
専用の接着力があるグルー
でスワロフス
キーを使って
クオリティー
の高いジュエ
リーが作れま
す。

※詳しくは店頭掲示板をご確認ください♪

ワークショップ＆展示開催
12月16日（土）・17日（日） ウ

ラ
面
も

ご
覧
下
さ
い
。

（しめ縄・ポーセラーツ・アクセサリー・スイーツデコ・手相など）数秘&カラーde本当の自分・自分の強みを知ってみよう！

大人気！ハーバリウム作り

気軽に楽しむインテリア雑貨（デコパージュ）

入会金キャンペーン
の秋

特別
価格 1,0001,000

気軽に1dayレッスンコーナー

1day講座 10：30～12：00

教材費：300円

テキストに沿って
特別な粘土を使っ
て、お花等を作っ
てアレンジする粘
土工芸です。

○月謝／
材料費：500円～
入会金：3,240円
教科書：1,650円教材費：

講師／

1,000円から

真っ白な食器に専用シールを貼って焼成するだけで誰で
も簡単にオリジナルのお皿がつく
れます。親子で作ったり、プレゼ
ントにも最適！※資格取得も可。

(日本ヴォーグ社インストラクター)手嶋樹理

（税込)

教材費：

講師／

○受講料／2,500円

第1（火）
10:30～12:30

1,000円

小さなモザイクタイルを生活雑貨などに貼った
り、壁などの大きな部分にも施して暮らしを彩る
…それがタイルクラフトです。
※資格取得希望の方、応相談。

(タイルクラフト専科会員)橋詰晴香

資格も取れる！タイルクラフト

子供も
OK!

第3（土）
10:00～12:00
○受講料／2,000円（税込)
              親子3,000円（税込)

簡単貼るだけ！ポーセラーツ　～お皿づくり～
講師／永露亜希子

（税込)

材料代：

講師／

○受講料／2,000円

第2（土）
11:00～12:30

2,000円

今人気のハーバリウム。水中
にふわふわと揺れるお花は、
癒し効果も抜群。意外と簡単
に手づくり出来ますよ。

西岡英世

ハーバリウム

講師／緒方淳子
体験費：500円

様々な音楽の楽しみ方を御紹
介。同時にキーボードでお気に
入りの曲が楽
しく弾けるよ
う に な り ま
す。

おとなの音楽教室
体験費：500円

こどもの音感教室
体験費：500円

キーボード教室

第1・3（月）
10：00～12：00
○月謝／3,000円（税込)

リトミックを含め、ソルフェー
ジュ、音楽
理論をわか
りやすく指
導します。
（3～18才対

初心者大歓迎。経験者の方もレベ
ルに応じてレッスン致します。
御一緒に楽し
い時間を過ご
しましょう。

第2・4（土）
19：15～20：15
○月謝／3,500円（税込)

第2・4（土）
18：30～19：00
○月謝／3,000円（税込)

さんすう・こくご2教科　週1回 6,480円　週2回 8,640円
算数・国語2教科　週2回 8,640円

■ 月曜日・木曜日　16時～
■ 施設料／905円

■ 入会金／5,400円（兄弟姉妹入会の割引あり）
■ 月謝／

学校の進度や学年にとらわれない、対面・対話型学習指導で、子どもたちの学力や性格
をつかんで指導します。自分のペースで学習することで、本当の学力が身につきます。

幼児

小学生

先生大募集中先生大募集中
新しく、お教室を開講

してくれる先生を随時募集
しております。

お問い合せは

※1度のみのレッスンでも大丈夫！
※入会されますと毎月のレッスンが可能です。

080-3524-7153まで

DECOクレイクラフトグルーデコ

材料代：1,500円（税込)～

第1（火）13:30～15:30
○受講料／2,500円（税込)～

体験費：500円

講師／ (絵手紙協会認定講師)原茂子

絵手紙教室

第2（金）
13：00～15：00

絵手紙とは『絵のある手紙』
ということです。自由に、自
分らしく、心を込めて、手書
きの手紙を楽しみましょう。

オスス
メ！

オスス
メ！

○月謝／1,851円（税込)

体験費：500円

講師／

第1・3・4（金）
16:00～18:00

(日本習字教授免許)永利瞳叶子

書道教室

毛筆・硬筆・ペン字などを年齢問わず学べます。
美文字を目指して、楽しくレッスンしましょう。

親子で
OK!

○月謝／3,000円（税込)

講師／

体験費：

第2・4（月）
12:30～14:00

初心者でも簡単にできるウクレレ
♪みんなで楽しく弾きましょう。
※定員10名

山根隆之

500円ウクレレ教室

○月謝／3,500円（税込)

体験費：500円

講師／

第2・4（火）
16:00～17:30

末次博司

だれでも気軽にパソコン教室

それぞれのレベルに合わせたレッスンを行いま
す。パソコンの操作が分からない方も歓迎！
※定員５～６名
※ノートパソコンをご持参ください。

○月謝／3,780円（税込)

講師／櫻川与よし

江戸芸かっぽれ

きりりと締めた豆絞り、浴
衣にステテコ、赤だすき
（男姿）。粋で陽気で楽し
くて、踊ればきっと元気に
なりますよ。

第2・4（火）
11:00～12:00

体験費：500円

○月謝／3,240円（税込)

こ ど も 講 座

ビーズ＆パールを糸やワイヤーでアクセサリーを作った
り、ちりめんや絣で和アクセサリー等が作れるように。
体験ではコットンパールとスワロフ
スキーのブローチか久留米絣のつま
み細工ブローチからお選び出来ま
す。

材料費：2,000円

講師／

第1（金）10:30～12:00

(日本生涯学習認定講師)日野久子

素敵なハンドメイドアクセサリー講座
体験費：1,000円／体験材料費：1,500円

○月謝／2,500円（税込)

(LTインストラクター)阿波祐理子

昼クラス…第2・4（木）13：30～15：00

リンパマッサージは美容・ダイエッ
ト・健康にも役立ちます。簡単に自
分で出来るホームケアです。第１回
講座内容：リンパマッサージの基
本・美容リンパ・小顔

講師／

プロが教えるセルフリンパマッサージ（全6回）

夜クラス…第2・4（金）19：00～20：30

教材費：１回あたり500円
○受講料／12,960円（税込）

体験費：500円／体験教材費：500円

NEW 講 座

（通常3,240円）※12月末まで
入会と受講・お支払い
についてのご案内

●体験は各講座初回のみ。※事前予約制 ●文化講座は材料準備がございますので、お早めにご予約
下さい。 ●最低開講人数に達しない場合は、講座を中止・延期することがあります。 ●都合により、講
座内容の変更をする場合もあります。 ●お支払いは現金取扱のみ。月謝は３ヵ月前納制です。 ●表示
価格は消費税率８％税込価格です。 

小郡小郡

HP：http://www.seiha.com/culture/index.html カルチャータウン小郡 検 索

culturetown.ogori@gmail.comメール

〒838-0115　小郡市大保字弓場110 イオン小郡ショッピングセンター内
平日 10:00～20：00・日 10:00～15：00（祝休み）

080-9649-0555お問い
合わせ

地域最大級のカルチャー施設!!地域最大級のカルチャー施設!!
ダイソー

スポーツ
オーソリティ

楽市
楽座

未来屋書店

ひこぼし
広場

ペット
ワイド

メガネの
ヨネザワ
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マキシム

シリアス
小郡

カルチャータウン小郡

専門店東側入口
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スタジオ
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セイハ英語学院

ラフィネ

ジュエルカフェ

フィットプラスワン
シアトルズ
ベスト
コーヒー

ikka

HANA
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C&C

小郡アイ
クリニック

オンリーカットボックス

ブ
ラ
ン
シ
ェ
ス

講
談
社
す
こ
や
か
教
室

コ
コ

フロアガイド

初心者の方でもわかりやすい
ように基本のステップ、基本
のハンドモーションをご指導
いたします。ハワイアン
ミュージックに合わせて楽し
く踊りましょう！

第2・3・4（金）
10:30～11:30

体験費：500円

講師／

第1・2・3・4（土）
14:00～15:00

(西日本ハワイアン協会インストラクター)田中敬子
フラダンス

歌謡フラダンス フラダンス

○月謝／3,240円（税込)
○月謝／4,320円（税込)

※子供割・親子割あり

昔なつかしい歌謡曲にあわ
せて楽しくフラダンスを踊
りましょう。（月がとって
も青いから、悲しき口笛
等。）

（税込）◯月謝／3,000円

第1・3(金)
18：00～19：00

講師／小柳淳子（九州ハワイアン協会講師）

（税込）

教材費：

講師／久保山裕香、椛島恵、山口結美

どんどん汚して思いっきりつ
くる。幼少期からのアート体
験は五感を刺激し、右脳の働
きを活発にします。
（対象：年中～小学生）

第2（土）13:00～15:00
◯月謝／2,160円

500円（3ヵ月分）

体験費：1,000円

KIDS☆アーティスト（こども造形絵画教室）

（税込）

講師／倉吉明美

水彩絵の具で静物画を描きます。繰り返し描くことで
表現する力が身につきます。想像豊かに楽しく絵を描
きましょう。

第2・4（水）
17:30～19:30
◯月謝／4,000円

体験費：1,000円

（久留米連合文化会会員）

こども絵画教室

（税込）

講師／小安孝道

元気で楽しい空手です。
（対象：5才～）

第1・2・3・4（木）
初級…18:00～19:00　
中級…19:00～20:00
◯月謝／4,000円

体験費：500円

（空手道10段 師範督）

たのしい子供空手

（税込）

講師／日本書道公認講師

硬筆（鉛筆）、毛筆の正しい文
字を基礎から学びます。それぞ
れのペースで楽しく練習しま
しょう。

第1・3・4（土）
12:00～13:00

◯月謝／2,700円

体験費：500円

楽しい習字教室

講師／工藤彩花

（税込）◯月謝／3,900円

体験費：500円

KIDS★HIPHOPDANCE

（税込）

講師／工藤彩花

2～5才を対象としたDANCEクラスです！身体の動か
し方、音にのって動かすたのしさを学びます。

◯月謝／3,000円

体験費：500円

ちびっ子だんす

第1・2・4（月）
18:00～19:00

第1・2・4（月）
17:00～17:45

ダンス経験のない方もある方も大歓迎！！いろいろな動き
で身体を動かしてダンスを楽しもう！ゆっくり分かるまで
レッスンをしていきます。是非お待ちしています！（小学生）

（税込）

講師／中野千代美

子どもたちが、書くことの楽しさがわかる子に将来成
長してほしいという思いから、学習目標は毛筆・硬筆、
簡単でやさしい習慣を身に付ける様に取り組みます。

第1・2・3・4（火）
16:00～18:00

◯月謝／4,000円
550円

体験費：500円

子ども書道教室

（日本書道教育学会認定師範）

教材費：

教材費：

教材費：

（税込）

講師／

体験費：

こどもバレエダンス

山田恵子（エレガンスフィーユ）

バレエとストレッチで踊る楽しいダンスです。姿勢の
よいキレイな女の子を目指してレッスンします。
一緒にピンクのレオタードを着ましょう！
（対象：3歳～12歳）

第1・2・3（火）
18:00～19:00
○月謝／4,500円

実費

1,000円

実費教材費：実費

（税込）◯月謝／3,000円

2回コース②…第2・4（水）　
A…16:15～17:45 B…18:00～19:30

深い呼吸でインナーマッスルを目覚めさせ、しなや
かな筋肉を手に入れましょう。年齢問わず安心して
参加できます。（初心者歓迎）

講師／林田朱美（STOTTPILATES認定）

教材費：実費

（税込）

講師／櫻川与志千代

かけ声も高らかに、まるで和製体操の様です。踊って
楽しく見て楽しい踊りをおぼえませんか。

第1・3(木)
10：30～11：45
◯月謝／3,900円

体験費：500円

（櫻川流江戸芸かっぽれ師範）

江戸芸かっぽれ

講師／西依千津代

♪オリジナルボイストレーニング・
リズムとりを取り入れた個人レッ
スンのカラオケ教室です♪

ハワイアンの音楽で、リズムに
合わせて楽しく踊ろう。
かわいいフラガールになりま
しょう。男の子も大歓迎です。

体験費：500円

体験費：500円

講師／後藤千恵子

体験費：500円

講師／松島佳代

初心者の方・体の硬い方、年
齢に関係なく誰でも安心し
て始められます。健康な体
作りを目的に分かり易く丁
寧に進めます。

深い呼吸とポーズをとることで、
ゆっくり自分の体と向き合って
いきましょう。

講師／寺田美由紀

日本の伝統音楽、箏（琴）を基礎から教えます。初めて
の方も歓迎です。「さくら」や「荒城の月」など楽しく弾
いてみませんか？

（通常3,240円）※12月末まで〒838-0068 朝倉市甘木380 イオン甘木ショッピングセンター2F
月～土 11:00～16：00（水・日・祝休み） cultureroom.amagi@softbank.ne.jpメール

080-3524-7153お問い合わせ

ご  案  内

甘木校の体験費は現金、
月謝は毎月口座引落しです。
※体験は完全予約制です。

の入会金

特別
価格 1,000
秋
キャンペーン

見つけよう 楽しい仲間♪

第1（火）13:30～15:30
2,500円（税込）

リラックス＆デトックス ヨガNew

（税込）

教材費：

◯月謝／3,500円
実費

Ｃクラス…第１・３（金）
13:00～15:00
(1人30分）

体験費：1,000円
カラオケ教室　プライベート
レッスン Ｃクラス

（税込）◯月謝／3,240円

第2・4（木）
13:00～14:00

（ヨガセラピー）

（税込）◯月謝／3,240円

第1・3（金）
10:30～11:30

（ヨガセラピー）

体のメンテナンスヨガNew

New

New New

New

New

（税込）

教材費：

◯月謝／4,000円
実費

Ｃクラス…第２・４（火）
18:00～20:00
（1人30分）

（生田流宮城社大師範）

箏(琴）入門 Ｃクラス

体験費：500円

体験費：500円

ピラティスレッスン!!A・B

子どもフラ

（税込）◯月謝／3,600円

第1・3(金)
19：00～20：30

講師／小柳淳子（九州ハワイアン協会講師）

ハワイアンの音楽に癒され、身
も心もリフレッシュしながら
優雅に楽しく踊ります。

体験費：500円
New 楽しいフラダンス

イベントのお知らせ

◯受講料／500円 教材費：1,500円

◯受講料／1,500円 教材費：500円

◯受講料／500円 教材費：1,500円
11/4
（土）

11/7
（火）

11/19
（日）

（うち1時間程度）

3日前までに
お申し込みください。

体験費：1,000円

講師／久保山知美
Kid's　HIPHOP

～低学年クラス～ ～マスタークラス～

第1・3・4（土）
12：30～13：30

第1・2・3・4（土）
15：30～16：30

○月謝／3,240円（税込) ○月謝／4,968円（税込)

大人気

体験費：1,000円／体験材料費：500円～

講師／西岡英世
体験費：500円

教材費：2,000円

Aクラス…第2（土）
11：00～12：30
Bクラス…第3（木）
11：00～12：30
○月謝／2,000円（税込)

フラワーアレンジメント

四季の花を使い、自宅で手軽に飾れるアレンジメン
トを作ります。

講師／

昼クラス…第1・3（月）14：00～15：00
夜クラス…第1・3（火）18：00～19：00

畑井典子 (文化箏音楽振興認定講師)

小さくてかわいい「文化箏」は
誰でも簡単にその日のうちに弾
けるように♪童謡、歌謡、演
歌、ポップス等様々なジャンル
の曲を楽しめます。※講師資格
希望の方、要相談。

○月謝／3,000円（税込)

文化箏
体験費：500円

講師／

第4（金）
13：30～15：30

丸林忠夫

初心者の方でもコツを覚えるだ
けでトランプマジシャンに！！
お仕事や集まりの場でのコミュ
ニケーションツールとして盛り
上がること間違いなし。

○月謝／2,000円（税込)

トランプマジック
体験費：500円（30分）

ダンス大好き�なメン
バーで色んなイベントや
大会に挑戦しよう。初め
てでも大歓迎!!
（高学年～経験者）

初めてでも大丈夫　 ダンス
の基礎をしっかり学んでマ
スタークラスへの進級を目
指そう☆
（4才～）



新規講座を随時募集中です！ お気軽にお問い合せ下さい。 新規講座を随時募集中です！ お気軽にお問い合せ下さい。

（税込）

教材費：

講師／

／体験教材費：

松原ゆみ

押し花でステキなデザインをしてみませんか？時には
生花を使ってパリスタイルのフラワー
アレンジメントも楽しめます♪

第4（水）13:30～16:00
◯月謝／2,000円

1,500円から

1,300円～1,700円体験費：1,000円

（押し花インストラクター）

押し花＆フラワーアレンジ

文 化 講 座

ダ ン ス ・ 健 康 講 座

音 楽 講 座

短 期 講 座

小郡
080-9649-0555お問い

合わせ

●体験は各講座初回のみ。※事前予約制●文化講座は材料準備がございますので、お早めにご予約下さい。 ●最
低開講人数に達しない場合は、講座を中止・延期することがあります。 ●都合により、講座内容の変更をする場合
もあります。 ●お支払いは現金取扱のみ。月謝は３ヵ月前納制です。 ●表示価格は消費税率８％税込価格です。 

見つけよう　楽しい仲間

（税込）

教材費：

講師／

／体験教材費：

中山純江

厚紙にお好みの布を貼って、インテリア小物を作り
ます。

第1（月）10:30～12:30
◯月謝／2,500円

700円

500円から体験費：1,000円

優しい布箱　カルトナージュ

（税込）

教材費：

講師／

／体験教材費：

吉住乃里子

基本のステッチを使った小物づくりから始めます。

第3（金）13:30～15:30
◯月謝／2,000円

1,000円程度

500円体験費：500円

（戸塚刺しゅう協会）

戸塚刺しゅう

（税込）

教材費：

講師／蒲池登喜子

パッチワークキルトの基礎から始まり、様々な手法を
テキストで学びます。本科ではサンプラー・クッショ
ン・バッグなどを作ります。

◯月謝／3,000円

体験費：500円

（公益財団日本手芸普及会 指導員）

パッチワーク・キルト

（税込）

教材費：

講師／

／体験教材費：

波見京子

好きな糸で自分サイズのセーター・カーディガンなど
を編んで楽しみましょう。小物を作ってプレゼントに
いかがですか？初心者の方も丁寧
に指導します。

第1・3（水）13:30～15:30
◯月謝／4,300円

実費

400円～600円体験費：500円

（日本手芸普及協会 手編み師範）

おしゃれな手編み教室

（税込）

教材費：

講師／

／体験教材費：

石橋佳子

いろいろな紐をあんで、おしゃれな
アクセサリーを作りませんか？

第4（火）10:30～12:30
◯月謝／2,700円

2,000円～

1,080円体験費：1,000円

（一般財団法人生涯学習開発財団認定　GLLC認定インストラクター）　

マクラメジュエリー

（税込）教材費：

講師／小野末美

接着紐付きのリード線と特殊なカラーフィルムをガラ
ス・鏡・アクリル等に貼って、小物雑貨からインテリア
まで楽しむことのできるクラフトです。

第3（木）10:30～12:30
◯月謝／2,000円 実費

（日本ヴォーグ社 日本グラスアート協会）

（税込）教材費：

講師／坂井理恵

ゆっくり眠りたいとき、冷えを感じる
ときなど毎月テーマを変えハーブの
活用法をお伝えします。ハーブを取
り入れ元気に過ごしましょう！

◯月謝／1,500円 500円

ハーバルライフ入門

（税込） 教材費：

講師／田所史子

第2・4（月）14:00～16:00
◯月謝／4,000円 実費

体験費：1,000円

松師古の「心だより」はがき絵

（税込）教材費：

講師／石賀万里子

第1（木）10:30～12:30
◯月謝／1,900円 実費

体験費：500円

（日本絵手紙協会認定講師）

小池邦夫の心を贈る絵手紙

（税込）

教材費：

講師／

／体験教材費：

新垣めい子

初心者を始め、日常や仕事に役立てるためのパソコン
操作や活用法が学べます。少人数制で個人別にゆっく
りご指導いたします。体験は13：30～

◯月謝／3,510円
実費

200円体験費：500円

（CloverPort）

スローリーレッスン（パソコン編）

（税込）

教材費：

講師／

／体験教材費：

新垣めい子
iPadを始めとするタブレット～スマートフォンの操
作・活用法を一緒にたのしくゆっくり学びます♪
体験は13：30～

◯月謝／3,510円
実費

200円体験費：500円

（CloverPort）

スローリーレッスン（タブレット・スマートフォン編）

講師／林田朱美

深い呼吸でインナーマッスルを目覚めさせ、しなやかな筋肉を手
に入れましょう。年齢問わず安心して参加できます。（初心者歓迎）

体験費：500円

（STOTTPILATES認定）

ピラティスレッスン!!A

（税込）

講師／宮野恭子

バランスの良い身体づくりとカンフー体操でストレス解消しましょ
う。太極拳入門と２４式、歩行練習をします。

第2・4（水）
Aクラス…10:30～12:00
Bクラス…12:10～13:40
◯月謝／2,600円

体験費：500円

（福岡県太極拳協会）

初心者歓迎!!はじめての太極拳とカンフー体操

（税込）

講師／緒方ひと美

いつまでも、若く、美しくあり続けたいあなた！一緒に
体を動かしながら共に目指してみませんか？笑顔が
いっぱい集まる場です。
気軽にのぞいてみませんか？

◯月謝／3,900円

体験費：500円

（真美健康体操協会）

はじめてのストレッチ＆ダンス

（税込）

講師／古川由香

基本ステップを学びながら、タヒチの軽快な音楽に合
わせ楽しく身体を動かします。
お子様から大人まで楽しめます♪

第1・3（木）19:30～20:30
◯月謝／3,600円

体験費：500円

（テオラテ・オアオア）

タヒチアンダンス初級

（税込）

講師／古川由香

基本ステップからハンドモーションまで丁寧にご指
導いたします。ステキな音楽に
合わせ楽しく踊りましょう。

第2・4（木）19:30～20:30
◯月謝／3,600円

体験費：500円

（テオラテ・オアオア）

フラダンス初級

／体験教材費：1,000円体験費：500円

（税込）

講師／田中敬子

初心者の方でもわかりやすいように基
本のステップ、基本のハンドモーション
をご指導いたします。ハワイアンミュー
ジックに合わせて楽しく踊りましょう！
第1・2・3（月）10:30～11:30
◯月謝／3,240円

体験費：500円

（西日本ハワイアン協会）

フラダンス

（税込）

講師／金山まゆみ

フラ初めての皆さん！まずはフラエクササイズから始
めてみませんか？ストレッチとフラの誰にでもできる
楽しいエクササイズです♪

◯月謝／3,240円

体験費：500円

（ハラウ オ ヤナセ Hula インストラクター）

ハッピー♡「フラ☆エクササイズ」　

（税込）

講師／原口泰子

運動不足と感じている方、ラテンの
曲で楽しくエクササイズ！
骨盤を整え、太りにくい体へ・・・
（若い方の参加もＯＫです）

第1・2・3（火）10:30～11:30
◯月謝／3,240円

体験費：500円

（日本ダンススポーツ連盟公認指導員）

～50代からの健康と美容のための～
ラテンエクササイズ

（税込）

講師／SAKI

アラブの官能的な踊り『ベリーダンス』。インナーマッス
ルを意識し、くびれある女性らしい体を作っていきます。

◯月謝／3,800円

体験費：1,000円

（momoiベリーダンススタジオインストラクター）

女子力ＵＰ！ベリーダンスエクササイズ

（税込）

講師／山本清美
ＺＵＭＢＡはラテン系を中心とした、世界中のダンス音楽を使って
楽しむダンスフィットネスエクササイズです。
第1・2・3（火）19:30～20:20
第1・3（日）10:30～11:20
◯月謝／月3回…3,900円

月2回…2,800円

体験費：500円

（ZUMBAインストラクター）

ZUMBA

（税込）

講師／緒方久清

必ず踊れます！音楽に合わせて体を動
かすことで精神的な満足感が得られ
ます。さらにダンスは全身運動なので
様々な体力向上が期待できます。
第1・2・4（金）
19:00～20:00
◯月謝／3,900円

体験費：500円

（公益社団法人 日本ダンススポーツ特定指導員）

楽しく踊ろう!社交ダンス講座

体験費：500円

（税込）

教材費：

講師／林健吾

初めての方も、小さい頃吹いていた方も大丈夫。しっ
かりと基本を身に付ければあなたの演奏したい曲が
楽しく演奏できるようになります。

第2・4（金）10:30～12:00
◯月謝／3,240円

実費

体験費：500円

（日本ハーモニカ芸術協会公認指導員）

楽しい複音ハーモニカ（初級）

（税込）

講師／田中勝信

エエ四楽譜は市販のものでなく、自作のものを使用し
ます。初心者クラスでは、涙そうそう、
花、十九の春などを半年くらいで弾け
るようになります。
第2・4（月）初級クラス18:00～19:30 

◯月謝／6,000円

体験費：500円

沖縄三線教室

（税込）

教材費：

講師／Kyoko ku'u pua mae'ole

色々な種類の輸入リボンを使って、生花のようなレイ、
インテリアGoods、アクセサリーを
楽しく作ります。

第3（水）10:30～12:30
◯受講料／5,700円

1,000円から

（LokahiLaniディプロマコース取得）

Lokahi　Lani
ハワイアンリボンレイ（全3回）

（税込）

教材費：

講師／藤田由美子

大流行のＵＶレジンや、本物のお花を使ったレ
ジンフラワーなど、どなたでも簡単に作れます。 
①ペンダント ②リップパレット ③シリコン型ブローチ

第3（月）10:30～12:30
◯受講料／7,500円

1,500円から

（日本レジン手工芸普及協会レジンフラワー講師）

簡単！大人可愛いレジン
（全3回）

教材費：1回500円

講師／

ギフトラッピングコーディネーター資格対応講座で
す。基本の包み方・リボンの結び方をしっかり学びま
す。お仕事でラッピングを活かしたい方にお勧めの
講座です。

第3（火）11:00～12:30

お洒落なラッピング（全6回）

（税込）

教材費：

講師／新垣めい子

「知りたいことだけ教えて！」に応えます。パソコン・タ
ブレット・スマートフォンなんでもOKです！

第1・3（日）
11:00～12:30
◯受講料／3,510円

実費

（CloverPort）

ITワンポイントレッスン
（全2回）

（税込）

教材費：

講師／永露亜希子

1回目：プレパレーション・ベースジェル・一色塗・トップコート
2回目：ラメグラデーション・カラーグラデーション
3回目：フレンチ・季節のアート

◯受講料／9,000円
実費

セルフネイル（全3回）

（税込）

教材費：

講師／菊地由美子

自分の手相を知って幸せになりましょう。手の中の線は１
つ１つ意味がありあなたの思い・心のメッセージが出てい
ます。その意味をひもといて、自分探しをしてみませんか。

第2（火）13:30～15:00
◯受講料／6,480円

300円

（東明学院専任講師）

やさしい手相入門（全3回）

（税込）

教材費：

講師／篠原明子

お子様・お孫さんの専属セラピストになりませんか。
すぐに実践できるベビーマッサージを取得し、ロイヤ
ルセラピスト協会の修了証が授与さ
れます。お仕事のスキルアップにも。

第2（土）10:30～13:30
◯受講料／14,408円

2,592円

（ロイヤルセラピスト協会）

1日で学ぶ
初級ベビーマッサージ講座

（税込）

講師／中嶋恵子

・自己紹介・他己紹介・朗読・司会・観察・スピーチの全
6回。最初に必ず「ういろう売り」
などの発声練習あり。

第2・4（金）
10:30～12:00
◯受講料／9,720円

（アナウンスメント）

話し方レッスン～日常会話から朗読まで～
（全6回）

（税込） 教材費：

講師／

体験費：500円／体験教材費：500円

体験費：1,000円／体験教材費：500円

田中智津子

リンパマッサージは美容・ダイエット・健康にも役立ち
ます。簡単に自分で出来るホームケアです。第１回講座
内容：リンパマッサージの基本・美容リンパ・小顔

◯受講料／12,960円

（税込）◯受講料／12,000円

1回当たり500円

（LTインストラクター）

（税込）

（税込）
教材費：

講師／宗俊朗

似顔絵を描くコツと手順から漫画風な描き方まで、身近な
人から有名人まで短時間で描けるようになります。

第1（月）10:30～12:30
◯月謝／2,000円

200円

体験費：500円

（生涯学習1級インストラクター）

楽しく描ける似顔絵講座

（税込） 教材費：

講師／日本書道公認講師

それぞれのお手本に沿って学びます。美しい文字を取
得したい方、一緒に有意義な時間を過ごしましょう。

◯月謝／3,240円 実費

体験費：500円

ペン字・毛筆・くらしの書

（税込）

講師／

日本語を使いながら基本的な発音や会話の仕方、他国の文
化も一緒に楽しく学べるレッスンです。

第2・4（金）13:00～14:00
第1・3（金）19:00～20:00
◯月謝／3,500円

体験費：500円

英国★ENGLISH

ジェレノー治美（在英経験10年）
（Teaching English as Foreign Language）

入会金0円

入会金0円

入会金0円

入会金0円

入会金0円

入会金0円

／体験教材費：1,500円体験費：500円

（税込）

教材費：

講師／平山純子

生花を加工してプリザーブドを作る講座です。いろんな
お花をはじめフルーツなども出来ます。自分で作ったプ
リザーブドでアレンジを作れます。

第3（火）10:30～12:30
◯月謝／2,000円

2,500円程度

（社団法人プリザーブド全国協議会講師）

手作りプリザーブドフラワー

教材費：

講師／

／体験教材費：

久光壽子

身近な植物を使って小さな寄せ植えや苔玉を作ってみ
ませんか？一緒にお手入れも楽しんでいきましょう。

第3（木）13:30～15:30

2,000円程度

2,000円体験費：500円

（寄植工房 壽）

和の寄せ植え教室

（税込）

教材費：

講師／

／体験教材費：

疋田恵子

白磁にシールのような転写紙を貼るだけでオリジナルのテー
ブルウェアや雑貨が作れます。

◯月謝／2,500円
1,000～1,500円

1,500円体験費：500円

（日本ヴォーグ社ポーセラーツインストラクター）

ポーセラーツ

（税込）

教材費：1,500円から

講師／

／体験教材費：

橋詰晴香

小さなモザイクタイルを生活雑貨などに貼ったり、
壁などの大きな部分にも施して
暮らしを彩る・・・
それがタイルクラフトです。

第3（土）10:30～12:30
◯月謝／2,500円

700円体験費：1,000円

（タイルクラフト専科会員）

資格も取れる！タイルクラフト

（税込）

教材費：

講師／

／体験教材費：

竹本智美

大切な写真を素敵にデコレーションして、
思い出のアルバムをつくります。

第4（木）10:30～12:30
◯月謝／1,500円

500～800円

500円体験費：1,000円

（アート&クラフトDUO認定講師）

スクラップブッキング教室

昼クラス…第2・4（水）14:00～15:30
夜クラス…第2・4（水）19:00～20:30

ずっと使える！自信もつく！開業も夢じゃない！！
プロが教えるリンパマッサージ
（全6回）

1,000円～（初回テキスト2,500円）

第2・4（木）
10:30～12:30

第3（金）10:30～12:00

◯月謝／2回コース①…3,000円（税込）
　　　　4回コース…6,000円（税込）

2回コース①…第1・3（水）16:15～17:45
4回コース…第1・2・3・4（水）16:15～17:45 第2・4（金）

10:30～11:30

第2・4（土）17:00～18:15

◯月謝／2,000円（税込）

気軽にグラスアート（フィルムステンドグラス）

高倉裕子（ラッピング協会認定講師）

第1・3（火）13:00～14:30

第1・2・3（金）14:00～15:00

Aクラス…第1・3・4（土）13:15～14:45
Bクラス…第1・3・4（土）15:00～16:30

第2・4（木）13:00～14:30

第3（木）
10:30～12:30

講師／林田朱美

深い呼吸でインナーマッスルを目覚めさせ、しなやかな筋肉を手
に入れましょう。年齢問わず安心して参加できます。（初心者歓迎）

体験費：

（STOTTPILATES認定）

ピラティスレッスン!!Ｂ

◯月謝／2回コース①…3,000円（税込）
　　　　4回コース…6,000円（税込）

2回コース①…第1・3（水）18:00～19:30
4回コース…第1・2・3・4（水）18:00～19:30

500円

（税込）

講師／田中勝信

エエ四楽譜は市販のものでなく、自作のものを使用し
ます。初心者クラスでは、涙そうそう、
花、十九の春などを半年くらいで弾け
るようになります。

第1・3（火）13:00～14:00
◯月謝／4,800円

体験費：500円

沖縄三線教室(昼)クラス

（税込）教材費：

講師／山根隆之

初心者でも簡単にできるウクレレ♪みんなで楽しく弾
いてみましょう！※定員10名

◯月謝／3,500円 実費

体験費：500円
ハワイアンウクレレ

（税込）教材費：

講師／

／体験教材費：

長谷川智子

温かみのある音色で、聴く人・演奏する人の心に語りかけて
くるオカリナ。年齢を問わず誰でも楽しめます。自分の好きな
曲を吹いてみませんか？※定員10名

経験者～中級クラス…
第2・4（木）18:00～19:30
◯月謝／4,104円 実費

実費体験費：1,000円

やさしいオカリナ

（税込）

講師／西依千津代

♪オリジナルボイストレーニング・リズムとりを取り
入れた個人レッスンのカラオケ教室です♪

◯月謝／3,500円 実費

体験費：1,000円

カラオケ教室　プライベートレッスン

Ａクラス…第2・4（金）12:30～16:45
　　　　　(1人30分）
Bクラス…第2・4（土）10:30～12:00
　　　　　(1人30分）

初心者クラス…第1・3（水）12:30～14:00 
経験者クラス…第1・2・3（水）10:30～11:30
夜クラス…第1・3（水）19:00～20:30

教材費：

（税込）

講師／寺田健一郎

初めてギターをさわる方、楽譜が読めない方も大丈
夫。憧れの曲で楽しくレッスン致します。（エレキ、フォー
ク、アコースティック、クラシック）
第2・4（火）15:00～20:00（1人40分）
第1・3（水）12:20～20:00（1人40分）
◯月謝／6,000円

体験費：500円

（GEN（Guital Entertainment Network）九州支部長）

ギター講座　プライベートレッスン　

（税込） 教材費：

講師／寺田美由紀

日本の伝統音楽、箏（琴）を基礎から教えま
す。初めての方も歓迎です。「さくら」や「荒
城の月」など楽しく弾いてみませんか？

◯月謝／4,000円 実費

教材費：テキスト代実費

体験費：500円

（生田流宮城社大師範）

箏(琴）入門

（税込） 教材費：

講師／阿部祥子

フルートが初めての方は基礎から、経験者・楽器が眠って
いる方にも楽しく丁寧にご指導致します。お気に入りの曲
を一緒に見つけましょう。 ※楽器レンタル可

◯月謝／6,000円 実費

体験費：1,000円
フルート教室

（税込）

教材費：

講師／財津花津美

指番号で簡単に弾けるキーボード講座です。脳の活性
化にも繋がります。気軽に楽しんでみませんか♪

第1・3（木）10:30～15:00
（1人30分）
◯月謝／4,320円

実費

体験費：500円

（一般社団法人らくらくピアノ協会福岡支部1級認定講師）

中高年から始める　らくらくピアノ®
プライベートレッスン

Aクラス…第2・4（水）18:00～19:40(1人30分）
Bクラス…第2・4（月）18:00～19:40(1人30分）

Aクラス…第1・3（水）10:30～13:00（1人30分）
Bクラス…第1・3（火）18:00～20:00（1人30分）

体験費：1,000円／体験教材費：500円～

体験費：2,000円

（税込）

教材費：

講師／

／体験教材費：

卜部茉莉子
焼くと純銀になる粘土でアクセサリーを
作ります。上達すれば天然石を使ったデザ
インもＯＫ。デザインの提案もいたします
ので、まずはチャレンジしてみませんか。

◯月謝／2,500円
2,000円から

1,500円体験費：1,000円

銀粘土で作るシルバーアクセサリー

第1（木）13:30～15:30

（税込）

講師／

テキストに沿って特別な粘土を
使って、お花等を作ってアレンジす
る粘土工芸です。

◯月謝／2,500円

DECOクレイクラフト

（税込）

講師／まめ

第3（火）13:00～14:15
◯受講料／12,000円

（顔ヨガ協会インターナショナル認定インストラクター）

（税込）

講師／野村明子

第4（土）10:30～12:00
◯受講料／10,000円

（色彩en標準光カラーエキスパート）

1日講座　もう迷わない！
ベストカラー＆ファッションタイプ診断

（税込）

講師／師岡洋一

◯月謝／2,500円

体験費：1,500円

（ＮＰＯ法人　中国茶文化協会）

健康「プーアル茶」

永露亜希子

教材費：500円～

好きな色と似合う色は違います。
見た目の印象がアップするベス
トカラー。着回しも簡単にできる
ようになります。

第2（木）13:30～15:30

顔ヨガでアンチエイジング！
（全6回）

プーアル茶は、江戸時代に漢方薬として伝来し、今日
に至っています。プーアル茶を飲みながら理由をお話
しします。

入会金0円

顔ヨガは簡単なお顔のストレッチ。1日3分続けるだけ
で、ほうれい線や目の垂み、顔のくすみなどを解消して
くれます。また、血液やリンパの流れがよくなり、小顔・
若顔にもなります。顔ヨガで、マイナ
ス10歳顔も夢ではありませんよ。

第2（木）10:30～12:30

／体験教材費：1,000円体験費：500円

（税込）

教材費：

講師／平山純子

暮らしを彩るお花。基本アレンジから
ブーケや季節のお花など幅広く学ぶこ
とができます。資格取得も出来る充実し
たレッスンです。
第1（木）18:30～20:00
◯月謝／2,000円

2,000円程度

（マナコフラワーアカデミー1級教授）

彩るフラワーアレンジメント

教材費：

講師／

／体験教材費：

平山純子

暮らしを飾るお花からブーケなど、
基本から幅広いアレンジを学ぶこ
とができます。資格取得も出来る充
実したレッスンです。

1回あたり2,000円程度

1,000円体験費：500円

（マナコフラワーアカデミー1級教授）

暮らしのフラワーアレンジメント

1回コース…第2（火）10:30～12:30　2回コース…第2・4（火）10:30～12:30
◯月謝／1回コース…2,000円（税込）　2回コース…4,000円（税込）

（税込）

教材費：

講師／

／体験教材費：

松原ゆみ

季節の花でパリスタイルのアレンジを学べます。初め
ての方もお花が好きな方でしたら
簡単に素敵なアレンジができます。

第4（水）10:30～12:00
◯月謝／2,000円

2,500円前後

1,700円体験費：1,000円

（フランス国立園芸協会公認講師）

パリスタイルフラワーアレンジメント

何気ない四季折々の風景や旅の思い出
などを１枚のはがきの中で表現。ぬくもり
のあるやさしい色使いの絵に心の声を言
葉にして添えた「心だより」を描きます。

合言葉は「ヘタでいい、ヘタがいい」一生懸命
一人の人宛てに書かれた絵手紙は人と人を
つないでくれます。送って楽しくもらって嬉し
い絵手紙、気軽に楽しんでみませんか。

（税込）
教材費：

講師／末次博司

それぞれのレベルにあわせて、レッスンを行います。
パソコンの操作がわからない方も歓迎。
※定員５～６名

第2・4（月）10:30～12:00
◯月謝／3,780円

300円

体験費：500円
だれでも気軽に『パソコン教室』

（税込）

教材費：

講師／末次博司

タブレットは買ったが利用の仕方がわからない方。もっとい
ろいろな活用方法を知りたい方。パソコンとのデータのやり
取りの仕方などもレッスンします。　※定員4名

第1・3（土）13:30～15:00
◯月謝／3,780円

300円

体験費：500円

タブレット入門講座　for　Android

（税込）

講師／早川裕美子

『あの人素敵だな』と思う女性、周りにいませんか？
少しの技と努力で５歳若見えで素敵にな
れるんです。接客や面接にも有効ですよ。

第2・4（月）13:00～14:30
◯月謝／3,000円

（表情筋トレーニング講師、日本パーソナルコーディネーター認定インストラクター）

５才若見えステキ講座
／体験教材費：1,000円体験費：1,000円

／教材費：500円体験費：1,000円

特別体験会：
11／16(木)

経験者クラス19:00～20:30

第4（火）18:30～20:00

New


