:30〜14:45 7,260円
（年間42回）

フ ラ ダ ン ス
マイレ本間フラスクール
インストラクター

レオナニ オ マイレ 藤岡
火

①②③
（女性限定）

14:15〜15:15 6,600円

心も体も健康に

こ こ ち ヨ ガ
ヨガインストラクター

小向　芙生 水①③ 10:30〜11:30 5,280円

シニアからの

やさしい
トレーニング教室

JYIA認定
2級ヨガインストラクター

hitomi
木①③ 13:30〜14:30 5,280円

や さ し い ヨ ガ ヨガインストラクター

tomo
火 10:10〜11:10 9,480円

火①③ 10:10〜11:10 4,980円

体にやさしい

リラックスヨーガ
ヨガインストラクター

小向　芙生 土②④ 10:30〜11:30 5,280円

伝統芸を楽しむ

端唄舞かっぽれ
端唄舞かっぽれ　家元

河のや梅若寿 月①③ 13:00〜14:30 4,840円

足元から歪みを正す

足ゆびバランス体操
動作術の会
骨盤おこしトレーナー

中島　章夫
金②④ 10:30〜12:00 5,280円

元気に楽しく

からだ元気体操教室
NESTA PFT パーソナルトレーナー

ROMI 金①③ 10:30〜11:30 3,960円

転ばない身体づくり

バランスアップ体操
モダンバレエ講師
健康体操指導者

北川　真希
木②④ 10:30〜11:30 4,840円

一楽庵の

気 功 太 極 拳
日本太極拳法一楽庵講師

中山　明徳 木 10:30〜12:00 8,030円

心身の健康向上に

土 曜 空 手 教 室
全日本空手道　統道会　師範

林　　秀雄 土 小学生
以上 10:15〜11:30 7,260円

美術コース

書道コース

教養・語学コース 運営維持費250円

趣味コース 運営維持費250円

手工芸コース 運営維持費250円
(教材費別途）

運営維持費250円
(教材費別途）服飾・着付コース

生花・フラワー・茶道コース 運営維持費250円
(花材費別途）

運営維持費250円
(教材費別途）

舞踊・健康コース 運営維持費250円

音楽コース

幼児・児童コース 運営維持費250円

運営維持費250円
(教材費別途）

運営維持費250円
(教材費・テキスト代別途）

個人レッスンコース 運営維持費250円
(教材費別途・通常30分）

講　座　名 講　　師 曜日 時　　間 受講料（1ヶ月）

日 本 の う た
藤原歌劇団準団員
日本オペラ協会準会員

山邊　聖美
月①③ 10:30〜12:00 5,280円

やさしいシャンソン シャンソン歌手

小川　景司 金①③ 14:00〜15:30 6,710円

韓国語で歌おう！ ヴォイストレーニング教室HYANG VoiceLesson代表

李　香汝 火②④ 13:00〜14:30 5,170円

世界大会も開かれる

ラ・ラ・ラ・口笛♪
日本口笛奏者連盟加盟奏者
国際口笛大会成人女子の部第2位

夕部　奈穂
土
①
③

小学生～
おとな 13:30〜15:00 5,280円

教材費224円

大きな声でストレス解消

やさしい詩吟教室
公益社団法人日本吟道学院公認「翔龍会」

長谷川龍鳳 火①③ 13:00〜15:00 5,280円
教材費130円

クロマチックハーモニカ クロマチックハーモニカ講師

中西　顕士 金①③ ★19:00〜20:00 4,620円

オ カ リ ナ 教 室
上野学園大学卒業
聖徳大学大学院卒業

若山　花琳
木②④ 17:00〜18:00 5,280円

小さなお筝（文化筝）
文化筝認定講師
文化筝東京講師会会員

上村　実穂
月②④ 10:30〜12:00 5,280円

大 正 琴 琴伝流大正琴　上席大師範

木下　明美

木
①
③

中級 13:30〜15:00 4,620円

初めての大正琴 木①③ 15:00〜16:00 4,620円

はじめての二胡 上西会二胡講師

八木田真理 火②④ 13:15〜14:45 5,280円

美術コース

書道コース

教養・語学コース 運営維持費250円

趣味コース 運営維持費250円

手工芸コース 運営維持費250円
(教材費別途）

運営維持費250円
(教材費別途）服飾・着付コース

生花・フラワー・茶道コース 運営維持費250円
(花材費別途）

運営維持費250円
(教材費別途）

舞踊・健康コース 運営維持費250円

音楽コース

幼児・児童コース 運営維持費250円

運営維持費250円
(教材費別途）

運営維持費250円
(教材費・テキスト代別途）

個人レッスンコース 運営維持費250円
(教材費別途・通常30分）

大人のヴォイス教室 国立音楽大学声楽科卒業　二期会会員

後藤みのり
木①③
楽譜の読める方 12:00〜15:20

6,710円
（40分）

大人のカラオケ教室 シンガーソングライター

ジミー大越 金①③ 10:30〜13:00 5,170円

フルート＆オカリナ
上野学園大学卒業
聖徳大学大学院卒業

若山　花琳
木②④ 16:00〜19:30 5,280円

端唄、俗曲

三味線てほどき
端唄根岸師範名取

根岸弥ゑ蔵 月①③ 13:00〜16:40 5,170円

ヴ ァ イ オ リ ン ヴァイオリン講師

井之川あゆみ

月①③

13:00〜19:45
7,260円

（45分）月②④

月 12,760円
（45分）

ホ ル ン ホルン講師

鈴木　かよ 火①③ 15:30〜20:00 7,260円

ギター弾き語り E-JAM代表
シンガーソングライター

はあと　島田

火②④ 10:10〜15:30 6,050円
（40分）

現役ミュージシャン直接指導

ウ ク レ レ 火②④ 10:10〜15:30 6,050円
（40分）

初心者から経験者まで

クラシックピアノ
ピアニスト
東京音楽大学ピアノ科出身

根岸　亜湖
木

①②③ 10:30〜14:00 8,580円
楽譜代別途

ピ ア ノ 国立音楽大学卒

後藤みのり 木①③ 12:00〜15:20 6,710円

特別な時間の過ごし方

KAORIピアノ教室
ピアノ講師

KAORI 火②④ 10:30〜18:30 6,050円

ピ ア ノ
ピアニスト　音楽評論家
桐朋学園大学大学院修士課程修了

篠村友輝哉
土 15:00〜20:00 8,030円

初心者から経験者まで

日曜ピアノ教室
国立音楽大学ピアノ科卒業

岡田　豊子 日①③ 11:00〜15:30 5,280円

大 人 の 英 会 話 カルチャー専任講師

藤野　知子 水②④ 12:50〜17:50 7,590円
（40分）

英 会 話 英会話講師

海老原あや子 月①③ 10:10〜13:30 7,590円
（40分）

韓 国 語 韓国語講師

パク　ハナ 月②④ 13:00〜15:30 7,370円
（40分）

中 国 語 中国語講師

彭　波 日②④ 10:30〜15:35
7,370円
教材費204円

（40分）

パ ソ コ ン
元NECソフトウェア
B&Eカレッジ

村山　昭彦

月①③ 17:20〜20:30
13,310円（月4回）
6,710円（月2回）
パソコン使用料
1,320円（4回）
テキスト1,320円

（60分）

月 17:20〜20:30

火①③ 15:20〜19:35

木 16:25〜19:35

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レッスン25分）

【毎日1回】
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）

美術コース

書道コース

教養・語学コース 運営維持費250円

趣味コース 運営維持費250円

手工芸コース 運営維持費250円
(教材費別途）

運営維持費250円
(教材費別途）服飾・着付コース

生花・フラワー・茶道コース 運営維持費250円
(花材費別途）

運営維持費250円
(教材費別途）

舞踊・健康コース 運営維持費250円

音楽コース

幼児・児童コース 運営維持費250円

運営維持費250円
(教材費別途）

運営維持費250円
(教材費・テキスト代別途）

個人レッスンコース 運営維持費250円
(教材費別途・通常30分）

暮らしの智慧がいっぱい

仏典に親しもう
国際社会心理研究所所長
仏教カウンセラー員

久能　　徹
水④ 13:30〜15:00 2,640円

教材費220円

人生を豊かに

「俳 句」と 歩 む
−ときは句会−

朝日俳壇選者大串章主宰
俳誌「百鳥」同人　俳人協会会員

酒井　康正
木② 13:00〜15:00 2,640円

直ぐなる心で

はじめての俳句
俳句結社「麻」編集同人
国際俳句交流協会会員　俳人協会会員

田中　幸雪
金② 13:30〜15:30 2,640円

教材費115円

心穏やかに

初めての写経教室
日本習字教育財団　八段教授

祥　光 月① 14:30〜16:00 2,640円
教材費別途

表現力、感性、豊かな心を

朗読って楽しい！
朗読家

田中　泰子 水③ 10:30〜12:30 3,300円
教材費50円

旅を楽しむ

英 会 話
カルチャー専任講師

藤野　知子 水①③ 13:00〜17:05
8,800円

（ペア45分）
テキスト代別途

文字が読める方のための

楽 し い 韓 国 語 韓国語講師

パク　ハナ
月②④ 10:15〜11:30 5,170円

はじめての

韓 国 語 月②④ 11:45〜13:00 5,830円

美術コース

書道コース

教養・語学コース 運営維持費250円

趣味コース 運営維持費250円

手工芸コース 運営維持費250円
(教材費別途）

運営維持費250円
(教材費別途）服飾・着付コース

生花・フラワー・茶道コース 運営維持費250円
(花材費別途）

運営維持費250円
(教材費別途）

舞踊・健康コース 運営維持費250円

音楽コース

幼児・児童コース 運営維持費250円

運営維持費250円
(教材費別途）

運営維持費250円
(教材費・テキスト代別途）

個人レッスンコース 運営維持費250円
(教材費別途・通常30分）

いけばな小原流 一級家元教授

塚元　緑翠

木
①②③ 13:00〜16:00 6,160円

夜のいけばな小原流 木
①②③ 17:00〜20:00 6,160円

アレンジFlower
フランスフローラル協会ディレクター
花の教室アミュ主宰

塚本　規子
木④ 13:00〜15:00 2,420円

美術コース

書道コース

教養・語学コース 運営維持費250円

趣味コース 運営維持費250円

手工芸コース 運営維持費250円
(教材費別途）

運営維持費250円
(教材費別途）服飾・着付コース

生花・フラワー・茶道コース 運営維持費250円
(花材費別途）

運営維持費250円
(教材費別途）

舞踊・健康コース 運営維持費250円

音楽コース

幼児・児童コース 運営維持費250円

運営維持費250円
(教材費別途）

運営維持費250円
(教材費・テキスト代別途）

個人レッスンコース 運営維持費250円
(教材費別途・通常30分）

講　座　名 講　　師 曜日 時　　間 受講料（1ヶ月）

きもの着装とマナー

はじめての着付け入門
装道礼法きもの学院分院　分院長

吉岡さなえ 土①③ 10:15〜12:15

3,850円

きもの着装とマナー 4,840円

資格取得講座

きものアドバイザー1級 7,260円

オリジナル着物で楽しく

和 裁
（和采・布しま）

ものづくりマイスター
国家検定1級和裁技能士
職業訓練指導員免許

岡本志摩子

日
②
③

初心者 10:15〜12:30 5,280円

経験者 10:15〜12:45 6,710円

棒針、かぎ針あみ

ニ ッ ト を 編 む
公益財団法人

日本手芸普及協会公認講師 水①③ 13:30〜15:30 4,620円

美術コース

書道コース

教養・語学コース 運営維持費250円

趣味コース 運営維持費250円

手工芸コース 運営維持費250円
(教材費別途）

運営維持費250円
(教材費別途）服飾・着付コース

生花・フラワー・茶道コース 運営維持費250円
(花材費別途）

運営維持費250円
(教材費別途）

舞踊・健康コース 運営維持費250円

音楽コース

幼児・児童コース 運営維持費250円

運営維持費250円
(教材費別途）

運営維持費250円
(教材費・テキスト代別途）

個人レッスンコース 運営維持費250円
(教材費別途・通常30分）

3回で1作品

ジュエリーバッグⓇ

（全3回）

AJBジュエリーバッグⓇ協会
認定講師

前山　陽子
土② 10:30〜12:30

10,500円
（3回分）
教材費
B5サイズ4,500円
Lサイズ6,500円

パッチワークキルト
（財）日本手芸普及協会指導員
恵パッチワーク教室主宰

三上　惠子
金①③ 13:30〜15:30 5,280円

デザイン～作成まで

初めのハワイアンキルト
キルト作家
TONY aloalo主宰

AI
水②④ 10:30〜12:30 5,280円

戸 塚 刺 し ゅ う 戸塚刺しゅう師範総代

時枝　静枝 月②④ 10:10〜12:10 5,280円

手織り・裂き織り
生涯学習開発財団認定講師
手織りインストラクター

金澤　理恵
月① 10:10〜12:10 2,640円

中山みどり監修

羊毛フェルトで
愛犬・愛猫を作ろう

中山みどり監修　認定講師

吉田　恵子 金③
10:10〜13:10

3,960円
13:30〜16:30

タイの伝統工芸

フルーツ＆ソープカービング
カービングアーティスト

宮崎　美保 金② 10:15〜12:15 2,530円

ガラスのような輝き

アメリカンフラワー
ディップアート講師

松原　智子 金③ 10:15〜11:45 3,300円

楽 し い 押 し 花
ふしぎな花倶楽部
押し花インストラクター

金谷　晴美

木①③ 10:15〜12:15 5,170円

楽しい癒しのアート

押し花アート教室 木③ 10:15〜12:15 3,190円

美術コース

書道コース

教養・語学コース 運営維持費250円

趣味コース 運営維持費250円

手工芸コース 運営維持費250円
(教材費別途）

運営維持費250円
(教材費別途）服飾・着付コース

生花・フラワー・茶道コース 運営維持費250円
(花材費別途）

運営維持費250円
(教材費別途）

舞踊・健康コース 運営維持費250円

音楽コース

幼児・児童コース 運営維持費250円

運営維持費250円
(教材費別途）

運営維持費250円
(教材費・テキスト代別途）

個人レッスンコース 運営維持費250円
(教材費別途・通常30分）

右脳を鍛える

キッズそろばん教室
sinka gakuin

専任講師 月 年長～ 16:30〜17:30
6,050円
初回教材費
2,200円

子どものための

ソルフェージュピアノ
NPO法人リトミック研究センター
国立音楽大学声楽科卒業

後藤みのり

木
①
②
③

小1～ 15:40〜19:40
（個人レッスン40分）

7,260円
教材費別途

音楽で育むこころと体

ママとハッピーリトミック
リトミック指導資格 ディプロマA
国立音楽大学声楽科卒業

後藤みのり
火
②
④

1～2歳 10:15〜11:00
5,170円

2～3歳 11:15〜12:00

児 童 書 道
日展会友（入選10回以上）
謙慎書道会常任理事・審査員
読売書法会理事・審査員

海野　寿山

金
②
④

小学生
以上 17:00〜18:00 4,620円

教材費別途

楽しく学べる

子ども
プログラミング教室

元NECソフウェア
B&Eカレッジ

村山　昭彦
土

小1～ 17:00〜18:00
5,280円
教材費別途

小4～ ★18:10〜19:10

世界大会も開かれる

ラ・ラ・ラ・口笛♪
日本口笛奏者連盟加盟奏者
国際口笛大会成人女子の部第2位

夕部　奈穂
土
①
③

小学生～
おとな 13:30〜15:00 5,280円

教材費224円

プ レ バ レ エ クラシックバレエ講師

斉藤　ちえ

火

小1
まで 16:10〜17:00

6,710円
小2
以上 17:00〜18:00

日

幼稚園児 10:30〜11:20

6,710円
小1～3 11:30〜12:30

小4～5 13:00〜14:25

小6以上 14:30〜15:30

ポワント 14:30〜16:00 8,030円

子どもモダンバレエ
今井美紀代舞踏研究所

関　あすか
北川　真希

水 17:00〜18:15 6,050円
（年間42回）

基礎から楽しく！

楽しいバレエ☆キッズ
スタジオ・エンターバレエ講師

入谷　真央 木小学生 17:00〜18:30 7,260円
（年間45回以上）

なりきりダンス ダンス講師

ツカサ
土
①
③

園児～
小4 16:30〜17:30 4,400円

小5～
おとな 17:45〜18:45 4,400円

初めてのタップダンス タップダンス講師

ツカサ 土①③ 15:00〜16:15 5,280円

からだを動かすと楽しいよ

キッズHIPHOP
日本女子体育大学

えび 金 ★18:30〜19:30 7,810円

心身の健康向上に

土 曜 空 手 教 室
全日本空手道　統道会　師範

林　　秀雄 土 小学生
以上 10:15〜11:30 7,260円

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レッスン25分）

【毎日1回】
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）

●

●

●

●

●

●

ヨークカルチャーセンター常盤平店
（セブンタウン常盤平2階）

常盤平
駅

新京成線

熊野神社
松戸常盤平
駅前郵便局

常盤平駅
北口ビル

ときわ平
ボウリング
センター

常盤平
幼稚園

ココス
常盤平店

しょうぶ
公園

西友
常盤平店

※空席状況については事前にお問い合わせください。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。　　　常盤平　NO.2023　03

表記の金額は全て税込です。

姉妹校 検索

講師・受講生の
オリジナル作品を
インターネット上で

販売中!!

カルチャーオンラインショップ 検索

シニア・18才以下の

登録事務手数料➡

70才以上、
18才以下の
ご新規

2,200円 半額
1,100円

特典!!

●（株）カルチャーは全国100ヶ所以上の店舗がございます。

3月より受講料が改定と
なりました（一部除く）

常盤平
カルチャー
センター
モバイルからは
こちら
⬇

個人情報について

受講のご案内
●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』をご覧くださ
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。
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