
テキストの中
から学びたい
と思う書を選
んで、各々の
目的や進度に
合わせて美し
い字が書ける
ようにご指導
いたします。

♦講師／阿部　光樟

選べる書
ペン字・かな・漢字・細字・条幅・隷書まで

♦第1・3（金）
　13：00～14：30
♦受講料／6,050円
♦お手本代別途

NEW

無料
体験会

6/2（金）
お手本代300円

リボンアレンジも楽
しい夏に大活躍のカ
ゴバッグを全3回で
作ります。初心者さ
ま大歓迎です。

♦講師／奈良　由佳

CHIC FLIC®バッグ（全3回）
かぎ針で素敵に完成

♦6/29（木）7/6（木）
　7/20（木）
　10：30～13：00
♦受講料／
　11,220円（全3回）
♦教材費／
　7,500円（全3回）

NEW

スタート日 6/29（木）

クラシックバレエの
動きを通して美しい
姿勢や動作が身につ
く初めてでも出来る
エクササイズです。

♦講師／南　亜寿美

バレエエクササイズ
はじめての

♦第1・3（水）
　12：30～14：00
♦受講料／6,270円

NEW

体験会 5/31（水）
体験費500円

薬膳は身近
な食材で作る
ことが出来ま
す。季節の薬
膳茶を飲み
ながら、献立
作りの知恵を
学びましょう。

♦講師／今藤　さちよ

夏の薬膳（全3回）
笑顔は毎日の食卓から

♦第4（金）
　10：30～12：00
♦受講料／10,890円（全3回）
♦教材費／990円（全3回）

NEW

スタート日 6/23（金）

椅子に腰掛けたままの
タップダンスなので、
転倒の心配もなく、シ
ニア世代にピッタリ！お
しゃれなタップダンス
で、筋力向上を目指し
ます。安全、楽しい健康
法です。

♦講師／ＭＡＹＵ
　（プロタップダンサー）

腰掛タップダンス®

♦第2・4（木）
　13：10～14：10
♦受講料／5,500円

NEW

体験会 5/25（木）
体験費500円

色々なガラス製品に、文字
や絵を彫って作品を作る、
ヨーロッパのガラス工芸で
す。絵に自信のない方も、
様々なパターンをご準備し
ていますので大丈夫です。
道具もレンタル可能ですの
で、気軽に始められます。

♦講師／佐々木　マリ

グラスカービング

♦第1（金）
　10：15～12：15
♦受講料／3,300円
♦教材費別途

NEW

無料
体験会

6/30（金）
教材費500円

テキストに沿って、
韓国語の基礎から
ゆっくり楽しく進
めていきます。韓
国語を覚えるとド
ラマや旅行がもっ
と楽しくなります。
ご一緒に始めま
しょう。

♦講師／金　智成

カンタン韓国語入門
話せる韓国語

♦第2・4（金）
　10：40～11：40
♦受講料／6,050円
♦テキスト代別途

NEW

無料
体験会 5/26（金）

刺しゅうで自
分流の作品と
仲間づくりをし
ま せ ん か 。
ハーダンガー・
自 由 刺し 刺
しゅうなど世界
中の刺しゅうを
ご指導します。

♦講師／もとこ

ヨーロッパ刺しゅう

♦第4（土）
　13：30～15：30
♦受講料／2,970円
♦教材費別途

増設

無料
体験会

5/27（土）
教材費500円

ウクレレはたった3つ
のコードを覚えるだ
けで、沢山の曲が演
奏できるようになり
ます。是非始めてみ
ましょう。

♦講師／鶴岡　和典

簡単ウクレレ講座
ハワイスタイルで弾く

♦第1・3（木）
　15：00～16：30
♦受講料／5,500円
♦テキスト代別途

NEW

無料
体験会

6/1（木）
ウクレレレンタル可
（レンタル代500円）

筆を持ち、紙に向か
い、無になって筆に
没頭する時間を楽し
みましょう。基本点画
から芸術書道まで。

♦講師／栃木　郁子

心に響く書

♦第1・3（火）
　10：10～11：40
♦受講料／6,050円
♦本代別途

NEW

無料
体験会

5/30（火）
お手本代800円

ベースメイクの塗り
方で太って見えた
り、やせて見えたりし
ます。５㎏やせて、引
き締まったお顔にな
るメイク実習です。

♦講師／山咲・サトル

ダイエットメイク（全3回）
5㎏やせて見えるベースメイク手法！

♦5/27（土）
　6/10（土）6/24（土）
　10：15～12：15
♦受講料／
　10,890円（全3回）

NEW

スタート日 5/27（土）

顔型やパーツは人そ
れぞれの個性です。
その個性をより良
く、おまけに運気UP
するメイクテクニッ
クです！！

♦講師／山咲・サトル

顔相メイク（全3回）
顔型やパーツの型で運気UPメイク！！

♦5/27（土）
　6/10（土）6/24（土）
　12：40～14：40
♦受講料／
　10,890円（全3回）

NEW

スタート日 5/27（土）

普段使いできる
バッグや小物・季節
飾りを作ります。
手で編むので、初
心者の方でも気軽
に始められます。

♦講師／わだ　なおこ

チャイニーズマクラメ
中国紐で作る

♦第2（火）
　13：15～15：15
♦受講料／3,520円
♦教材費別途

NEW

体験会
6/13（火）
体験費500円
教材費1,100円
（ブレスレット）

シニアの方が初めて
始めるフラダンスの
講座です。無理なく、
年齢に合わせて、楽
しく踊っていただけ
るクラスです。

♦講師／カ・ラア　リノリノ　朋子

シニアのためのゆったりフラ
70才からはじめる

♦第2・3・4（月）
　13：10～13：50
♦受講料／8,250円

NEW

70才～

無料
体験会

6/19（月）
6/26（月）

和布で、ちりめん細
工やつるしびなな
ど、季節に合わせて
様々な作品を作って
いきます。

♦講師／干川　志津子

和の手芸

♦第1（月）
　10：30～12：30
♦受講料／2,970円
♦教材費別途

NEW

体験会
5/29（月）6/5（月）
体験費500円
教材費1,100円
（うさぎのブローチ）

ガラスの器に苔や観
葉植物を植え、苔の
あれこれを楽しく学
びながら、自分だけ
の小さな森のインテ
リアを作りましょう。

♦講師／赤間　裕江

テラリウム
（全3回）ガラスの中のミニガーデン

♦6/23（金）
　7/28（金）8/25（金）
　13：30～15：00
♦受講料／9,900円
　（全3回）
♦教材費別途

NEW

スタート日 6/23（金）

天然の蓮、モンステ
ラの葉をパネルに貼
り彩色するアート講
座です。絵の苦手な
方でもお楽しみいた
だけます。

♦講師／岡本　明日香

ボタニーペインティング
（全3回）失敗なく楽しめるアート

♦6/17（土）
　7/15（土）7/29（土）
　13：30～16：30
♦受講料／
　10,560円（全3回）
♦教材費／
　10,500円（全3回）

NEW

スタート日 6/17（土）

アロマを使ったハン
ドトリートメント講
座、トリートメントに
よる心身への作用も
お伝えします。

♦講師／松下　慶子

セルフハンドトリートメント（全3回）
アロマを使って自分をいたわる

♦6/19（月）
　7/17（月）8/21（月）
　10：30～12：30
♦受講料／
　6,600円（全3回）
♦教材費／
　6,600円（全3回）

NEW

スタート日 6/19（月）

年中さんから年齢を問
わずどなたでも初歩か
ら丁寧にご指導いたしま
す。一緒に楽しみながら
ピアノを弾きましょう。

♦講師／山田　惠美子

木曜ピアノ
年中～

♦（木）月3回
　16：00～20：00
♦受講料／8,800円
　（30分個人）
♦テキスト代別途

NEW

年中～

無料
体験会

6/8（木）要予約
テキスト代300円

初心者対象のクラスで
す。基本から丁寧にご指
導いたします。将棋は頭
脳ゲームと言われてい
て、遊びながら考えること
を訓練することが出来ま
す。子供から大人まで楽
しく将棋を学びましょう。

♦講師／高瀬　素弘、磯辺　真季、中村　達

初心者のための将棋

♦第3・4（土）
　第3（土）13：00～15：00
　第4（土）15：30～17：30
♦受講料／6,600円

NEW

小学1年～

体験会 6/17（土）13：00～15：00
体験費500円

カラフルな糸でか
わいらしいコース
ターを制作します。
初心者でも安心し
てご参加ください。

♦講師／安蒜　綾子

コースター作り
一目刺しの刺し子体験

♦6/15（木）
　10：20～12：20
♦受講料／3,520円
♦教材費／1,300円

スペシャル
講座

登録事務手数料不要

うちわに天然の蓮の
葉を貼り彩色する
アート講座です。親
子でご参加大歓迎。
夏休みの工作にも素
敵です。

♦講師／岡本　明日香

うちわ作り
ボタニーペインティングで作る

♦7/23（日）
　10：30～12：00
♦受講料／3,520円
♦教材費／2,500円

小学生～

登録事務手数料不要

スペシャル
講座

自分の強みを知ろ
う！！表情筋トレーニン
グや挨拶、身だしな
みについて確認し第
一印象力をUPさせ
ましょう。

♦講師／森脇　祥子

ソーシャルマナー3級認定講座
履歴書に記載できる

♦7/1（土）
　10：15～13：15
♦受講料／3,300円
♦認定料1,650円

18才～

登録事務手数料不要

スペシャル
講座

石鹸・お野菜・果物を
素材にして花などの
モチーフを彫ります。
香り高く美しい彫刻
は、インテリアとし
て、また贈り物として
も喜ばれるでしょう。

♦講師／村上　恵子

フルーツベジタブルソープ・カービング

♦第4（水）
　10：15～12：15
♦受講料／3,630円
♦教材費別途

新規生

体験会 5/24（水）6/28（水）
体験費1,500円 教材費550円

不朽の名作から最近のヒット
曲まで、美しい曲をつまみぐ
い！発声・技術をしっかり楽しみ
ながら和気藹々、指導いたし
ます。歌唱に必要な部位のス
トレッチを目的とした簡単な運
動の後、発声練習と音取りを
してから皆で歌いましょう。

♦講師／伊藤　謙吉　

歌おう♪ミュージカルソング
好きなら歌おう☆あの名曲

♦第1・3（水）
　10：30～12：30
♦受講料／7,700円
♦教材費別途

新規生

体験会 5/31（水）6/7（水）
体験費1,500円

韓国の伝統音楽に合
わせて楽しく踊りま
しょう。扇を使った優
雅な舞や民謡舞など
多彩な演目をゆっく
り学べます。

♦講師／柏木　美奈

はじめての韓国舞踊
楽しくおどろう

♦第2・4（火）
　15：30～17：00
♦受講料／5,500円

新規生

体験会
6/13（火）
6/27（火）
体験費1,500円

鉛筆でコツコツと描く
講座です。初心者の方
大歓迎です！自慢の可愛
い家族を描いてみま
しょう。

♦講師／竹内　裕代

ペット鉛筆画
トレースしてから描きます

♦第1（火）
　13：30～15：30
♦受講料／3,630円
♦初回教材費1,700円

新規生

見学会 5/30（火）
6/6（火）

腰痛～全身不調の
原因を探り、股関節・
仙腸関節・肩甲骨・腸
腰筋・梨状筋など「自
己調整法」で改善し
ます。

♦講師／ｎｏｎ

骨盤＆ボディメイク
自分の身体を諦めない

♦第1・3（火）
　13：30～14：45
♦受講料／5,280円

新規生

体験会 5/30（火）6/6（火）
体験費1,500円

カラフルなオイルパ
ステルを指で伸ばし
て、季節に合わせた
インテリアボードを
作ります。

♦講師／田中　あけみ

チョークアート
誰でもカンタン！

♦第2（木）
　13：00～15：00
♦受講料／3,630円
♦教材費別途

新規生

体験会
6/8（木）

体験費1,500円
教材費1,200円

●講師／クラウティ専属外国人講師

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）

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）

NO.2023　05カルチャー 検 索https：//culture.gr.jp（地域限定番号）※体験・説明会は事前にご予約下さい。 0120-147-611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。

●一流の講師とすばらしい仲間 モバイルからは
こちら　

〒227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台2-5-1 青葉台東急スクエア South-1 別館 5F
TEL.045（482）3737（代）

South-1 別館 5F
North-1

South-2

青葉台駅

1F

青葉台駅前

青葉台郵便局下

みずほ銀行
青葉台支店
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至 渋谷

マクドナルド

サーティワン
アイスクリーム

青葉台東急
スクエア
South-1 本館

青葉台東急スクエア
South-1 別館 5F

サ
ウ
ス
デ
ッ
キ（
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F
）

青葉台郵便局

至 中央林間

東急 田園都市線

青葉台 246

18

環
状
4
号
線

2F
伊東屋

出入口

青葉台
カルチャー
プラザ

エレベーターで5Fへ

North-2

North-3

North-4
ご案内図個人情報について

検 索

受講のご案内
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。

●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。 表記の金額は全て税込です

講座
の
ご案内

2023年 夏号

❶受講継続キャンペーン

❷ 体験当日の受講申込で
体験費
（6/30まで）

キャッシュバック 一部
除く

・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

クオカードプレゼント



受講料等の金額は全て税込（1か月）です。
青葉台　No.2023　05 ※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。

美術コース 運営維持費250円

日 本 画 日本画家
能島　浜江

金②④ 10：30〜13：00 8,580円
教材費200円

土②④ 10：20〜12：20 7,700円
教材費200円

初歩から始める 水墨画を描く 日本墨画協会会長

速水　千秋 火②④ 13：15〜15：15 7,590円
教材費200円

油絵を描いてみよう 白日会会員

和田　直樹 水 13：30〜16：00 14,520円
教材費1,980円

絵具の持つ美しさを味わう 色彩とタッチで楽しむ油絵 白日会会員

吉成　浩昭 木①③ 10：15〜12：15 6,050円
教材費550円

本格的に描きたい方のための 油絵講座 日展特別会員　日洋会理事

片岡　世喜 日①③ 13：00〜15：30 7,370円
教材費550円

デッサンから学ぶ油絵 画家
鈴木　眸美 金②④

10：15〜12：45 7,040円
教材費550円

やさしく描く水彩画 13：45〜16：15 6,270円
教材費550円

基礎から始める デッサン〜淡彩画 日本美術家連盟会員

清田悠紀子 水①③ 10：30〜12：30 6,050円
教材費550円

〜はがきサイズに描く〜 おしゃれな「水彩画」 グループ花緑主宰

山本美津惠 月② 10：30〜12：30 3,740円
教材費別途

油絵から水彩まで 絵を描こう 示現会理事　日展会員

大渕　繁樹 水②④ 10：30〜12：30 6,380円
教材費990円

透明水彩の楽しみ方 アトリエ21主宰　白日会常任委員

岡田　髙弘 水①③ 13：15〜15：15 7,370円
教材費990円

基本からはじめる 透明水彩画 画家　東京工芸大学非常勤講師
村山　之都 火②④ 10：30〜12：30 7,040円

教材費1,100円14：00〜16：00
基礎から応用まで学ぶ 週末の水彩画 画家

清野　晃代 土②④ 14：00〜16：00 7,260円
教材費660円

手軽に始められる 色えんぴつ画 現代色鉛筆画協会委員

小林　　泉 月②④ 10：30〜12：30 6,160円

始めてみよう! 水彩色えんぴつ Blue box認定専任講師
いげさとこ 木① 13：30〜15：30 3,630円

教材費330円16：00〜18：00
自然の不思議を植物から学ぶ 

ボタニカルアート
植物画家

小須田久美子 火①③ 10：30〜12：00 6,050円
初回教材費1,650円13：30〜15：00

月1回で学ぶ水彩画

優しい花々と風景画
京都精華大学造形学部洋画専攻卒

西村　弥生
金① 10：30〜12：30 3,630円

教材費330円金③
風 景 イ ラ ス ト イラストレーター

サワダユウジン 木②④ 13：00〜16：00 7,040円
教材費440円

パステル画を描く 画家

武藤　伸子 月② 13：30〜15：30 3,740円
教材費330円

新規生募集  トレースしてから描きます 

ペ ッ ト 鉛 筆 画
ペット鉛筆画家

竹内　裕代
火① 13：30〜15：30 3,630円

初回教材費1,700円火②
手軽に楽しめる やさしい絵手紙 日本絵手紙協会公認講師

福島みどり 月④ 10：30〜12：30 2,530円
教材費200円

楽しむ・学ぶ・役立つ 楽しい絵てがみ 地球・絵手紙ネットグループ　特別講師

水村　銑子 火③ 13：00〜15：00 2,530円
教材費別途

はじめての俳画 俳画作家　俳画松樹会常任委員講師　俳人協会会員

弓削　松弓 火② 10：30〜12：30 3,630円
教材費1,000円

新規生募集  誰でもカンタン！ 

チョークアート
チョークアーティスト

田中あけみ 木② 13：00〜15：00 3,630円
教材費別途

失敗なく楽しめるアート

ボタニーペインティング（全3回）
ボタニーペインティングパートナー講師

岡本明日香
土

6/17・7/15・29
13：30〜16：30

6/17（土）スタート
10,560円（全3回）
教材費10,500円（全3回）

白と黒で表現する はじめての剪画（切り絵） 日本剪画協会理事・認定講師　しながわ美術家協会運営委員

出口　和雅 木④ 13：00〜15：00 2,970円
教材費別途

器で彩る素敵な暮らし 陶芸教室 （有）光公房主宰

石栗　芳恵 土①③ 10：30〜12：30 5,280円
教材費別途

始めよう 仏 像 彫 刻 佛教美術協会会員

岩渕　俊亨 日②④ 14：00〜16：00 7,700円
教材費別途

小地蔵からはじめる 仏像彫刻 仏師

井口　萌桜 金①③ 13：15〜15：15 7,700円
教材費別途

書道コース 運営維持費250円

書 道 文化書道審査員

角田　祥峯 月 13：30〜15：00 9,900円〜

楽しいかな書道 基礎・上級
毎日展審査会員

吉田久実子 水②④ 15：00〜17：00 6,270円

正しい書き方を学ぶ ペン習字・筆ペン・書道 日本書道家連盟理事　純正書法連盟常任理事

所　　西亭 水 10：30〜12：00 9,240円

実用書道〜ペン・筆ペン・小筆〜 毎日展審査会員

吉田久実子 水②④ 13：00〜14：30 6,050円

大人から始める書道
毎日書道展会員　
創玄書道会審査会員

濱野　麗茱
月②④ 14：30〜16：00

6,160円金①③ 14：30〜16：00
★18：30〜20：00

心 に 響 く 書 毎日書道会審査会員　書燈社理事

栃木　郁子 火①③ 10：10〜11：40 6,050円
本代別途

ペン字・かな・漢字・細字・条幅・隷書まで

選 べ る 書
一般社団法人日本書法院師範　書写検定最高位（毛・硬）指導者

阿部　光樟 金①③ 13：00〜14：30 6,050円
お手本代別途

基礎から学べる 書     道 日本書家協会日本書院師範　大田区小学校和の体験講師

橋本　泰心 土②④ 10：30〜12：00 6,050円
初級〜上級まで

美文字レッスン〜ペン・筆ペン〜
日本ペン習字研究会師範　日本書道学院師範

山田　紅雲 木②④ 10：15〜11：45 5,830円
本代900円★18：30〜20：00

書 道 漢 字 専 科 日本書道学院師範　
日本ペン習字研究会師範

山田　紅雲
土①

13：30〜14：50 3,080円
お手本代別途書 道 仮 名 専 科 15：10〜16：30

ボールペン・筆ペン 書写検定1級（硬・毛筆）

原田久美子 月③ 13：00〜14：30 2,750円

生活に役立つ美文字レッスン ペン字・筆ペン実用講座 日本教育書道芸術院師範

田中　霞翠 火④ 13：30〜15：30 2,750円
教材費220円

筆文字のカリグラフィー ブラッシュカリグラファー

田中あけみ 木② 10：30〜12：00 3,630円
教材費440円

語学コース 運営維持費250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）

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）

日 常 英 会 話 ネイティブ語学講師

ボーシック ジョージア 金 10：30〜12：00 11,110円

実 践 英 会 話 語学講師
吉田　由実

金 15：00〜16：30 11,660円
基 礎 英 会 話 木 14：00〜15：30 11,660円
超初心者向け英会話 ケンブリッジ英語検定

上級CPE講師
真弓　享子

火①③
12：00〜12：50 6,050円

おしゃべり英会話 13：00〜13：50 6,050円
英 会 話 個 人 14：00〜15：00 7,260円（30分）

英語の小説を翻訳して楽しむ 翻訳家

宮脇　孝雄 木① 10：30〜12：30 3,410円

英語力を鍛えよう 英字新聞・英語雑誌を読む 語学講師

反町八智代 金①③ 10：30〜12：00 5,610円

楽しく学ぼう! 話せるイタリア語 イタリア語講師
古谷アンナ 木②④ 10：20〜11：20 6,050円11：35〜12：35

文字からスタート

韓 国 語
韓国語講師

ハム ユンジョン
水
②
④

初級 10：30〜11：45
6,050円
テキスト代別途入門 11：55〜13：10

超入門 13：20〜14：35
話せる韓国語 カンタン韓国語入門

韓国語講師
金　　智成

金②④ 10：40〜11：40 6,050円
テキスト代別途

話せる韓国語

カンタン韓国語
金
②
④

初級① 11：50〜12：50
6,050円初級② 13：00〜14：00

中級① 14：10〜15：10
個人 15：30〜16：00 7,040円（30分）

会話で学ぶ韓国語 韓国語講師
ミン エソン

土
②
④

中級 10：30〜11：30 6,050円
個人 11：45〜12：45 7,040円（30分）

楽しく話そう 日常韓国語会話 韓国語講師
姜　　貞福

土
①
③

入門 15：00〜16：00 5,940円
テキスト代別途初級 16：10〜17：10

楽しく始める ゼロから始める中国語 JICAコーディネーター　通訳

森　　　蕾
土
②
④子供〜大人まで 13：30〜14：45 6,050円

テキスト代別途

音楽コース 運営維持費250円

世界の名曲を歌って楽しむ 声楽家　カピネラの会主宰
田中　直子

火②④ 13：00〜14：30 7,040円
テキスト代別途日本の歌・心のうた 水②④ 10：30〜12：00

世界のオペラアリアを歌う 佐藤のりこの声楽サロン 東京藝術大学卒業　ミラノ・ヴェルディ国立音楽院　卒業（首席）

佐藤のりこ 火②④ 15：30〜17：30 6,710円
ピアノ伴奏で歌いましょう 

ヴォイストレーニング
ソプラノ歌手

星野　真貴 水①③ 15：00〜     　
（30分個人）

6,710円
教材費55円

30分集中トレーニング 

呼吸とボイストレーニング
武蔵野音楽大学音楽部声楽科卒業　同大学院声楽専攻修了

朝比奈賢一 木②④ 10：30〜13：00
（30分個人） 6,710円

ヴォイストレーニング 二期会会員
岡部ゆかり 木②④ 15：00〜     　

（30分個人） 6,710円

正しい呼吸発声法を身につけながら歌う
楽に声を出す為のボイストレーニング

声楽家　ボイストレーナー
髙谷　晶子 金①③

13：00〜14：30 6,600円
14：40〜15：10
15：20〜15：50

6,710円
(30分個人レッスン）

ゴスペルソング ゴスペル講師

川島　智子 土①③ 13：00〜14：20 6,710円

魂の歌を歌う ゴスペル！ ゴスペルシンガー

水帆 水②④ 15：00〜16：30 6,820円
テキスト代別途

藤原美穂の ヴォーカル & コーラス ミュージシャン

藤原　美穂 木②④ ★19：30〜20：45 4,180円
テキスト代別途

懐かしの名曲を歌って踊ろう！ ステップコーラス ® 監修ミュージック＆ダンススタジオroots

伊豆山佳世 水②④ 13：00〜14：15 6,600円
教材費別途

原語で歌う 憧れのスタンダードナンバー 二期会会員
ヴォーカリスト

手島由紀子
土①③ 15：00〜16：30 6,930円

英語で歌う 美しい映画音楽 水②④ 13：00〜14：30 6,930円
新規生募集  好きなら歌おう☆あの名曲

歌おう♪ミュージカルソング
東京音大大学院声楽専攻修了
劇団四季出身歌唱講師

伊藤　謙吉

火
④

18歳以上
10：15〜12：15 3,850円

教材費別途
水
①
③ 10：30〜12：30 7,700円

教材費別途

ポップスを歌おう♪ 監修ミュージック＆ダンススタジオroots

伊豆山佳世 木①③ 10：30〜12：00 7,150円

ケーナを吹こう ! グルーポ・カンタティ　リーダー　アンデス音楽研究家

エルネスト河本 金 入門〜経験者 16：30〜18：00 12,980円

ハーモニカ教室 複音ハーモニカ世界チャンピオン　日本ハーモニカ芸術協会師範

水野　隆元 金①③ 16：10〜17：40 6,160円

初めてピアノを習う方のための

大人のピアノ入門
（社）全日本らくらくピアノ®協会
神奈川支部一級認定講師

村松　智美
水①③

10：15〜12：30
15：00〜16：40

（30分個人）
6,270円
テキスト代別途

大人のための

ピアノレッスン

ピアノの森音楽教室講師

根﨑絵里香 月①③
10：10〜13：00

（30分個人） 6,600円
テキスト代別途

ピアノの森音楽教室主宰

亀岡　千尋 火②④
ピアノの森音楽教室講師

根﨑絵里香 木①③
東京音楽大学ピアノ科卒業

石﨑ゆかり 金①③ 12：00〜14：50
（30分個人）

中高年から始める らくらくピアノR教室 （社）全日本らくらくピアノ®協会神奈川支部認定講師

村松　智美 水①③ 13：00〜14：30 5,940円
キーボード保管料200円

フ ル ー ト フルート奏者
佐藤　園美

日
①
③

入門 14：35〜15：35
7,040円初級 10：10〜11：20

アンサンブル1 11：25〜12：35
アンサンブル2 13：20〜14：30

優しい響きを楽しもう リコーダーアンサンブル入門 上野学園大学音楽学部卒

福岡　　恵 木①③ 13：30〜15：00 6,160円
初心者のための ウクレレ入門 日本ウクレレ協会認定講師

（旧）ビクター音楽カレッジ専任講師
阿川　晃巳

月②④ 13：00〜14：00 4,840円
〜ハワイアンからポピュラーソングまで〜　ウクレレ 月②④ 14：15〜15：30 5,280円

ハワイスタイルで弾く

簡単ウクレレ講座
ハワイアンミュージシャン

鶴岡　和典 木①③ 15：00〜16：30 5,500円
テキスト代別途

ギター・ウクレレ・マンドリン すずき音楽教室主宰
鈴木　　輝

火①③ 13：30〜18：15
（30分個人） 6,710円

やさしいオカリナ 火①③ 15：30〜16：45 5,280円

チェロ教室 アンサンブル
チェリスト

磯部朱美子
土
①
③

経験
4〜5年の方 15：00〜16：30 7,700円

響きに耳を澄ますひととき　ライアー ライアー奏者
櫻井由佳子 水①③ 14：00〜18：00

（45分個人）
10,450円
教材費別途

楽しく弾こう♪ 二胡入門 張会斌門下生
張会斌二胡アカデミー講師

薮内のり子
木②④

11：00〜12：00 6,600円
初回テキスト代3,100円

二 胡 12：30〜15：00
（30分個人）

7,150円
テキスト代別途

二 胡 中国二胡学会会員　中国音楽家協会会員

張　勇
火
①
③ 経験者 ★19：00〜20：30 7,150円

ハンド・パーカッション・アンサンブル ドラマー/パーカショニスト/ラジオDJ

定成クンゴ 土②④ 16：30〜18：00 7,700円

日本の音 小 鼓 入 門 重要無形文化財長唄（総合認定）保持者　国立劇場養成科鳴物講師

望月太左衛 木② 15：30〜16：30 3,300円

長 唄・ 三 味 線
長唄東音会同人

（社）長唄協会会員
東音長沼　雅子

月①③
10：30〜12：00

6,050円12：30〜15：00
15：10〜16：40

日本の伝統文化 能楽（宝生流 謡曲） 重要無形文化財保持者　能楽師

影山　道子 火①③ 13：30〜16：30 7,700円

〜入門から経験者まで〜 詩 吟 社団法人日本吟道学院認可　修神会師範

桑原　龍滋 木②④ 12：40〜14：40 5,280円

くらし趣味コース 運営維持費250円

着物の着付け入門 装道きものコンサルタント1級

須藤　悠子 土①③ 14：00〜16：00 6,160円
教材費別途

初心者のための 写真教室 日本写真家協会会員

玄　　一生 月②④ 10：30〜12：00 6,600円

囲 碁 日本棋院棋士7段

岡　　信光 土 10：30〜13：00 11,000円
消耗品費200円

初心者のための
将棋

日本将棋連盟神奈川県支部連合会相談役
日本将棋連盟公認棋道指導員
高瀬　素弘・磯辺　真季・中村　　達

土③④
土③
13：00〜15：00 6,600円土④
15：30〜17：30

女性のための
麻雀教室

一般社団法人
日本プロ麻雀協会

佐久間弘行

月①③
13：30〜15：30

4,950円
消耗品費110円月②④

木 9,900円
消耗品費110円

笑顔は毎日の食卓から 

夏 の 薬 膳（全3回）
薬膳コンシェルジュ

今藤さちよ 金④ 10：30〜12：00
6/23（金）スタート

10,890円（全3回）
教材費990円（全3回）

日常生活がワンランクアップする

オトナ女子のキレイになれるカラー講座
NPO法人色彩生涯教育協会所属（CLE協会）認定　パーソナルカラーアナリスト

河端　久美 金①③ 10：30〜12：00 5,500円
初回教材費3,980円

5㎏やせて見えるベースメイク手法！

ダイエットメイク（全3回） 美容家集団MEDUSA代表取締役
山咲・サトル

土
5/27・6/10・24

10：15〜12：15
5/27（土）スタート 10,890円（全3回）

顔型やパーツの型で運気UPメイク！！

顔相メイク（全3回）
土

5/27・6/10・24
12：40〜14：40

5/27（土）スタート 10,890円（全3回）

アロマを使って自分をいたわる

セルフハンドトリートメント（全3回）

AEAJ認定アロマテラピーインストラクターyuica認定
日本産精油インタープリター

松下　慶子
月

6/19・7/17・8/21
10：30〜12：30

6/19（月）スタート
6,600円（全3回）
教材費6,600円（全3回）

天文学を楽しもう 元五島プラネタリウム解説員
金井　三男

木① 13：00〜14：30 3,410円木③
おうちと近所で開運！ 開運風水講座 陰陽五行研究家

酒井　嚴貴 土② 13：00〜14：30 3,300円
初回教材費500円

あなたも今日から占い師 タロット入門 占術鑑定士養成講師

荻本裕黎依 水② 13：00〜14：30 3,300円
初回教材費5,000円

舞踊・健康コース 運営維持費250円

大人から始めるバレエ 谷桃子バレエ団員
エビナ＆ハダノ・クラシックバレエスクール

山田　みき
月 11：45〜13：00 8,580円

クラシックバレエ 火中学生〜 ★19：00〜20：30 10,120円
50代から始める美と健康の為の 

バレエストレッチ
エスポワールバレエ主宰

相澤　恭子 木②④ 11：30〜12：45 6,050円
はじめての 

バレエエクササイズ
AZUMI BALLET STUDIO主宰

南　亜寿美 水①③ 12：30〜14：00 6,270円

誰でも踊れる 社交ダンス JBDF所属講師
杉谷　絵美

金 15：00〜16：00 9,350円
よりダイナミックに踊ろう 

社交ダンス中級 金 16：10〜17：10 9,900円

レディースジャズダンス 金光郁子舞踊学園教師
斎藤　美絵
杉本亜利砂

火 10：30〜12：00
10,100円ジャズダンス入門 金 ★18：50〜20：20

土 17：30〜19：00
美しく身体を整える ジャズダンス 元劇団四季 STUDIO BUCCI主宰

杉浦　京子 水②④ 10：30〜12：00 5,060円
おしゃれに楽しく踊りましょう 

シアタージャズ入門
ジャズダンス講師

HARUNA 木①③ 11：45〜13：15 5,280円

タ ッ プ ダ ン ス スタジオDancin’

浅岡　　浩 木小学生以上 16：30〜17：30 7,260円
消耗品費110円

腰掛タップダンス® 腰掛タップダンス公式インストラクター

MAYU（プロタップダンサー） 木②④ 13：10〜14：10 5,500円

小島章司の フラメンコ（入門） 小島章司フラメンコ舞踊団

山形　志穂 木 ★19：30〜20：30 11,330円
消耗品費110円

フ ラ ダ ン ス フラダンス講師
レイモミ岩㟢 水 ククイ 女性のみ 13：00〜14：15 9,240円シェル 女性のみ 14：30〜15：45

笑顔はじける

癒しのハッピーフラ マイレ本間スクール公認講師　
カルアシスターズ
カ・ラア リノリノ 朋子

木 10：15〜11：15 9,460円
金①③ 11：40〜12：40 6,050円

70才からはじめる

シニアのためのゆったりフラ
月
②
③
④

70才〜 13：10〜13：50 8,250円
一日でも長く輝き続けるために

タヒチアンダンス初級
Ori O'a TAHITI主宰

Mahine 水①③ 10：30〜11：45 6,050円
健康的に女性らしさを身に付ける 

ベ リ ー ダ ン ス
FODSS舞踊団所属

Mai 水 ★19：15〜20：15 9,240円

健康と美しさに 魅惑のベリーダンス Ayesha Bellydance Studio主宰

Ayesha 火②④ 13：00〜14：00 6,050円
お腹を出さなくても大丈夫。 

初めてのベリーダンス！
Izumi Oriental Dance Studioインストラクター

ｙｏｍｉ 月①③ 14：00〜15：00 6,050円
ポンポンを持って元気にダンス！ 

ミセスからのチアダンス
チアダンスインストラクター

くげあや 水①③ 14：30〜15：30 6,050円
初回ポンポン代別途

K-POP ダ ン ス CAN Dance Factoryインストラクター

道子 月②④ 14：00〜15：00 5,280円
楽しみながら日本文化に親しむ

日本舞踊入門（宗家藤間流）
日本舞踊宗家藤間流師範名執

藤間　涼花 火②④ 15：00〜16：30 5,280円
新規生募集  楽しくおどろう 

はじめての韓国舞踊
趙寿玉チュムパン所属　韓国舞踊講師

柏木　美奈 火②④ 15：30〜17：00 5,500円
Let’s アンチエイジング！

体力アップ元気体操
（社）日本エアロビックフィットネス協会　公認インストラクター
FTPマットピラティスインストラクター

杉田　茂子 月 15：30〜16：30 9,680円
体脂肪を燃焼させよう

Jacki’sストレッチ＆アロービック
アロービック・ダンシングジャパン
専任インストラクター 水 10：15〜11：25 9,570円

若さを保つ 

エアロビクス&ストレッチ
AFAA®認定インストラクター

久保田千草 木 14：30〜15：30 10,670円

デンマーク体操 元日本女子大学　デンマーク体操部コーチ

Sayoko・Hiroko 木 10：15〜11：45 9,130円
アロマの香りとともに

美爽ストレッチ
気功研究家

菅井　美樹
金
②
④

女性のみ 10：30〜12：00 5,720円
身体が蘇る整体ストレッチ 

ス ゴ レ ッ チR
萩原健史監修　スゴレッチ®認定トレーナー

香嶋　聡子 金①③ 13：00〜14：15 6,050円
運動不足の方におすすめ！

呼吸＆体幹エクササイズ
元宝塚歌劇団　健康運動指導士

彩景じゅん 金②④ 13：00〜14：00 5,280円
背骨の歪みを体操で整える 

背骨コンディショニング
背骨コンディショニング協会　公認スペシャリスト

白井　千恵 月 12：30〜13：30 11,000円
新規生募集  自分の身体を諦めない 

骨盤＆ボディメイク
Brand-new～Dance&ボディメイク～主宰

non 火①③ 13：30〜14：45 5,280円

健康ウォーキング（全8回）
ウォーキングインストラクター

CHIERI（チエリ） 金②④ 14：30〜15：30 6,600円/月

太 極 拳
全日本太極拳協会本部指導員

羽入田美佐子 月 10：30〜12：00 9,240円
全日本太極拳協会指導委員

四條　眞美
水 16：00〜17：30 9,240円土 14：00〜15：30

免疫向上、健康運動！太極拳 楊名時太極拳講師
大内　文乃 金①③ 10：10〜11：10 5,280円

のどを鍛える

健康声磨き®レッスン（全6回）
一般社団法人日本声磨き普及協会認定インストラクター

浅井　卓弥 火①③ 10：30〜12：00 18,150円（全6回）
初回教材費2,000円

基礎代謝を上げる！ 免疫向上ヨガ （株）清香館公認ヨガインストラクター
大内　文乃 月 10：10〜11：10 9,130円

相 川 ヨ ガ 相川圭子総合ヨガ健康協会主宰
インド政府公認サマディヨギ

相川ヨガ専任講師

火①③ 10：30〜11：50 4,620円
初回本代別途火②④

金 10：30〜11：50 9,240円
初回本代別途

土①③ 13：15〜14：30 4,620円
初回本代別途

メ ン ズ・ ヨ ガ 土①③ 14：45〜16：15 4,620円
初回本代別途

ゆったりやさしい

広池ヨーガ健康法
広池ヨーガ健康研究所代表

宮本登喜子
和田千寿子 他

火 12：30〜14：00 9,240円金 13：00〜14：30
日①③ 10：30〜12：00 4,620円

心身ともにゆるめる

アロマリラックスヨガ
IHTA認定ヨガインストラクター　シニアヨガインストラクター

hiroko（ひろこ） 木 12：00〜13：10 9,130円

自 彊 術 （公社）自彊術普及会
顧問 幸村惠美子 講師 下里　洋子 木 13：30〜15：00 8,250円

合 気 道 全日本合気道連盟
理事長 尾崎　晌・池田　信 水 高校生以上クラス 17：45〜18：45 9,130円

伝統武道で心身作り 空  手 日本空手協会 神奈川県都筑支部尚志館公認指導員
藤田美奈子・赤嶺　有京 日 年中〜大人まで 14：00〜15：15 6,600円

9,900円（親子）

護身武術システマ 公認システマインストラクター

天田　憲明 土②④ ★18：30〜20：00 6,050円

教養コース 運営維持費250円
脳の活性化・知的活動に 

楽しい大人の脳トレ・算数
神奈川大学人間科学部非常勤講師

中村　眞一 水①③ 10：30〜12：00 6,050円
知ればさらに面白い 

歌舞伎を楽しむ
歌舞伎研究家　元歌舞伎座支配人

金田　栄一 月② 10：30〜12：00 3,410円
資料代別途

〜古筆や絵巻を読んで楽しむ〜

か な を 読 む
白百合女子大学　言語・文学研究センター研究員

櫻田　芳子 火②④ 10：30〜12：00 6,600円
資料代550円

万葉集の歌を読む 大妻女子大学准教授

倉住　　薫 水④ 14：00〜15：30 3,410円
資料代別途

声に出して読む 「平家物語」 俳優・アーティスト

金子　あい 月①③ 13：15〜15：00 6,820円

源氏物語を読む 田園調布学園大学兼任講師　昭和音楽大学非常勤講師

神田　久義 木④ 10：30〜12：00 3,080円

基礎からの俳句 俳人協会幹事　朴の花俳句会主宰

長島衣伊子 火④ 14：30〜16：30 3,740円
教材費1,000円

楽 し い 朗 読 NPO日本朗読文化協会会員

松島　　邦 金①③ 14：00〜16：00 6,710円

健 康 朗 読 入 門 朗読家　ヴォイストレーナー

谷　　一矢 木③ 10：30〜12：00 3,300円
教材費別途

手工芸コース （教材費別途）
運営維持費250円

ステンドグラス 日本ステンドグラス普及協会会員　SG工房グラスクラフト主宰

松田　則子 木②④ 10：15〜12：15 6,600円
消耗品費110円

電気炉を使った新しいガラス技法 ガラスフュージング ガラス工房　glass hoppers

芳賀　紀子 金② 10：30〜13：00 3,850円

グラスカービング グラスカービングアーティスト

佐々木マリ 金① 10：15〜12：15 3,300円

かんたん金継ぎ講座 金継ぎの柳屋主宰　デザイナー
柳澤　綾佳 水④ 10：30〜12：30 3,850円13：30〜15：30

鎌 倉 彫 鎌倉彫藤孔会会長　鎌倉彫教授会所属

田中　信吾 水②④ 13：00〜15：00 5,390円
新規生募集

フルーツ・ベジタブル & ソープ・カービング
Carving Bee主宰

村上　恵子
水④ 10：15〜12：15 3,630円土④ 15：30〜17：30

スイスのトールペインティング

パンチュール・ペイザンヌ
日本デコラティブペインティング協会講師会員
青木　春美・井床　知子・久米　　静 火①③ 10：15〜12：45 6,930円

一 閑 張 り 一閑張り講師

三原智惠子 火④ 10：15〜12：15 2,970円

和 紙 ち ぎ り 絵 和紙ちぎり絵講師

永長　晶子 水①③ 10：30〜12：30 6,050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　東京ブロック長　主任教授

下田亜紀子 火②④ 10：30〜12：30 6,820円

金　 工（ 彫 金 ）山原彫金アトリエ

山原　秀郎・山原　恵子 火①③ 10：15〜12：45 5,060円
消耗品費110円

純銀粘土で作るアクセサリー アートクレイシルバー 一般社団法人生涯学習開発財団認定　純銀粘土技能認定者

鶴尾　桂子 木①③ 10：30〜12：30 6,050円

ポ ー セ ラ ー ツ 日本ヴォーグ社ポーセラーツインストラクター

上田　晴美 金③ 13：00〜15：00 3,630円
焼成代330円

大人だってときめく 食品サンプル教室 一般社団法人日本食品　サンプルアート協会認定講師

Tommy 火③ 14：30〜16：30 2,970円
教材費3,300円

生活に彩りを パッチワークキルト 公益財団法人日本手芸普及協会指導員

幾野　孝子 金①③ 10：15〜12：15 6,050円

ハワイアンキルト＆パッチワーク 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 水①③ 13：30〜15：30 5,280円

基礎から応用を学べます ハワイアンリボンレイ House of Ribbonlei主宰

中野むつみ 水① 10：30〜12：30 2,970円

ヨーロッパ刺しゅう エスポワール主宰　欧風刺繡作家
もとこ

土① 13：30〜15：30 2,970円
ヨーロッパ刺しゅう 土④ 13：30〜15：30 2,970円

はじめての タッセル＆巻き玉 パスマントリー作家

桑原　知子 火④ 10：30〜12：30 3,300円

タティングレース タティングレース作家　Tokyo Tatters'Guild代表
斉藤ようこ 火③ 10：30〜12：30 3,300円

南米生まれの虹色レース ニャンドゥティ Silent Color代表　Academia Mie Elena認定講師

Fusami 月③ 10：30〜12：30 3,080円

大西淳子の ビーズと古裂の小物 Needlework Marble　主宰

大西　淳子 月① 10：30〜12：30 3,520円

和 の 手 芸 和布講師

干川志津子 月① 10：30〜12：30 2,970円

基礎からしっかり楽しく学べる やさしいつまみ細工 つまみ細工普及協会本部認定講師　桃まる商店主宰

細工　ももこ 金① 13：00〜14：30 3,520円
教材費1,000円

はじめての消しゴムハンコ 消しゴムハンコ作家

石田　彩乃 木③ 13：00〜15：00 3,300円
教材費700円

ウォルドルフ人形をつくろう 一般社団法人スウェーデンひつじの詩舎認定講師

北詰　桂子 火④ 14：00〜16：00 2,970円

楽しみながら資格も取れる 手織り・裂き織り 染織デザイナー

山下二巳子 火② 13：00〜16：00 4,620円

フランスの伝統工芸 カルトナージュ アトリエカルージュ認定講師

上田　晴美 金③ 10：15〜12：15 3,190円

家庭用ミシンで作る 手作りわんこ服 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

白石　雅子 月④ 13：00〜15：00 3,850円

和服地でかんたんリメイク リメイク工房「茶風鈴」認定講師

瀧口まゆみ 月③ 10：30〜12：45 4,400円

奈良志麻の 楽しい手あみ 公益財団法人日本手芸普及協会　手あみ師範

奈良　志麻 月④ 13：00〜15：30 4,290円
かぎ針で素敵に完成

CHIC FLIC® バッグ（全3回）
CHIC FLIC®横浜校インストラクター　La clef主宰

奈良　由佳
木

6/29・7/6・20
10：30〜13：00

6/29（木）スタート
11,200円（全3回）
教材費7,500円（全3回）

指先を使って脳を活性化 

マクラメ＆ラメルヘンテープ
日本マクラメ普及協会　本部指導者

菊地佳代子 土④ 13：00〜15：00 2,970円
中国紐で作る 

チャイニーズマクラメ
結び工房ジーツ主宰

わだなおこ 火② 13：15〜15：15 3,520円

簡単に作れて楽しく学べる 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

沖野　博子 木③ 10：30〜12：30 3,300円

著者が直接指導 ハンドメイドアクセサリー ビーズ作家　楽習フォーラム本部講師

清水美和子 火② 14：00〜16：00 3,630円

生け花・フラワーコース （花材費別途）
運営維持費250円

池坊（立花・生花・自由花コース）
池坊東京紫雲会最高顧問　（財）池坊華道会理事

戸内　　敏 水② 10：15〜12：30 5,610円〜

小 原 流 小原流一級家元教授

小泉　晃美 火①③ 13：30〜16：30 5,720円〜

草 月 流 草月流師範会理事

藤田　華秋 土②④ 13：30〜15：30 5,060円〜

松 陽 古 流 松陽古流家元　町田華道協会顧問
水野　草翠

月①③ 14：00〜15：30 5,500円
松 陽 古 流（月1回） 月③ 14：00〜15：30 2,860円

茶 花 と 野 の 花 松花古流副家元　表千家茶道教授　世田谷区花道茶道協会副理事長

一色　理盛 木③ 14：00〜15：30 3,630円
花材代3,000円

フラワーアレンジメント 花 塾 フラワーデュレーター1級講師

本多　輝隆 水④ 15：30〜17：30 2,970円

季節感や花姿を大切に ドライフラワー　花教室 フラワーデザイン講師

深川　睦美 火② 10：15〜12：15 2,970円
花畑のような色鮮やかな(ドライフラワー） 

つみたてフラワーレッスン
PrintempsPour主宰

田中　まみ 金④ 14：00〜15：30 3,300円
ガラスの中のミニガーデン

テラリウム（全3回）
GREEN WAVE主宰

赤間　裕江
金

6/23・7/28・8/25
13：30〜15：00

6/23（金）スタート
9,900円（全3回）
教材費別途

育て方も学べる 多肉植物の寄せ植え講座 多肉植物アドバイザー　多肉植物寄せ植え講師

笠井　陽子 土② 14：00〜16：00 3,300円

幼児・児童コース 運営維持費250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）

正しい・美しい文字を身につける 

子供の硬筆と書道
毎日書道展会員　創玄書道会審査会員

濱野　麗茱
金
①
②
③

年長〜中学生 16：30〜17：45 6,270円
教材費500円

子どものための 絵画造形教室 画家

金子　奈生
金
①
②
③

小学生 16：30〜18：00 7,700円
教材費1,320円

子ども マンガ・イラスト教室 絵本作家　イラストレーター

加藤　のい
日
②
④小学校 中学年〜 13：00〜14：30 6,160円

初心者のための
将棋

日本将棋連盟神奈川県支部連合会相談役
日本将棋連盟公認棋道指導員
高瀬　素弘・磯辺　真季・中村　　達

土
③
④

小1〜
土③
13：00〜15：00 6,600円土④
15：30〜17：30

ジュニアバレエ 金光郁子舞踊学園教師

斎藤　美絵・杉本亜利砂 金小2〜小5 17：00〜18：30 8,360円
のびのび楽しく　個性を伸ばそう

ストリートダンス
CAN Dance Factory主宰・ダンサー

CAN（カン）
火
①
③

3才〜園児 16：30〜17：20 4,620円小学生 17：30〜18：30
楽しみながら日本文化に親しむ こどもの日本舞踊 日本舞踊宗家藤間流師範名執

藤間　涼花
火
②
④ 小学生 17：00〜18：00 4,180円

伝統武道で心身作り 子ども空手 日本空手協会　神奈川県都筑支部 尚志館公認指導員

藤田美奈子・赤嶺　有京 日 年中〜小学生 14：00〜15：15 6,600円
9,900円(親子)

合 気 道 全日本合気道連盟理事長

尾崎　　晌・池田　　信 水 小・中学生クラス 17：45〜18：45 8,470円

らくらくピアノ ® キッズ （社）全日本らくらくピアノ®協会　神奈川支部1級認定講師
村松　智美

水
①
③

園児〜 15：35〜  　　　 6,270円
（30分個人レッスン）
テキスト代別途

年中〜 木曜ピアノ ピアノの森音楽教室講師

山田惠美子
木（
月
３
回
）

年中〜 16：00〜20：00 8,800円
（30分個人レッスン）
テキスト代別途


