
材

☎093-616-0065
カルチャーセンター 折 尾 B 1 F

【営業時間】10:00～13:00、14:00～21:00
(土曜は18:00まで)※日曜・祝日は休館日です。 

カルチャーセンター折尾カルチャーセンター折尾カルチャーセンター折尾
ジョイフル折尾店向い側ホンダ・

カーズ隣
北九州市八幡西区折尾3丁目11-3

折尾店
フィットネスジム

「ツライ! きつい! 続かない!」方にお薦め! 中高年／女性の方に人気の世界特許マシン導入!
筋力アップマシン16台筋力アップマシン16台
首・肩・腰痛・歩行困難
などの改善効果で
医療業界からも
注目のマシン。

首・肩・腰痛・歩行困難
などの改善効果で
医療業界からも
注目のマシン。

ダイエット＆美容マシン

★骨密度アップ ★脂肪燃焼 
★アンチエイジング 
★セルライト除去 
★15分で1時間の運動量
POWER PLATE  パワープレート

NASA宇宙飛行士
のために開発

テレビにも紹介
されました!

東
京
な
ど
大
都
市
で
話
題
の
マ
シ
ン
!!

無料

ストレッチ教
室

ストレッチ教
室

ランニングマシンやバイクの他にも
凄いマシンが一杯!
ストレッチも無料で出来る！私は大満足です！
無料体験も1週間あるので、一度見に来てね。

リニューアルオープン1周年記念キャンペーンリニューアルオープン1周年記念キャンペーン

4月末までにご入会の方への特典盛りだくさん!!

●入会金 : 3,000円  ●維持費 : 1講座500円/月  ●体験料 : 1,200円
※教材費・材料費・音楽使用料が必要な場合がございます。＊価格はすべて税別表示

093-601-4463☎ 【受付時間】10:00～19:00  【休館日】日・祝日

http://www.orio.mcv.jp/ 見学や体験ができます。お気軽にお問い合わせください。

無料体験できます！無料体験できます！要予約
★5月末までの講座日に無料で体験できます。
★無料体験はおひとり様、１講座につき１回となります。
★人数が集まらない場合、講座によっては体験会が実施できない場合がございます。
★講座日程等、詳細はお問い合わせください。

材料費・教材費あり　※詳細は、お問合せ下さい材

春から学ぶ・磨く・楽しむ！春から学ぶ・磨く・楽しむ！

見学・体験は
お電話下さい。

1週間
無料体験

パワーブレード
or ウォーターベッド
無料券プレゼント

11 33入会金
無料

（通常5,400円）

22

やさしいヨガ
美・スマイルウォーキング
しなやかストレッチ
ヨガと整体
デトックスヨガ
健康体操 自彊術
大人の合気道
熟年のためのストレッチ＆フラメンコ初歩
はじめての大人バレエ
身体が楽しいマイルドバレエ
バレエ&ストレッチ
ジャズダンスビギナー

フラダンス(入門・初級/中級）
ヒップホップ
大人も子どももみんなでゴスペル
もういちどハーモニカ
はじめてのギター
パステル・水彩画
はがき絵
チャレンジ！油絵・水彩画
手あみARAN
簡単！グルーデコ講座
楽しい和紙ちぎり絵

丸岡バレエスタジオ キッズバレエ（幼児）
丸岡バレエスタジオ キッズバレエ（ジュニア）
黒田バレエスクール チャイルド・ジュニアバレエ
カワイ体育教室 体育コース(幼児/児童)
カワイ体育教室 新体操クラス
子供習字と硬筆
漢字・実用書道・子供習字
こども合気道(初級/中級）
楽しい書道

健
康
・
美
容

音
楽

舞
踊

絵
画

マナコフラワーアレンジメント
プリザーブドフラワー
専正池坊
小原流いけばな教室
ペン習字
漢字書道・実用書道・ペン習字
漢字・実用書道・子供習字
親しめる書道
大人も子どももみんなでゴスペル
石田絵理子バレエスクール クラシックバレエ
石田絵理子バレエスクール クラシックキッズバレエ

華
道

キ
ッ
ズ

書
道

キ
ッ
ズ

手
芸
・
工
芸

舞
踊

材

材

材

材

材

材

材

材

材

材

折尾サンリブ前教室

ヒューマンキッズ福岡事務局

0120-937-420

ロ
ボ
ッ
ト
＆

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

や
り
遂
げ
る
力
を

養
い
ま
す
。

まずはロボット
づくりを体験!
■土曜日 13:30～15:00 
　水曜日 17:00～18:30

プログラミング

問い合せ・お申込みは

4/24（金）10：00～11：00無料
体験会

無料
体験会 Yuka■講師

■水曜日
　10:00～11:00
■受講料 
月2回 4,000円
月4回 8,000円

全米ヨガアライアンス認定
ヨガインストラクター

彩希 のぞみ

■月謝 4,000円/月4回（60分/回）
■教材費 月額400円

（火曜日）18：00～20：00 （木曜日）14：30～20：00
（土曜日）10：00～12：00

ワード･エクセル･パワーポイント･
アクセス･インターネットetc

●パソコン入門講座　●検定資格取得講座 
●就職・転職のための
　ワード、エクセル講座

個人レッスン

月謝制コース

お得な特別コース

無料体験
実施中！

※曜日・時間帯は下記より選べます【要予約】

パソコン講座
（Y&S パソコンスクール）

デトックスヨガ美・スマイルウォーキング

手あみARANたのしい九星気学

はじめての将棋リンパトリートメント講座リンパトリートメント講座
大人も子どももみんなでゴスペル

■講師
美・beautyschool 
steydu 代表

佐々木 夏奈■講師 小倉将棋
センター

松井みわ

■講師
Musicエデュテイメント
（音楽教育家）　

将棋を全くやったことがない方、興
味があるけど将棋教室は難しそう、
という方、まずは将棋に慣れ親しむ
ことからはじめましょう。

夢・愛・勇気と希望に溢れた言葉を英
語や日本語で歌いましょう!

（ジェル代500円）

全6回

米矢 久美子■講師
■第2・4金曜日 10:00～11:30【5/8開講】
■受講料 12,000円（3ヶ月分前納）
　　　　 各回 教材費500円

LTインストラクター

馬場 幸子

■講師
全国心理業連合認定
心理カウンセラー

■第1・3金曜日 
　17:30～19:00
■受講料 3,000円
■対象 将棋未経験または初心者（小学生以下）

猫背やO脚を改善し美しい姿勢の歩
き方を習得したい方、美しい所作を
身につけたい方、年齢を重ねても生
き生きと輝きたい方におすすめです。

切ってもよい、気になる雑誌やチラシをご持
参ください

正しい呼吸と動き
で心と体をスッキ
リしてみませんか？

【問い合わせ】

070-5530-6689

学研とうちくバンビ教室 プチミニ心理学
「貼り絵遊びで心のケア」

■講師
■教科 算数・国語・英語
■水曜日 16:00～19:00
　土曜日 13:00～16:00
■対象 幼児・小学生

こぶち みえ

ニチイ
小倉校

0120-781-241

※1回目に出席できなくても大丈夫！ 2回目からの
　受講も可能です。

2020スタートキャンペーン2020スタートキャンペーン

・3/24(火)～6/9(火)  週2回（火曜・金曜）
 10:00～12:30 【全21回】
・3/29(日)～6/14(日)  週1回(日曜）
 10:00～16:00 【全11回】

ニチイの医療事務講座
折尾教室（カルチャーセンター折尾）にて
臨時開校決定！

問い合せ
申込みは

■第2・4月曜日 
　10:00～11:30
■受講料 4,000円

たのしい九星気学と簡単な手相を学
んで、人生を楽しみましょう。 私は主に外国の作品を編んでいま

す。日本のものとは一味違う素敵な外
国の作品にも挑戦してみませんか？
http://teami-aran.blogspot.jp/

西岡 悦子

■講師
日本編物文化協会手あみ指導員
手あみARAN主宰

■第2・4月曜日 
　10:00～12:00
■受講料 
　4,100円

１日
講座

4/11（土）、4/25（土）16:30～17:30

■第2・3・4
　月曜日
　17:00～18:30、18:30～20:00
　（5歳～大人クラスあり）
■受講料 3,500円

■日時 
　4月8日(水)
　4月22日(水)
　13:00～15:00
■受講料 1,200円

無料
体験会 4/17(金) 17:30～19:00

無料
体験会 4/8（水） 13:00～14:30

立石 記子

■講師
日本易学協会会員

キッズから年長者まで一人ひとりに合わせたレッスン ずっと使える！ 自信もつく！ プチ開業も夢じゃない！

■水曜日
　13:00～14:30
■受講料 2,500円



年齢や身体の硬さに関係なく無理な
く行えます。心と身体をほぐしてスッ
キリさせましょう。

■講師
多田野 由美
■月曜日（月3回）
　13:00～14:30
■受講料 3,700円

やさしいヨガ

デトックスヨガ

誰でもが出来るヨガ・アサナ(ポーズ)
で運動不足を解消し心と身体を調和
させましょう。

■講師
梶原 かな女
■火曜日 18:30～20:00
　木曜日 13:30～15:00
■受講料 4,500円

ヨガと整体

美・スマイルウォーキング

基本をしっかり学び、正しい姿勢、リズ
ム感、美しい動きが身に付きます。

■講師

村上 茉美
■月曜日 
　19:20～20:20
■受講料 5,700円

はじめての大人バレエ

美容と健康のもとフラ・アロハの心を大切
に楽しくレッスン。初心者の方も大歓迎。

■講師
吉居 隆子

フラダンス

初心者から有段者、中学生から年配の
方まで、楽しく安全に合気道の基本技
から応用までを稽古しています。

■講師
田中 哲二
■土曜日 19:00～20:15
■受講料 3,600円
　（中高生 3,200円）

大人の合気道

バレエの基本を元に全身をほぐし体
調を整えて、運動不足、ストレス解消。

身体が楽しいマイルドバレエ

アンチエイジングに不可欠な、しなや
かな身体をキープする為に隅々まで
行うストレッチからスタート。

■講師
ナナクロダ
■第２・４月曜日
　10：30～12：00
■受講料 4,565円（税込）

多くのステージ実績をもとに、ダンスを
通した身体づくりを指導。“踊る楽しさ”
に浸る健康美エンジョイクラスです。

■講師
ナナクロダ
■木曜日 18:40～19:40
■受講料 5,885円（税込）

ジャズダンス ビキナー

リンパトリートメント講座
ずっと使える！自信もつく！プチ開業も夢じゃない！

ストレッチ&フラメンコ初歩

生花に特殊加工を施し、いつまでも美
しいフランス生まれの「枯れない花」
をアレンジします。

■講師

日野 美和
■第1火曜日10:00～12:30
　3ヶ月コースあり
■受講料 2,000円

プリザーブドフラワー

リズムに合わせて楽しく踊りましょう♪
初心者も大歓迎！！楽しい時間になる
こと間違いなし！

■講師
宮野 梢
■土曜日 16:10～17:10
■受講料 4,000円
　 

ヒップホップ

基礎と行事・ギフトの花を中心に、生花・プリ
ザーブドフラワー・造花を用いて指導します。
（資格取得も可能です）※月１コースあり

■講師

小田原 茂子
■第２・４月曜日18：00～20：00
　第２・４木曜日10：00～12：00
■受講料 3,000円

マナコフラワーアレンジメント
■講師
村田 青穂
■金曜日（月3回） 13:30～15:30
■受講料 3,900円

専正池坊

初心者には基本から、有資格者には高
度な技術を。個々の歩みに合わせた
指導をいたします。

■講師
山本 彩霞
■第1・3土曜日
　15:00～16:30
■受講料 3,300円

小原流いけばな教室

国際ヨガ協会
北九州折尾学園長

国際ヨガ協会北九州支部長

ご自分ではわからない眉のお手入れ
や眉メイクを中心に、貴方に最も似合
うメイクのコツをアドバイスします。

実践メイクアップ講座～若返りメイク～

メイクとカウンセリングを掛け合わせた
新しいケアです。自分に自信がついて
喜びや幸せを感じることができます。

メイクセラピー（化粧療法）

黒田バレエスクール教師

バレエの基本を踏まえながら身体をしっか
り伸ばし、心もリフレッシュするクラスです。

■講師
くみこくろだ
■水曜日
　18:45～19:45
■受講料 5,885円（税込）

バレエ＆ストレッチ
黒田バレエスクール教師

丸岡有子
バレエスタジオ所属

西日本ハワイアン協会講師

黒田バレエスクール教師

黒田バレエスクール教師

（公財）合気会会員 即位4段

たのしい九星気学と簡単な手相を学
んで、人生を楽しみましょう。

■講師
立石 記子
■第2水曜日
　13:00～14:30
■受講料 2,500円

たのしい九星気学
日本易学協会会員

国際フラワーアレンジメント協会
認定講師

マナコフラワーアカデミー
フラワーアレンジメント1級教授

小原流一級家元教授 日本総華督

■金曜日（月3回）
〈上　　 級〉13:15～14:15
〈入門・初級〉14:20～15:20
〈中　　 級〉15:30～16:30
■受講料 3,800円

熟年の
ための

誰でも安全に無理なく出来、心身共に
整える、東洋医学をルーツとする日本
初の健康体操です。

■講師
善上 陽子
■水曜日 13:30～15:00
■受講料 3,800円
    

健康体操・自彊術
（公社）自彊術普及会
奥伝指導員

正しい呼吸と動きで心
と体をスッキリしてみま
せんか？

■講師
Yuka
■水曜日 10:00～11:00
■受講料 月4回 8,000円
             月2回 4,000円

全米ヨガアライアンス認定
ヨガインストラクター

猫背やO脚を改善し美しい姿勢の歩き方を習得
したい方、美しい所作を身につけたい方、年齢を
重ねても生き生きと輝きたい方におすすめです。

■講師

彩希のぞみ
■第2・4月曜日
　10:00～11:30
■受講料 4,000円

美・beautyschool 
steydu 代表

しなやかストレッチ

ロボット教室

豊富なテクニックを用いて代謝能力や
免疫力を高めるセルフリンパマッサー
ジです。わかりやすく指導しますので
初心者でも無理なく始められます。講
座終了後はスキルアップコース、更に
プロ&癒しコースへとステップアップ
し、資格取得も可能です。ご希望の方
はご相談下さい。

■講師 米矢 久美子LTインストラクター

■第2・4水曜日 19:00～20:30
　第2・4金曜日 10:00～11:30
■受講料 12,000円
（3ヶ月分前納）
教材費 500円（各回）

ヒューマンアカデミー
キッズサイエンス

ヒューマンキッズ
福岡事務局

0120-937-420

家庭的な親しみやすい自
然生け花に重点をおき、
古典生け花も指導いたし
ます。

健康・美容健康・美容

資格・教養資格・教養

KidsKids

心と身体をほぐして
未病を防ごう!!

健康の基本は心から。
毎日を豊かにしよう!!

楽しく学んで元気力を
アップしよう!!

学びながら、踊りながら
美容と健康をゲット!!

舞 踊舞 踊

■講師
くみこくろだ
■第1・3水曜日
　10:30～12:00
■受講料 5,005円（税込）
※維持費・音楽使用料含む

※維持費・音楽使用料含む

※維持費・音楽使用料含む

※維持費・音楽使用料含む

ロボットクリエーター
高橋智隆先生がアドバイザー

月に1体の
ロボットを作っ

て

動かそう!

まずはロボット
づくりを体験!

■土曜日 13:30～15:00 
■水曜日 17:00～18:30

問い合せ・お申し込み

全6回

楽しく演習を交えながら心の仕組み
やケア方法、コミュニケーションなど
について学びます。

■講師
馬場 幸子
■第１・３水曜日
　13:00～15:00
■受講料 4,000円

こころを育む心理学

色合わせやキルティングの美しさを楽
しみながら、自分だけの作品に挑戦し
ませんか。

■講師
養父 幸子
■第1・3火曜日
　13:00～15:00
■受講料 3,000円

パッチワークキルト

洋服や着物のリフォームを指導し
ます。洋裁経験のない方も安心して
取り組めます。

■講師
橋本 由子
■第1・3木曜日
　10:00～12:00
■受講料 3,000円

洋裁とリフォーム

女性のための心スッキリ教室

手すき和紙を指先でちぎる、裂く手法で美しく温か
みのある芸術作品が出来ます。まずは一日体験へ！

■講師

荒井 悦子
■第1・3水曜日
　10:00～12:00
■受講料 3,100円

楽しい和紙ちぎり絵

戸塚刺しゅう

お雛さま、五月人形をはじめ動物な
ど、お好きな作品を作れます。和が
モットーの明るく楽しい教室です。

■講師

草本 三粋
■第1・3木曜日 
　10:15～13:15
■受講料 3,500円

木目込み人形

手あみARAN

楽しい和紙ちぎり絵（シニアコース）

明るい雰囲気の中、楽しみながら美し
い文字が書ける様に基礎から親切丁
寧に指導します。

■講師
中村 加代子
■月曜日（月3回）
　10:00～13:00
■受講料 3,200円

ペン習字

漢字、実用、ペン、ボールペン等初歩
からの学習をします。月例競書、展覧
会出展、師範資格も取得可能です。

■講師
村田 青穂
■火曜日（月3回）
　13:00～15:00
■受講料 3,800円

漢字書道・実用書道・ペン習字

柔らかく独特の色感のパステル画、透
明・不透明さが面白い水彩画を楽しく
描いてみませんか。

■講師
正本 カヨ子
■第1・3木曜日
　10:00～12:00
■受講料 3,000円

パステル・水彩画チャレンジ!油絵・水彩画

四季折々の花や身近な風
物を描いて親しい方へのお
便りに添えてみませんか？

■講師
正本 カヨ子
■第3土曜日
　13:00～15:00
■受講料 2,000円

はがき絵 親しめる書道漢字・実用書道・子供習字

ギターは親しみやすく手軽な楽器で
す。この機会にぜひギターを手にして
みませんか？

■講師
若菜 潤一郎
■土曜日（月3回）
〈入門クラス〉10:30～12:00
〈初・中級クラス〉12:30～14:00
■受講料 3,200円

はじめてのギター

ハーモニカで音楽を楽しみましょう。
さあ、はじめましょう、ハーモニカ！

■講師

文屋 功
■第2・4木曜日 
　13:00～14:30
　19:00～20:30
■受講料 3,000円

もういちどハーモニカ

■講師カワイ体育教室

カワイ体育教室 新体操クラス

年次に応じた運動遊びで無理なく楽
しみながら運動技能を身につけるク
ラスです。

リボン、ボール、フープ等を使い音に
合わせて身体表現をします。柔軟
性、正しい姿勢、リズム感を養い成長
をうながします。

■講師
カワイ体育教室
■水曜日
15:45～16:45〈幼児クラス〉
16:55～17:55〈児童クラス〉
■受講料 4,858円

カワイ体育教室 体育コース

真があり強くて優しい人に育つことを目指
し、運動バランス感覚・姿勢の矯正・相手の
攻撃をかわす等、基本技を習得します。

■講師
田中 哲二

こども合気道

大人も子どももみんなでゴスペル

大人も子どももみんなでゴスペル

はじめての将棋

月刊書道研究誌“書譜”を教材とし、文部
科学省の指導要領に準じて、5歳～高校
生まで硬筆・毛筆ともに指導いたします。

月刊書道研究誌“書譜”を教材とし漢字・詩文書・実用
書・硬筆など、ご希望に応じて学ぶことができます。

■講師
坂元 紫香
■金曜日（月3回）
10:00～12:00、14:00～16:00
18:00～20:00
■受講料 3,800円

■講師
坂元 紫香

楽しい書道

文部科学省書写指導要領に沿って指導。教
室の雰囲気は落ち着いていて静かにお稽古
を楽しんでいます。親子でご一緒にどうぞ。

筆順・くせ字や姿勢を矯正し、礼儀挨拶、言葉
遣い等を育成。仲間との交流を深め人間性
豊かに指導します。親子での受講も大歓迎。

■講師
中野 清泉
■土曜日（月4回）
　16:30～19:00
■受講料 3,200円

■金曜日（月3回）
　16:30～18:30
■受講料 3,200円

■講師
村田 青穂

子供習字と硬筆

■金曜日（月3回）
　16:00～18:00
■受講料 3,200円

漢字・実用書道・子供習字

全国心理業連合認定
心理カウンセラー

人生100年時代！ストレスと上手に付
き合って心スッキリと日々を過ごしま
しょう。

ミカゲフクモトフォークアート
アカデミー北九州支部支部長

しゅんこう認定講師
（公財）日本和紙ちぎり絵協会評議員

西日本ギター演奏家協会会員

ハーモニカ振興会認定講師

夢・愛・勇気と希望に溢れた言葉を英
語や日本語で歌いましょう！

■講師

松井 みわ
■第2・3・4月曜日
　17:00～18：30
　18:30～20:00
■受講料 3,500円

Musicエデュテイメント
（音楽教育家）

毎日書道展審査会員

北九州市書道連盟理事

文部科学省書写指導要領に沿って指導。教
室の雰囲気は落ち着いていて静かにお稽古
を楽しんでいます。親子でご一緒にどうぞ。

■講師
中野 清泉
■土曜日（月3回）
　16:30～19:00
■受講料 3,800円（大人）

北九州市書道連盟理事

東京木目込人形師範会
北九州支部長

書道研究 小石会 師範 福岡県美術協会正会員・
北九州書道協会常任理事

労働大臣認定一級技能士

■金曜日 17:30～18:30
■土曜日 10:00～11:00、17：30～18：30
■受講料 4,858円

■土曜日 12:45～14:00〈初級〉
             14:15～15:45〈中級〉
■受講料 3,200円

（公財）合気会会員 即位4段

日本語半分、英語半分、笑いあり、
苦笑いあり、そしてたまには大脱線!!
無理せず、のんびり楽しく学べます。

■講師
銘田 美由紀
■土曜日（月3回）
　11:15～12:45
■受講料 4,500円
   

シニアの楽しい英会話

毎日書道展審査会員福岡県美術協会正会員・
北九州書道協会常任理事

初心者の方、大歓迎！身近な自然や物を
描くことは、きっと心を豊かにします。

■講師

佐藤 篤
■月曜日（月3回） 
　13:30～15:30
■受講料 4,800円

福岡教育大学美術科卒 
福岡県児童画展審査員

スワロフスキーを並べるだけ。スワロフス
キーの輝きを手軽に楽しんでみませんか？

私は主に外国の作品を編んでいます。
日本のものとは一味違う素敵な外国の
作品にも挑戦してみませんか？
http://teami-aran.blogspot.jp/

■講師
川上 さつき
■第1または3月曜日 
　13:30～15:00
　（3ヶ月コースあり）
■受講料 2,000円

古くなったものを作り変えることを目
標に上達を目指します。

■講師

梶原 千花子
■第2または3火曜日 
　10:30～15:00
■受講料 3,000円

トールペインティング

楽しくをモットーにしたレッスン。基本
をしっかり身につけ、美しい姿勢と柔
軟性・バランスを鍛えます。

■講師
村上 茉美

〈幼児クラス〉3～6才
■火曜日 16:00～17:00
■受講料 5,200円
〈ジュニアクラス〉
■水曜日 18:10～19:10
■受講料 5,700円

キッズバレエクラシックバレエ

石田絵理子バレエスクール講師■講師
樋口 明子、二村 美奈子 丸岡有子バレエスタジオ所属

石田絵理子
バレエスクール

丸岡有子
バレエスタジオ

絵 画絵 画

語 学語 学華 道華 道

手芸・工芸手芸・工芸

音 楽音 楽

手づくりの楽しさを
もっともっと楽しもう!!

花のある素敵な毎日。
楽しい時間を過ごそう!!

色彩の感動は、心を
のびのびと開放します!!

親しみやすい楽器で
楽しくスキルアップ!!

海外旅行に役に立つ!!

■講師

荒井 悦子
■第1・3水曜日
　10:00～12:00
■受講料 3,100円

しゅんこう認定講師
（公財）日本和紙ちぎり絵協会評議員

■講師
馬場 幸子
■第2・４水曜日
　13:00～15:00
■受講料 4,000円

全国心理業連合認定
心理カウンセラー

クッション、手提げ、タペストリー等
様々な手法で刺繍を楽しめます。

■講師
浦野 美千江
■第1・3金曜日
　10:00～12:00
■受講料 3,200円

バレエを通じて、健やかな身体・集中
力・想像力を養い、心身共に豊かな人
間性を育みます。

チャイルドバレエ・ジュニアバレエ黒田バレエ
スクール

書 道書 道
日本の文化は
美しい文字から!!

脳トレやリハビリに最適。楽しくて元気
になるちぎり絵を始めてみませんか？

バランスのとれたしなやかな身体作り
で健康アップ。心も身体もしなやかに。

■講師

髙松 玲子
■火曜日 
　10:00～11:30
■受講料 5,200円
　 

黒田バレエカンパニー所属

〈クラシックキッズバレエ（幼児）〉
■土曜日 １６：００～１７：００ 
■受講料 ６，０００円
〈クラシックバレエ〉（週2回）
■火曜日 17:30～20:00
■土曜日 17:00～19:30
■受講料 ９，０００円～
バレエを通して子どもの持つ可能性
を引き出し、自信と表現力を身につ
けます。

■講師
ナナクロダ
黒田バレエスクール教師

■木曜日
　〈チャイルド〉16:30～17:30
　〈ジュニア〉17:30～18:30
■受講料 5,885円（税込）  
※維持費・音楽使用料含む

簡単! グルーデコスワロフスキーの
アクセサリー

■講師

西岡 悦子
■第2・4月曜日 10:00～12:00
■受講料 4,100円
　 

日本編物文化協会手あみ指導員
手あみARAN主宰

夢・愛・勇気と希望に溢れた言葉を英
語や日本語で歌いましょう！

■講師

松井 みわ
■第2・3・4月曜日
　17:00～18：30
　18:30～20:00
■受講料 3,500円

Musicエデュテイメント
（音楽教育家）

小倉将棋センター

将棋をやったことがない方、興味があるけ
ど将棋教室は難しそうという方、まずは将
棋に慣れ親しむことから始めましょう。

■講師
佐々木 夏奈
■第1・3金曜日
　17:30～19:00
■受講料 3,000円

折尾サンリブ前教室

■講師

yakko
メイクセラピスト美容コスメ研究家 
Vitaliteヴィタリテ

グループレッスン（定員5名） 完全個別指導

■金曜日 13：00～15:30
■受講料 3,500円

■講師

yakko
メイクセラピスト美容コスメ研究家 
Vitaliteヴィタリテ

■金曜日 15:30～17:30
■受講料 6,000円

3回コース


