ジョイフル
サンリブ
折尾
九州女子
大学・短大

☎093-601-4463

【受付時間】10:00～19:00
【休 館 日】日・祝日

http://www.orio.mcv.jp/

入会金
維持費
体験料

料金の
ご案内

カルチャーセンター折尾

九州女子大学前

3,300円
550円（1講座/月）
1,320円

ジョイフル折尾店向い側

ずっと使える！自信もつく！プチ開業も夢じゃない！

パソコン講座

ﾘﾝﾊﾟﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ講座

(Y&Sパソコンスクール)

新型コロナウイルス感染予防対策実施中

月謝制コース

無料体験
できます！
お気軽に
お問合せください

■受講料 4,400円/月4回（60分/回）
■教材費
440円
※曜日・時間帯は下記より選べます[要予約]

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

■講師

無料体験会
9/25(土)16:00～
折尾サンリブ前教室
お問い合わせ・お申し込みは
ヒューマンキッズ福岡事務局

美・ｽﾏｲﾙｳｫｰｷﾝｸﾞ
■講師

国際ヨガ協会講師

たのしい九星気学
■講師

美・beautyschool steydu代表

手あみＡＲＡＮ

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続けたい方にお
すすめです。

楽しい和紙ちぎり絵
■講師

日本編物文化協会手あみ指導員
手あみARAN主宰

しゅんこう認定講師
(公財)日本和紙ちぎり絵協会評議員

西岡 悦子

■第1・3水曜日
10:00～12:00
■受講料 3,960円

■第2・4月曜日
10:00～12:00
■受講料 4,510円
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/

手すき和紙を指先でちぎることで生じる「毛羽」
「質感」を生かし創作します。

体験会

10/6(水)・10/20(水)
10:00～12:00
体験料 500円

アロマやセラピー要素も取り入れ、基本の動き
をマスターしながら女性性を開放し楽しく踊り
ましょう。

基礎となる腹式による発声・発音から譜面の見
方など、初心者から上級者まで幅広く歌い方の
指導をいたします。

■受講料 3,960円

体験会

10/4(月) 13:30～14:30
体験料500円

プリザーブドフラワー ﾁｬﾚﾝｼﾞ!油絵・水彩画
国際フラワーアレンジメント協会
認定講師

■講師

日野 美和

福岡教育大学美術科卒
福岡県児童画展審査員

佐藤 篤

■第2水曜日
1３:00～14:30
■受講料 2,750円

■第1火曜日
10:00～12:30
■受講料 2,000円

■木曜日（月3回）
15:00～17:00
■受講料 5,280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。

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。

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。

体験会

10/13(水) 13:00～14:30
体験料 500円

体験会

10/5（火） 10:00～12:30
体験料1,320円

学研とうちくバンビ教室

材料費 1,500円

1日講座

体験会

9/30(木)・10/7(木)
15:00～17:00 体験料 500円

プチミニ心理学

「わくわく心のストレッチ」

■講師 全国心理業連合認定 心理カウンセラー

馬場 幸子

■日時 10月6日(水)・10月20日(水)
13:00～15:00
■受講料 500円

【お問い合わせ】

☎070-5530-6689

材料費 1,000円～

楽しいワークと心の学習でストレスとの上手な
付き合い方を身につけましょう。
※持参するもの 筆記用具

体験料500円(税込) ★11月末までの講座日にワンコインで体験できます。
★ワンコイン体験はおひとり様、1講座につき1回となります。
要 予 約
★人数が集まらない場合、体験会が実施できないことがあります。

ワンコイン体験！

★講座日程等、詳細はお問合せ下さい。

材 材料費・教材費あり
やさしいヨガ
美・スマイルウォーキング
ヨガと整体
健康体操 自彊術
一生できるヨガ
大人の合気道

教資
養格

たのしい九星気学(10/13)
プチミニ心理学「わくわく心のストレッチ」

華 マナコフラワーアレンジメント 材
道 専正池坊 材

チャレンジ!油絵・水彩画(9/30､10/7) 材
絵 パステル・水彩画 材
熟年のためのストレッチ＆フラメンコ初歩（11/8,11/22） 画
はがき絵 材
はじめての大人バレエ
手 手あみARAN
工
舞 身体が楽しいマイルドバレエ
芸 楽しい和紙ちぎり絵(10/6､10/20) 材
踊 バレエ＆ストレッチ
大人も子どももみんなでゴスペル
ジャズダンスビギナー（11/11､11/18）
音 カラオケ教室(10/4)
ヒップホップ
楽
はじめてのギター

フィットネスジム

10/7(木) 18:30～19:30
体験料1,320円

体験会

■講師 こぶち みえ
■教科 国語・算数・英語
■水曜日 16:00～19:00
土曜日 13:00～14:30
■対象 幼児・小学生

荒井 悦子

日本歌謡指導者研究会理事長

野村 明生
■月曜日（月3回）13:30～15:30

■講師

日本易学協会会員

■講師

■第1・3木曜日 18:30～19:30
■受講料 4,950円

立石 記子

■第2・4月曜日
10:00～11:30
■受講料 4,400円

アタマもカラダもスッキリと！
今できるポーズで毎日を快適に過ごせるよう
使い心地の良い身体を作りましょう。

Oriental dancer

Nami

■講師 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 13,200円（3ヶ月分前納）
各回 教材費550円
10/27(水) 19:00～20:00
体験会
10/22(金) 10:00～11:00
（ジェル代550円）

伊原 栄子

平野 庸子

美
容
・
健
康

カラオケ教室

（入門）

■第2･4土曜日13:30～15:00
■第1･3水曜日17:00～18:30

☎0120-937-420

■水曜日
10:30～11:45
12:30～13:45
■受講料 4,400円

■講師

心と体を癒すベリーダンス

ロボット作成＆
プログラミング
やり遂げる力を
養います!!

一生できるヨガ
■講師

講師や受講生の方々のご協力のもと
感染予防に努めております

全6回

◎キッズから年長者まで
一人ひとりに合わせた
レッスンです！
◎入門から実践まで指導
◎検定資格取得も可能

個人レッスン

ホンダ
カーズ隣

北九州市八幡西区折尾三丁目11-3

※教材費・材料費・音楽使用料が必要な場合がございます

まずは見学・体験してみませんか？
講座の詳細についてはホームページまたはお電話にてお問合せ下さい！

ワード･エクセル
パワーポイント･アクセス
インターネット他

ホンダ
カーズ

折尾店

体験・見学は
お電話ください

ペン習字 材
漢字書道・実用書道・ペン習字
書
道 漢字・実用書道・子供習字
親しめる書道 材
キッズバレエ(幼児)
キッズバレエ(ジュニア)
N&K Ballet and Dance チャイルドバレエ(11/11､11/18)
キ 子供習字と硬筆
ッ 漢字・実用書道・子供習字
ズ
こども合気道(初級・中級)
楽しい書道 材
大人も子どももみんなでゴスペル
丸岡バレエスタジオ
丸岡バレエスタジオ

カルチャーセンター折尾B1F

☎093-616-0065

【営業時間】7:00～23:00 土日祝も営業
ツライ！きつい！続かない！方におすすめ！ 中高年・女性の方に人気の 世界特許マシン導入！ 【スタッフ常駐】平日10:00～13:00 14:00～17:00
※体験予約やお問合せはスタッフ常駐時間帯にお願いします

秋のキャンペーン
10月末まで入会金無料！

パワープレート
ダイエット＆美容マシン

筋力アップマシンの他にもランニングマシンやバイク等、
マシンも充実！
会員になれば無料でストレッチ教室を受けられます！

まずはお気軽に！一週間無料体験

NASA宇宙 ★骨密度アップ
★脂肪燃焼
飛行士 ★アンチエイジング
のために

開発

★セルライト除去
15分で1時間の運動量

無料ストレッチ教室

