
※初めての方は入会金500円、１年以上受講のなかった方は再入会金500円が必要です。※アークオアシス教室は別途、設備維持費（324円/月）が必要です。※講座のお申し込みには、預金口座の振替登録が必要です。【ご準備いただくもの】①3カ月分の受講料 ②口座番号③預金口座お届け印

金沢本部教室
必ず事前にお申し込みください。ホームページからも申し込みできます。

受講生
募集

■お申し込み・お問い合わせ

（北國新聞会館９階）

まずは 500 円体験会にご参加ください。まずは 500 円体験会にご参加ください。
お買い物ついでに
習い事はいかがですか

イオン金沢店教室アークオアシス教室
金沢市福久2-58　イオン金沢店2階

イオンタウン金沢
　　　駅西本町スタジオ

金沢市駅西本町5-2-13　金沢市高柳町1-1-1　スーパ-センタームサシ金沢店内

受講生は商品
２割引の特典付

内灘町千鳥台4-1　
コンフォモール内灘Bゾーン

コンフォモール内灘教室

※体験時は楽器、パソコン、絵
画道具などを貸し出します。
※予告なしに体験日を変更す
ることがあります。

岩盤浴とヨガを二つ同時に行うことで、
効率的な有酸素運動ができます。

岩盤ヨガ

今
回
の
イ
チ
オ
シ

【会場】天然温泉ゆらら
(内灘町千鳥台4-2-1)　

※体験料は希望コースの
　１カ月分の受講料です。

【日　 時】第1・3水曜19：00～、第1・2・3水曜20：00～または21：00～
【受講料】3,240円（月2回）4,860円(月3回)※入館料別途必要
【講　 師】山口 舞子、舘 理恵

注目の

15 講座

新設
講座

エンジョイフラ

フラダンスが全く初めての方に、
ゆっくり分かりやすく教えます。

体験日 1/8・22（火）

【日　 時】第2・4火曜 19：30～20：45
【受講料】3,888円(月2回)【講師】中浜 直美

自分の名前や住所をきれいに書
くコツを教えます。

体験日 1/19、2/16（土）
らくらく筆ペン

【日　 時】第3土曜 10：30～12：00
【受講料】1,836円(月1回)【講師】林 玲泉

昭和の時代に『生きる
力』を与えてくれた名曲
の数々を、ピアノ伴奏に
合わせて一緒に歌いま
しょう！

体験日 2/5（火） 体験日 1/24（木）

 昭和の名曲を
 　　　　 歌おう

【日　 時】第2・4木曜 10：30～12：00
【受講料】3,672円(月2回)
【講　 師】山岸 エミ

ラジオパーソナリティ
の講師が相手に好感を
与える話し方、コミュニ
ケーションの取り方を
教えます。

マルちゃんの
　　　話し方教室

【日　 時】第1火曜 19：00～20：00
【受講料】2,160円(月1回)
【講　 師】丸一 都美

体験日 1/24（木）
ハワイアンミュージックから歌謡
曲まで、幅広いジャンルを演奏し
ます。音楽に興味はあるけど経験
がなく第一歩が踏み出せないとい
う方にお勧めです。

はじめてのウクレレ

学校の宿題をお持ちくだ
さい。毛筆でも硬筆でも
OKです。

1DAY 1/6（日）
10：30～12：00
受講料1,512円
持ち物：書道道具など

こども書き初め

【日　 時】第1・3日曜 10：30～12：00
【受講料】3,024円(月2回)
【講　 師】中川 琴鈴

上部がハーバリウム
になったボールペン
を作ります。プレゼン
トにも最適です。

1DAY 1/24（木）
13：00～14：30
受講料1,620円
材料費2,000円

【講　 師】吉井 圭香

体験日 1/28（月）、2/11（月・祝）
ドラム入門（30分個人レッスン）

バンドを組みたい方、ストレスを
解消したい方におすすめです。
【日時】第2・4月曜19：30～21：30の間で30分間
【受講料】6,912円(月2回)【講師】富永 卓玄

体験日 1/16、2/6（水）
社交ダンスレベルアップ

個人のレベルに合わせて、男女２人
の講師が指導します。
【日　 時】第1・3水曜10：15～11：15
【受講料】3,240円(月2回)
【講　 師】宮崎 英臣・宮崎 英恵

【日　 時】第1・3水曜10：15～11：15
【受講料】3,240円(月2回)
【講　 師】宮崎 英臣・宮崎 英恵

人気テノール歌手が優しく、
ていねいに教えます。

体験日 1/25、2/22（金）
昭和・平成の名曲を歌おう

【日時】第4金曜 15：30～17：00
【受講料】1,836円（月1回）【講師】近藤 洋平

テノール
歌手による

体験日 1/27（日）
コンピューターが大好きな子ども
集まれ！ゲームが作れるようにな
りましょう。

プログラミング講座

【日時】第4日曜 11：30～13：30、14：00～16：00
【受講料】2,160円(月1回)【講師】やまだ 工作

絵画・水彩入門
体験日 1/17、2/7（木）
水彩、油、パステル、アクリルなど
画材を問わず指導します。
【日　 時】第1・3木曜13：00～15：00
【受講料】1,728円(月1回)【講師】中井 喜美子

体験日 1/19、2/2（土）
大人書道

【日   時】第1・3土曜 10：00～12：00
【受講料】3,672円（月2回）【講師】安田 澄花

今年は手書きで年賀状を書きましょう。
持ち物は書道セット、小筆、ハガキ。

体験日 1/21、2/4（月）
子ども絵画・造形アート

絵画、陶芸、染め、彫刻などに
幅広くチャレンジします。
【日　 時】第1・3月曜 16：30～18：30
【受講料】3,456円(月2回)【講師】若松 由利子

はじめてのウクレレ

経験豊富な女性講師が教えます。

体験日 1/14、2/11（月・祝）

【日   時】第2月曜 9：30～11：00
【受講料】1,620円（月1回）【講師】藤本 美和 

金沢水引～暦を楽しむ～

香袋、髪飾りなど実用的なもの
や、正月飾りなど季節に合わせ
た作品を作ります。

体験日 1/26（土）

【日　 時】第1土曜 12：30～14：30
【受講料】2,160円（月1回）【講師】平田 奈々

材料費
1,200円

初心者向けレザークラフト

使うほど馴染んで味わいの出る
革製品。オリジナルレザーグッ
ズを作りましょう。
【日 　時】第3火曜 12：00～14：00
【受講料】1,944円（月1回）【講師】高岩 陽子
【日 　時】第3火曜 12：00～14：00
【受講料】1,944円（月1回）【講師】高岩 陽子

体験日 1/15、2/19（火） 材料費
1,000円

体験日 1/15、2/5（火）
ジュニアモダンバレエ

体を動かす楽しさを体感し、リズム
感や正しい姿勢を身に付けます。
【日　 時】第1・3火曜 19：00～20：00
【受講料】2,808円（月2回）【講師】藤堂 栞

（幼児・児童クラス）

誰しも一度は耳にしたことのある名曲の
数々を、気持ちを込めて歌いましょう。

昭和の名曲を歌おう

【日　 時】第3月曜13：30～14：45
【受講料】1,836円（月1回）
【講　 師】角海 郁子

体験日 1/21、2/18（月）

水引
伝統工芸の水引を使って、季節
の花や小物・祝儀袋を作ります。

【日 　時】第3月曜10：00～12：00
【受講料】1,728円（月1回）
【講　 師】林谷 恵美子

体験日 1/14（月・祝）

ボイストレーニング＆歌謡
歌ってみたい最新の歌謡曲や懐
メロなどを楽しみましょう。

【日 　時】第1・3月曜15：15～16：30
【受講料】3,888円（月2回）
【講　 師】安田 みわ　

体験日 1/21、2/4（月）

シニアのパソコン
パソコンが初めての方、大歓迎。
文字の入力からゆっくり始めます。

【日　 時】第2土曜14：00～15：30
【受講料】2,700円（月1回）
【講 　師】織田 綾子

体験日 1/12、2/9（土）

韓国語入門
日本人が間違えやすい点をしっ
かり学びましょう。

【日 　時】第1・3金曜15：00～16：00
【受講料】4,752円（月2回）
【講　 師】李 恩庚

体験日 1/18、2/1（金）

和裁
肌じゅばん、単衣物など、やさし
い作品から取り組みます。

【日 　時】第1・3火曜13：00～14：30
【受講料】3,672円（月2回）
【講　 師】中黒 恵美子

体験日 1/15、2/5（火）

朗読
作品の世界を深く感じ取り、作者
の言いたいことを理解しましょう。

【日　 時】第4土曜14：00～15：30
【受講料】1,836円（月1回）
【講　 師】上原 一美

体験日 1/26、2/23（土）

絵画の基礎知識を学んだ後、個人に
合わせた表現方法を身に付けます。

水彩から油絵、パステル画

【日　 時】第4土曜10：00～12：00
【受講料】1,836円（月1回）
【講　 師】村上 恵子

体験日 1/26、2/23（土）

水彩、油、パステル、色鉛筆、アクリル
などお好きなジャンルを指導します。

絵画・水彩入門

【日　 時】第4月曜13：00～15：00
【受講料】1,728円（月1回）
【講　 師】中井 喜美子

体験日 1/28、2/25（月）

原稿用紙の使い方から、イラス
トのコツなど教えます。

まんが・イラスト入門

【日　 時】第3日曜14：00～15：00
【受講料】2,052円（月1回）
【講　 師】ひいらぎ ゆき

体験日 1/20、2/17（日）

基本をしっかり教えます。

個人レッスン
（１人30分）津軽三味線

【日 　時】第2・4水曜
　　　　　　18：00～20：30の間の30分
【受講料】4,320円（月2回）
【講 　師】一川 宏和

体験日 1/9・23（水）

体質改善ヨガ
体の内側から体調を整えていき
ましょう。

【日 　時】第2・4水曜14：30～15：30
【受講料】3,672円（月2回）
【講　 師】SAKURA

体験日 1/9・23（水）

韓国語入門・初級
（月２回）

【日　 時】
(月2回)第1・3日曜 10：30～11：30
(月3回)第1・2・3日曜 16：30～17：30
【受講料】4,752円(月2回)7,128円(月3回)

【講　 師】宮本 千恵美

体験日 1/20（日）

子ども絵画
自由にのびのび描きましょう。創造
する喜びを体験してみませんか。

【日 　時】第2土曜10：00～12：00
【受講料】1,620円（月1回）
【講　 師】村上 恵子

体験日 1/12、2/9（土）

開講日 1/16（水）

美文字入門

【日 　時】第3金曜または第4金曜 
             10：30～12：00
【受講料】1,836円（月1回）
　　　　　　3,672円（月2回）
【講　 師】中川 琴鈴

体験日 1/18・25（金）

体験料が500円以外の講座もあります。掲載以外の講座も体験会実施中です。詳細はお問い合わ
せください。別途、材料費が必要な講座があります。

カラオケシーズン到来！気持ち
よく歌い上げましょう。

体験日 1/18、2/1（金）
あったかカラオケ

【日　 時】第1・3金曜 13：30～15：00
【受講料】3,672円(月2回)【講師】吉川 ゆきのり

吉川
ゆきのり

おためし
1カ月
体験

【日　 時】第4木曜　12：30～13：30(初心者)
　　　　　　　　　　　　 13：30～15：00(中級)
【受講料】1,620円(月1回)
【講　 師】藤本 美和

【日　 時】第4木曜　12：30～13：30(初心者)
　　　　　　　　　　　　 13：30～15：00(中級)
【受講料】1,620円(月1回)
【講　 師】藤本 美和

ハーバリウム・ペン
特別講座

体験日 1/25（金）
籐を編む

天然素材を使って、カゴを作
ります。
【日   時】第4金曜 9：30～12：30
【受講料】3,240円（月1回）【講師】小澤 明子

初めての方でも楽譜が読め
なくても大丈夫です。

体験日 1/14（月・祝）、21（月）
ジュニア・ギター(個人レッスン)

【日　 時】第1・3月曜 16：30～19：00のうち30分
【受講料】4,320円(月2回)【講師】宮岸 慈侊
【日　 時】第1・3月曜 16：30～19：00のうち30分
【受講料】4,320円(月2回)【講師】宮岸 慈侊

新
設

体験日 1/16、2/20（水）

ビーズや透明樹脂（レジン）で素敵
なアクセサリーを作りましょう。

ビーズ＆レジンアクセサリービーズ＆レジンアクセサリー

材料費
500円

【日　 時】第3水曜 13：00～15：00
【受講料】1,620円（月1回）【教材費】実費
【講　 師】葭田 ユミコ　

【日　 時】第3水曜 13：00～15：00
【受講料】1,620円（月1回）【教材費】実費
【講　 師】葭田 ユミコ　

新
設

日本語が流暢なネーティブ講師
が基礎からゆっくり教えます。

英会話レッスン

体験日 1/22、2/12（火）

初心者の
ための

【日　 時】第2・3・4火曜 10：30～11：25
【受講料】8,100円（月3回）【教材費】実費
【講　 師】ニコラ・ジノビッチ　

【日　 時】第2・3・4火曜 10：30～11：25
【受講料】8,100円（月3回）【教材費】実費
【講　 師】ニコラ・ジノビッチ　

新
設

入会金 3,000 円がワンコイン 500 円 (税込 ) に。
さらに、体験当日の入会は無料になります。


