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カラフル紙の伝統
切り絵。身近なデ
ザインで、お好き
な作品を楽しく仕
上げます。

♦講師／田中　克樹

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

NEW 初めての切り絵
楽しく学ぼう！

無料
見学会

5/25(木)
13:30～15:30

絵を描く事が苦手な人
でも大丈夫！透明水彩絵
の具で植物画のような
作品に仕上がります。

♦講師／成田　順子

♦第2・4（土）
　14:00～15:30
♦受講料／5,280円

NEW ボタニカル塗り絵
初めてでも夢中になれる！

無料
体験

5/27(土)
14:00～14:45
教材費220円

アクリル絵の具を使
い、身の廻りのアイテ
ムに可憐な花々でデ
コレーション！

♦講師／富樫　理恵子

♦第2・4（火）
　10:15～12:15
♦受講料／5,280円
♦教材費別途

NEW フラワーペインティング
初めての方でも楽しめます！

無料
説明会

 5/23(火）
10:15～10:45

カウンセリングで
の答え方を伝授
いたします。質問
に答えながら実
践的に学べます。

♦講師／叶　佑芽

♦第2・4（木）
　13:30～15:30
♦受講料／5,280円
♦教材費／1,440円

NEW カウンセリング個人レッスン
資格取得できる

6/8（木）スタート

個人レッスンですので
初めての方から上級者
までそれぞれのペース
で楽しく学べます。

♦講師／ミヘ

♦第1・3（木）
　10:30～13:00
♦受講料／6,600円

45分個人

NEW 楽しい韓国語
平日レッスン！

25分
無料体験

6/1(木)
10:30～13:00

モノとココロと向き
合い、自分や家族が
もっと幸せになる為
に生前大片付け始め
ませんか。

♦講師／吉井　瑞紀

♦第1（水）
　10:15～13:15
♦受講料／4,400円
♦教材費別途

全3回

NEW 終活の為の大片付け
自分と家族がもっと幸せになる！

6/7（水）スタート
6/7・7/5・8/9

季 節に合わせて
様々なテーマで英
語を楽しもう！英語
を話すのが楽しくな
るレッスン♪

♦講師／Miyu

♦第2・4（金）
　17:00～18:00
　18:00～19:00
♦受講料／5,280円

幼児～小４～

NEW キッズイングリッシュ
さわって動いて話して楽しい

無料
体験

5/26(金)
17:00～17:30 
18:00～18:30
教材費300円

ダンスを通してリズム
感、柔軟性、筋力等を
楽しく身に付けます。
色々な音楽で素敵に
踊りましょう！

♦講師／natsu

♦（火）
　16:30～17:30
　17:40～18:40
♦受講料／6,050円

4歳～ 小2～

NEW フリージャズダンス
はじめてでもたのしい！

無料
体験

5/23(火)
16:30～17:00 
17:30～18:00

不思議なパワーが宿ると言
われている「龍体文字」をち
ぎり絵で表現します。

♦講師／アオチャン！

♦第1・3（水）
　13:30～15:00
♦受講料／5,280円
♦教材費別途

全6回

NEW 神代文字のちぎり絵
運氣アップ！

無料
説明会

5/31(水)
13:30～14:00

幼児から児童に向けた
心とカラダの基礎作
り。運動=楽しいを経験
できるキッズファース
トの教室です。

♦講師／宇都宮　辰徳

♦（土）
　10:15～11:15
♦受講料／6,050円

NEW キッズ体操教室
心と体を成長させる

無料
体験

5/20(土)・6/3(土)
10:15～11:00

硬筆から毛筆まで、書く
楽しみを学びながら段級
位取得を目指しましょう。

♦講師／町田　瑛泉

♦（火）
　17:00～18:15
♦受講料／5,280円
♦教材費別途

NEW 火曜の硬筆・習字レッスン
基礎から学ぶ子どもから大人まで

無料
体験

5/23(火)
17:00～18:00
教材費200円

彩り豊かなベネチア
ンガラスで素敵なア
クセサリーや小物を
作りませんか♪

♦講師／ナオ

♦第3（木）
　13:30～15:30
♦受講料／2,640円
♦教材費別途

NEW ベネチアンガラス
初心者でも大丈夫

無料
体験

6/15(木)
13:30～14:30
教材費1,000円

クラシックバレエの
基礎からお子様の成
長に合わせた身体づ
くりを丁寧に明るく
楽しく指導します。

♦講師／山崎　雅

♦（水）
　16:45～17:35
　17:45～18:45
♦受講料／6,600円
　　　　　6,820円

4歳～ 小2～

NEW クラシック・バレエ
はじめての

無料
体験

5/24・5/31(水）
16:45～17:15 
17:45～18:15

生花・プリザーブドフラ
ワー・ドライフラワーのアレ
ンジを体験♪初めての方で
もお気軽にどうぞ。

♦講師／　マリコ

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

全3回

NEW 人気のフラワーデザイン

5/24(水)スタート
5/24・6/28・7/26

初心者から経験者まで、
基礎からていねいに教え
ます。みんなで楽しみな
がら、学びましょう。

♦講師／福井　謙次

♦第2（金）
　13:30～15:00
♦受講料／2,420円
♦教材費／100円

NEW 短歌講座
楽しく学ぶ

6/9（金）スタート

音符が読めなくて
も大丈夫。経験者の
方も基礎から丁寧
にレッスンいたしま
す♪

♦講師／松島　えり奈

♦第2・4（火）
　18:00～20:40
♦受講料／8,580円

40分個人

NEW 楽しいマンドリン教室

20分
無料体験

5/23(火)
18:00～20:00

みんなで頭の体操をし
ながら麻雀を楽しみま
しょう。初心者でもわかり
やすく指導します。

♦講師／　吉田　幸雄

♦第1・3（金）
　10:30～12:30
♦受講料／4,620円

NEW 健康マージャン教室
今や脳トレ‼

無料
体験

5/19(金)・6/2(金)
10:30～11:30

大切に育てた花々、身近
な草花、野菜、木の皮な
どを押し花でアレンジし
てみませんか。

♦講師／歌代　順子

♦第2・4（木）
　10:30～12:30
♦受講料／4,620円
♦教材費別途

NEW 押し花教室
大切な植物を押し花に・・・

無料
体験

5/25(木)
10:30～11:30

気学の基礎を正し
く学び、自分の成長
のため、幸せのた
めに日々の生活に
生かしましょう。

♦講師／平山　亞理氣

♦第1・3（水）
　18:30～20:30
♦受講料／5,280円
♦初回教材費1,750円

全10回

NEW 九星気学風水入門コース
運気アップ目指そう！

無料
体験

5/24(水）
18:30～19:30

緊張で上手に話せ
ないなどお困りの方
にボイストレーニン
グも行いながら実践
的に学ぶ事が出来
ます。

♦講師／最上　高樹

♦第1・3（火）
　10:30～13:30
♦受講料／5,280円
♦教材費／1,440円

NEW 話し方教室
人前で緊張してしまう方の為の

5/30（火）スタート

20分個人

初めてでも大丈夫！
ヴァイオリンで楽しく
曲を演奏しましょう。

♦講師／植村　貴雄

♦第1・3（火）
　17:30～20:30
♦受講料／6,050円

30分個人

NEW はじめてのヴァイオリン

15分
無料体験

5/30(火) 
17:30～

スポーツ
ウエルネ
ス吹矢式
呼吸法で
精神力と
集中力を
高めます。

♦講師／松村　登

♦第2・4（日）
　10:30～12:30
♦受講料／3,960円
♦教材費／336円

NEW スポーツウエルネス吹矢
健康と生きがいづくりに

無料
体験

5/28(日)
10:30～11:30

初めての方から資
格取得まで、きもの
の着付けとマナー、
年中行事が楽しく
学べます。

♦講師／小久保　ゆう子

♦第2・4（水）
　17:45～19:45
♦受講料／3,960円

NEW 着付けとマナー
初心者の為の

無料
体験

5/24(水)
17:45～18:45

気軽にオリジナルの食器が
作れるのでプレゼントにもお
すすめです。今回はプレート、
マグカップ、小鉢を作ります。

♦講師／ＰＩＮＫＹ

♦第2（月）
　10:30～12:30
♦受講料／3,630円
♦教材費／2,000円

全3回

NEW はじめてのポーセラーツ
特性ある子供達の
自立を後押しし、
社会や家庭の中
で役割を持てる人
に成長できるよう
考えていきます。

♦講師／奈木　純子

♦第3（土）
　10:30～17:00
♦受講料／16,500円
♦教材費／7,150円

1day 発達支援教育士認定講座
資格取得の1DAY講座

1day 6/17(土) 

季節を感じる事がで
きる大人気の植物で
す。多くの種類から選
べるので楽しさ倍増
です！

♦講師／星野　学

♦第1（土）
　10:30～12:00
♦受講料／2,970円
♦教材費／2,000円

1day 多肉植物の寄せ植え講座
季節を感じる

1day 6/3(土)・
7/1(土) 

登録事務手数料不要

お子様やお孫さんとお片付
けワークを通じて楽しくお
片付けを学びませんか。自
由研究としてもどうぞ！

♦講師／吉井　瑞紀

♦第3（土）
　10:15～13:15
♦受講料／4,400円
♦教材費別途

1dayお片付け大作戦！
夏休み！ママと子どもの

1day 8/19(土) 

登録事務手数料不要

宿題の工作やポスター・絵
画など講師がアドバイスい
たします。楽しく宿題を終
わらせちゃいましょう！

♦講師／草住　友哉

♦第1（木）
　13:30～15:30
　17：30～19：30
♦受講料／2,970円
♦教材費別途

幼児～

1day こども造形絵画教室
夏休み宿題応援スペシャル！

1day 8/3(木)

登録事務手数料不要

6/12（月）スタート
6/12・7/10・8/21

登録事務手数料不要

20分個人

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。 ウニクス上里店1階 無料駐車場完備
●一流の講師とすばらしい仲間

〒369-0306
児玉郡上里町大字七本木2272-1
ウニクス上里1階
TEL.0495（33）7411（代）

カルチャー 検 索https：//culture.gr.jp

モバイルからは
こちら　

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

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）



神保原駅

本郷
七本木関越下

上越新幹線上越新幹線

ウニクス上里店 1階
上里カルチャーセンター

関越自動車道

日産
化学工業

カーブス

上里東小

埼玉
カンドー

上武自動車
教習所

埼玉
カンドー

上里
町役場
上里
町役場

神保原陸橋（南） 上武自動車
教習所

22

23

沖電気
工業

高崎線高崎線

前原二

本庄駅

コミュニティーセンター前

見福一

関越IC北

本庄児玉IC
バス御利用の場合…本庄駅南口より「神川町神泉総合支所行」に乗り
ウニクス上里で下車して下さい。

ご案内

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

お問い合わせ・お申し込みは 0120-009-611　
）
地域
限定
番号

（●（株）カルチャーは全国100ヶ所以上の店舗がございます。

登録事務手数料 2,200円
半額1,100円

70才以上、
18才以下の
ご新規

シニア・18才以下の 特典！!

表記の金額は全て税込です。

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！ 0120-009-611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

●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。

個人情報について受講のご案内

検 索

※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。	 上里　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）

油 絵 油絵講師
蓮沼　貞子 土①③ 13：30〜15：30 5,280円教材費336円

水 墨 画 入 門 日本水墨画美術協会副理事長
千野　曜生・詩生 水②④ 10：00〜12：00 5,280円教材費550円

心に響く水彩画 独立美術協会会員　
東京芸術大学大学院修了
大塚　利典

水①③ 10：30〜12：30 5,280円教材費336円

デ ッ サ ン 画 火①③ 10：30〜12：30 5,280円教材費336円

ボタニカルアート ボタニカルアーティスト
成田　順子

水①③ 13：30〜15：30 5,280円教材費別途

植 物 の 塗 り 絵 土②④ 14：00〜15：30 5,280円
日曜のおとな絵画教室 京都芸術大学大学院修了

草住　友哉
日②④ 13：30〜15：30 5,280円

教材費550円平日の絵画教室 木①③ 17：30〜19：30

切 り 絵 切り絵工房　克
田中　克樹 木④ 13：30〜15：30 2,970円教材費別途

書道コース 運営維持費250円

か な 書 道 毎日書道展審査会員
書道芸術院展常任総務審査員
勝山　初美

月①③ 10：30〜12：30 5,280円
実 用 書 道
書 道 と 細 字

群馬篆刻協会会長　
書家　篆刻家
飯島　俊城

金②④ 10：30〜12：30 5,280円教材費220円

書 道 毎日書道展会員　群馬県展審査会員
書道芸術院審査会員
岩上　郁子

水①③ 10：00〜12：00 5,280円教材費204円ペン字・ボールペン字
ペン字・習字レッスン 日本習字漢字部教授免許取得

町田　瑛泉 金①③ 13：30〜15：30 5,280円教材費330円

音楽コース 運営維持費250円

ピアノとヴォイトレ
（30分個人レッスン）

東京二期会会員
埼玉オペラ協会 ソプラノ歌手
堀内　晃子

火①③ 13：00〜17：00 5,280円
教材費別途月①③ 16：00〜18：00

健康ヴォイトレ&心の歌 火①③ 10：30〜12：00 5,280円

ヴォイス
トレーニング

（30分個人レッスン）

東京音楽大学声楽科卒業
藤原歌劇団正団員
浅見多佳子

金①③ 10：00〜15：00
6,050円
教材費別途

金②④ 10：00〜13：00
土①③ 10：00〜13：00
日①③ 10：00〜13：00

木 曜 カ ラ オ ケ 元ビクター歌謡音楽研究会講師
山中　　伸 木①③ 10：30〜12：30 4,620円

童謡を口ずさみま専科
童謡に親しむ会主宰
音楽教員免許
白石　　清

金②④ 10：30〜11：30 4,510円教材費別途

ド ラ ム 教 室
（30分個人レッスン）

Studio Tigre主宰
せいたろう 木②④ ★18：00〜20：00 5,720円教材費357円

初めての方でも安心憧れの

ドラムレッスン ドラムサークル講師
パーカッショニスト
坪井　　誠

金①③ 16：00〜20：00 5,280円（30分）
8,470円

（60分）
教材費662円

大好きな曲に合わせてカッコよく

カホン&リズムレッスン 金①③ 16：00〜20：00

ウ ク レ レ 教 室
三ッ葉楽器専任講師
笠井　忠宏

月①③ ★18：30〜20：00 5,280円
初めての ウクレレ
ソロ入門（個人） 月①③ 16：00〜18：00 5,280円

ウ ク レ レ 講 座
（グループ）

Onoウクレレサークル主宰
音楽教員免許
白石　　清

水①③ 10：30〜12：00 5,280円教材費200円

オ カ リ ナ 講 座
（グループ）

アマービレ・オカリナ会主宰
音楽教員免許
白石　　清

水①③ 13：30〜15：00 5,280円教材費200円

大 正 琴 琴城流大正琴振興会　認定指導員
鈴木琴華穂 月①③ 10：30〜12：00 3,960円

琴 と 三 味 線
（30分個人レッスン）

三古谷邦楽アカデミー校長
東京芸術大学邦楽科講師
三古谷　裕

金②④ 10：00〜14：00 6,600円

沖 縄 三 線
沖縄県指定無形文化財
八重山古典民謡技能保持者
八重山古典音楽コンクール審査員
八重山古典音楽安室流保存会師範
伊良皆高吉

日② 13：00〜14：30 3,300円

沖 縄 三 線
八重山古典音楽
安室流保存会教師
西田　和美

土②④ 16：30〜18：00 5,280円

ニ 胡
甘建民ニ胡学院
さいたま市分室講師
高山美保子

月
②
④

入門 10：00〜11：30 5,280円教材費224円

初級 10：30〜12：00 5,940円教材費224円

ギターレッスン
（30分個人レッスン）

クラシックギタリスト
草場　　学

木①③ 14：30〜20：30
5,940円金①③ 16：00〜20：30

土①③ 14：30〜20：30

ギ タ ー 教 室 プロギターリスト・作曲家
澤田　卓也 水②④ 14：00〜20：00

6,050円
（30分）
8,140円

（45分）
教材費110円

楽しいマンドリン教室
（40分個人レッスン）

マンドリン奏者
松島えり奈 火②④ ★18：00〜20：40 8,580円

ヴ ァ イ オ リ ン
（30分個人レッスン）

東京音楽大学卒業
（公財）群馬交響楽団奏者
植村　貴雄

火①③ 17：30〜20：30 6,050円

子どもから大人まで

リコーダー入門 フルート奏者
武内　殊里 木①③ 10：00〜14：00 5,280円

フ ル ー ト
（30分個人レッスン）

フ ル ー ト 教 室
国立音楽大学
ドイツ国立フライブルク音楽大学大学院
フランクフルト音楽舞台芸術大学大学院
卒業 中島　　麗

月①③ 10：00〜12：30 5,720円（30分個人レッスン）

サ ッ ク ス
国立音楽大学卒
元県立高等学校音楽教諭
森村恭一郎

火②④ 15：00〜20：00
9,240円

（60分個人レッスン）
5,940円

（30分個人レッスン）

ピ ア ノ
（30分個人レッスン）

東京音楽大学卒業
畑中恵美子

月①③ 13：30〜18：30 5,280円〜土①③ 13：00〜18：00
武蔵野音楽大学卒
戸矢美由樹 火②④ 13：30〜18：00 5,280円〜

武蔵野音楽大学卒
飯塚　睦子 土②④ 13：00〜18：00 5,280円〜

尚美学園卒　元ヤマハ音楽教室講師
内田　悦子 金②④ 16：30〜20：00 5,280円〜

舞踊・健康コース 運営維持費250円

講　座　名 講　　師 曜	日 時　間 受講料（1ヶ月）
クラシックバレエ初級

JBWAトレーナー
日本バレエワークアウト協会会員
YUMIKO

月 10：30〜11：45 6,600円

初級
クラシックバレエ

金
②
④
中学生
〜大人

★19：00〜20：20
5,280円

金①②④
3回コース 6,270円

フ ラ ダ ン ス
Hula O Naleialoha主宰
日本フラダンス協会公認講師
Naleialoha	Hayashi

月②④ 13：10〜14：10 5,280円

ハワイアンフラダンス
古賀まみ奈フラスタジオ
公認インストラクター

洋　子

水①③④ 10：30〜11：30 6,600円

癒 し の フ ラ 土②④ 14：00〜15：00 5,280円

やさしいタヒチアン 土②④ 15：15〜16：15 5,280円

フラとハワイ語 フラインストラクター
花岡　紫歩 木①③ 16：00〜21：00 5,280円（45分個人）

フ ラ メ ン コ
日本フラメンコ協会正会員
小田澄江フラメンコ教室 インストラクター
中村加代子

木 ★19：30〜20：30 7,920円

ストレッチ・ダンス ダンスインストラクター
葵　　真里 火①②③ 11：00〜12：00 5,280円

フ リ ー JAZZ
ダンスアクティングパフォーマー
葵　　真里
福地　由桂

木 ★19：20〜20：20 6,600円

安来節（どじょうすくい）
安来節保存会師範
井沢　英夫 日①③ 10：30〜12：00 5,280円

骨盤姿勢
改 善 教 室 入 門

健康運動指導士
JccAアドバンストトレーナー
宇都宮辰徳

木②④ 10：30〜11：30 5,500円

ピラティス・ヨガ＆
骨盤ストレッチ

パワーヨガ、Peak Pilates Mat認定
ピルビスワーカー1級
ペルビックストレッチ マスタートレーナー
平尾　真里

火
★18：20〜19：20

6,600円
★19：30〜20：30

雅(みやび )ヨガ ひらきヨガインストラクター
前久保雅子 木 10：30〜11：30 7,260円

和 ヨ ガ ひらきヨガインストラクター
米満　悦子

土①③ 10：30〜11：30 5,280円
土①②③ 10：30〜11：30 6,600円

陰 ヨ ガ ヨガインストラクター
chano 水 13：00〜14：00 7,260円

ゆ っ た り ヨ ガ
AJYA全日本ヨガ協会
全米ヨガアライアンス200
Sachiko

木 10：30〜11：30 6,600円

フ ロ ー ヨ ガ
AJYA全日本ヨガ協会
全米ヨガアライアンス200
Sachiko

月 ★18：40〜19：40 7,260円

ヨ ガ ビ ギ ナ ー
スタジオヨギー認定
ヨガインストラクター

マイコ
金②④ 11：00〜12：00 5,500円

スポーツ
ウエルネス吹矢

（社）日本スポーツウエルネス
吹矢協会上級公認指導員
松村　　登

日②④ 10：30〜12：30 3,960円教材費336円

太　 極　 拳
JURIN太極拳教室　松本弘充監修
上級教錬 
廣石　任栄

火②④ 13：00〜14：30 5,280円

空 手 教 室 （社）日本空手協会埼玉県本部副会長
大関三喜男 土 15：00〜16：30 6,600円

はじめての武道教室 和導会
池田　光秋 日 11：15〜12：15 6,600円

趣味コース 運営維持費250円

占 い 講 座 日本占術協会群馬副支部長
川㟢　有紗 火①③ 10：15〜12：00 5,280円教材費224円

初めての九星気学入門 九星気学鑑定士・姓名鑑定士
平山亞理氣 土② 10：30〜12：30 3,630円テキスト代別途

西 洋 占 星 術 フォーチューンカウンセラー
優　希

水④ 13：30〜14：50 2,970円

タロットカード 水③ 10：30〜11：50 3,190円

運氣 UP！
kaiunn 文字のアート

開運アーティスト
アオチャン！ 水②④ 13：30〜15：00 5,280円教材費別途

アロマ・
ハーブ・スパイス

AEAJ認定アロマセラピスト
JAMHA認定ハーバルセラピスト
飯塚　理恵

月③ 10：15〜12：15 2,640円教材費別途

サトル・
アロマテラピー

アロマインストラクター
黒澤　博美 土① 10：30〜12：00 2,640円教材費別途

初めての
アーユルヴェーダ

日本アーユルヴェーダ学会認定
セルフアドバイザー

マイコ
金② 13：30〜15：15 3,630円教材費別途

はじめての中国茶道 中国労働省認定・髙級茶芸師
碓井　洋子 金② ★19：00〜20：30 2,640円教材費別途

そば打ち教室 和
なごみ そば打ち講師

小池　和明 土② 10：00〜12：00 2,640円教材費1,100円

マイナス5歳の
華やかメイク

イメージコンサルタント
美肌セラピスト
笹野　かよ

土④ 10：30〜12：00 3,740円教材費550円

生花・服飾・着付コース 運営維持費250円
（教材費別途）

池 　 　 坊
池坊埼玉中央支部　坂田文子監修
引立教授者　準華督
勝田ゆきの

木①③ 10：30〜12：30 5,280円

すみれフラワーデザイン 国家検定　フラワー装飾技能士
すみれ 木② ★19：00〜20：45 2,640円花材費別途

フラワーアレンジメント フラワーデザイン師範フラワーデザイナー
マ　リ　コ 水④ 10：30〜12：00 2,970円花材費別途

星野学ガーデニング講座 朧月主宰
星野　　学 月④ 13：30〜15：00 3,630円教材費2,530円

きものの
着 付 と マ ナ ー

装道分院
小久保ゆう子 水②④ 17：45〜19：45

3,960円
（初心者3ヶ月間）
5,280円

（4ヶ月〜）
テキスト代別途

手 編 み 教 室 編み物講師
峰岸　久代 月②④ 10：00〜12：00 5,280円

小物から洋服まで

簡単ソーイング
洋裁講師
中野　瑞穂 火①③ 13：30〜15：30 5,280円

語学・教養コース 運営維持費250円

講　座　名 講　　師 曜	日 時　間 受講料（1ヶ月）

レディース英会話 英語講師
ミセス	センダー 木①③ 13：30〜14：30 5,280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）

はじめてのフランス語
（45分個人レッスン）

フランス語講師
Tomoko 火②④ 10：30〜15：00 6,600円教材費別途

スペイン語会話
（45分個人）

グアダラハラ大学卒業
日本語能力検定2級

Lorena
月②④ ★18：00〜20：15 6,600円

韓 国 語 韓国語愛好会教師
洪　　貞阿 木①③ ★19：00〜20：00 5,280円テキスト代別途

韓国語個人レッスン 韓国語コーチ
ミ　ヘ 日②④ 10：00〜14：00 6,600円

中 国 語 会 話
（45分個人レッスン） 中国語コーチ

美　恵
日①③ 11：30〜14：45 6,600円

グループレッスン

中 国 語 会 話 日①③ 10：00〜11：30 6,600円

パ ソ コ ン 講 座
パソコン教室まならく
真下　ユキ 火①③

14：00〜15：30 5,500円テキスト代別途

ス マ ホ 入 門
（25分個人レッスン）

15：30〜17：00 5,280円

手芸・工芸コース 運営維持費250円
（教材費別途）

ステンドグラス
ステンドグラスエミール
講師
大木　光子

火
②
④
入門 10：30〜12：30

4,840円
火②④ 10：30〜12：30

ビーズジュエリー
＆フリーメタリコ

GLLC認定インストラクター
日本フリーメタリコ協会公認
プロフェソーレ
髙橋　冬子

月① 10：15〜12：15 2,640円

グ ル ー デ コ®
一般社団法人日本グルーデコ協会
認定講師
ユリシスドンネ認定講師
田中由加里

水② 13：00〜15：00 2,640円

銀粘土で作る

シルバーアクセサリー
アートクレイ倶楽部
銀粘土技能認定者
金井　千絵

木② 13：30〜15：30 2,640円

ミシンキルトワーク
＆パッチワーク

（公財）日本手芸普及協会
パッチワークキルト指導員
ミシンキルト指導員
吉原　雅子

水②④ 13：30〜15：30 4,620円

ハワイアンキルト PUNAハワイアンキルト教室代表
島村	PUNA	真優美

土②
10：30〜12：30 2,970円

木④

タティングレース入門 編み物講師
峰岸　久代 金①③ 10：00〜12：00 5,280円

つ る し 飾 り つるし雛講師
近藤キンコ 木① 10：30〜12：30 2,310円

つ ま み 細 工 つまみ細工講師
笹川ゆう子 月① 10：30〜12：30 2,640円

日 本 刺 繍 日本刺繍紅会認定講師
小竹美代子 水②④ 10：00〜12：00 5,940円

戸 塚 刺 し ゅ う 戸塚刺しゅう協会師範
赤原　茂美 金①③ 13：30〜15：30 5,280円

手 織 り GLLC認定インストラクター
町田　裕子

火①
10：15〜12：15 2,640円

火③

ソープカービング
ソープカービンググループ
ROSARIUM代表
佐藤　泰子

木② 13：30〜15：30 2,640円

一閑張りバッグ カルチャー専任講師
HARUE 土④ 13：30〜15：30 2,640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）

こども科学、工作、実験教室

はかせの
わくわく研究室！

リトルサイエンスクラブ
工学博士
栗原　崇好

月
①
③

1年生〜
6年生 17：30〜18：45 5,940円教材費880円

キ ッ ズ ア ー ト 京都芸術大学大学院修了
草住　友哉

日
②
④
幼児〜 11：00〜12：00 4,840円教材費550円

英 語 教 室 英語講師
ミセス	センダー

水
②
④
幼児〜 17：30〜18：30 4,620円

キッズプログラミング パソコン教室まならく
真下　ユキ

火
①
③
小2〜 17：30〜18：30 6,600円教材費1,324円

Jr.クラシックバレエ
JBWAトレーナー
日本バレエワークアウト協会会員
YUMIKO

金
幼児〜 16：30〜17：20

7,260円
小学生〜 17：30〜18：30

はじめての

クラシック・バレエ
東京シティバレエ団付属
バレエ学校出身・バレエ講師
山崎　　雅

水
4才 16：45〜17：35 6,600円
小2〜 17：45〜18：45 6,820円

キッズ・ダンス ダンスインストラクター
葵　　真里

木年長〜 17：00〜18：00 6,050円

Enjoy J-pop 木 ★18：10〜19：10 6,050円

キッズダンス 2
ダンスアクティング
パフォーマー
葵　　真里
福地　由桂

土②④ 11：00〜12：00 4,620円

空 手 （社）日本空手協会埼玉県本部副会長
大関三喜男 土年長〜 13：15〜14：45 5,940円初回教具代別途

はじめての武道教室 和導会
池田　光秋 日年長〜 10：15〜11：15 5,280円

Jr. ギターレッスン
（30分個人レッスン）

クラシックギタリスト
草場　　学

木
①
③

小学生〜 14：30〜20：30 5,280円

ジュニアドラム
（30分個人レッスン）

Studio Tigre主宰
せいたろう

木
②
④
年長〜 16：00〜19：00

5,280円
親子で
6,490円
教材費305円


