
会
キャンペーン

入会 無料キャンペーン

スタジオ前に
講師作品展示中！

ダイニングパーク

シネマサンシャインかほく

ご入会時には、口座引き落しのご登録が必要です。
※受講料は3カ月目より毎月2日に、ご指定口座から自動引き落としになります。
※別途、設備維持費330円（月）が必要です。キャンペーン期間を除き、初めて
の方は入会金500円が必要です。ただし、70歳以上の方は入会金は無料です。
※受講費はすべて税込価格です。

0767-52-5823（七尾教室）
076-260-3535（金沢本部教室）

【HP】http://hokkoku.bunkacenter.or.jp/　【E-mail】nanao@hokkoku.bunkacenter.or.jp

換気の徹底 ソーシャル
ディスタンス

手指消毒液
の設置

非接触体温計
の設置

※受講の際は
マスクまたは
フェイスシール
ドの着用にご
協力ください。

入会と
受講の
ご案内

今だけ! 

保存してご活用くだ
さい

。

保存版

イオンモールかほく ２F フロアマップ

①

②

※必ず事前にお申し込みください。※材料費が必要な講座もあります。

体験会開催!
※必ず事前に※必※必ず事前に

全100講座

ご入会時には 口座引

記念イベント  舞台発表＆講座体験会記念イベント 舞台発表＆講座体験会
大人の講座は裏面をご覧ください。

参加費無料

2021年春
す。す。

OPEN!
グランド
OPEN!

◆日　時：土曜 10：15～11：15（幼児～小学2年）
土曜 11：15～12：15（小学3年～中学生）

◆講　師：杉本 年範（全日本空手道連盟公認7段
石川県空手道連盟　国体選手強化ヘッドコーチ）

◆受講料：4,928円（月4回）

◆日　時：土曜 10：15～11：15（幼児～小学2年）
土曜 11：15～12：15（小学3年～中学生）

◆講　師：杉本 年範（全日本空手道連盟公認7段
石川県空手道連盟　国体選手強化ヘッドコーチ）

◆受講料：4,928円（月4回）

チア☆ダンス

◆日　時：火曜 16：30～17：20（幼児）
火曜 17:30～18:30（小学生）

◆講　師：TOMOE
（「Ｂ＆Ｋ Ｌａｂｏ」認定講師）

◆受講料：各クラス6,600円（月4回）

体験日
2/16、3/9
4/6（火）

今女の子に大人気のチア
ダンス！
運動能力だけではなく、大
きな声で挨拶する明るさ
や、仲間を思いやる気持ち
も育てます。
さまざまなイベントにも出
演します。

【見学会開催】 2/26、3/26、4/2（金）

こども絵画

◆日　時：第1・3月曜 16：00～18：00 うち1時間
◆講　師：工一 まさみ（洋画家）
◆受講料：2,992円（月2回）・教材費別

2/15、3/15、4/5（月）
2/20、3/20、4/3（土）

体験日

幼児クラスは、まずは絵を好きになることから。好きにな
れば、あとは自然と伸びてきます。明るく楽しい教室です。
小学生クラスでは絵画の基礎から学び、かたち、いろ、バラ
ンス、アイディア、画材の使い方などを身につけます。個性
を大切に指導します。

◆日　時：第1・3土曜 13：00～15：00
◆講　師：村上 恵子（二科会所属、金沢美術工芸大学卒）
◆受講料：2,992円（月2回）・教材費別

こども書道

キッズボイトレ小学生以上

◆日　時：水曜 16：00～18：00 ＜三好＞
※うち1時間

土曜 10：15～11：15 ＜澤辺＞　
◆講　師：三好 好舟（石川県書美術連盟会員）

澤辺 真弓（石川県書美術連盟会員、書道研究会玄筆会師範）
◆受講料：4,972円（月4回）・教材費別

◆日　時：水曜 16：00～18：00 ＜三好＞
※うち1時間

土曜 10：15～11：15 ＜澤辺＞　
◆講　師：三好 好舟（石川県書美術連盟会員）

澤辺 真弓（石川県書美術連盟会員、書道研究会玄筆会師範）
◆受講料：4,972円（月4回）・教材費別

体験日
2/24、3/24、4/7（水）
2/27、3/27、4/3（土）

ジュニア
キーボード

◆日　時：第2・4日曜　13：30～14：30
◆講　師：中村 洋子（キーボード講師）
◆受講料：3,520円（月2回）※教材費別

◆日　時：第1・3月曜　17：40～18：30
◆講　師：山田 なおみ

（カシオミュージックサークル講師）
◆受講料：3,960円（月2回）

体験日
2/28、3/28、4/11（日）
2/15、3/15、4/5（月）

初めての鍵盤楽器。
まずはキーボードか
ら始めてみましょう。
楽しく弾いて、楽器
を好きになろう。

アイドルダンス（小4～高校生）

◆日　時：第1・3金曜 20：00～21:00
◆講　師：Maho（ヒップホップダンサー）
◆受講料：3,300円（月2回）

体験日
2/19、3/19
4/2（金）

ステップの基本から楽しく学びましょう。
NiziU「Make you happy」、TWICE
「Feel Special」、「Fanfare」、48グ
ループ、坂道グループ等を扱う予定です。

◆日　時：第2・4木曜 17：00～18：00
◆講　師：谷口 琴音（ソプラノ歌手、声楽家）
◆受講料：2,992円（月2回）

体験日
2/25、3/25
4/8（木）

本気で歌が上手になりたい、発声を良くし
たいというジュニアのためのレベルアップ
講座です。

キッズ空手
体験日

2/27、3/27
4/3（土）

体験日
2/27、3/27
4/3（土）

日々の稽古を通じて、努力する習慣を身につ
けることや諦めない気持ち、挑戦する勇気、思
いやり、感謝する心をもてるよう指導します。

ピアノを始めるか
迷っている方に

ジュニアミュージカル
体験日

2/25、3/25
4/8（木）

バレエを基本としたダンスや基礎の
発声などを通して、自己表現力を養
います。

元タカラジェンヌが楽しく指導

踊ることが楽しくなるクラス

歌うこと、音楽が大好きなキッズにオススメ！

もみ子先生の
プログラミング

◆日　時：第2・4土曜 ①13：30～14：30
②15：00～16：00

◆講　師：池田 紅子（サイエンスプロデューサー）
◆受講料：3,300円（月2回）

体験日
2/27、3/27
4/10（土）

子供でも簡単にプログラミングができるソフトを使って練習しま
しょう。大学総合科学部卒業後、大手システム会社でオペレーター、
大学での実験助手、高校で講師などの経験を持つ講師が務めます。

プログラミング授業が必修になる前に！

プロが指導!!
まんが＆イラスト入門

◆日　時：第2・4日曜 15：00～16：00
◆講　師：ひいらぎゆき

（イラストレーター・日本ペンクラブ会員）
◆受講料：3,960円（月2回）

体験日
2/28、3/28
4/11（日）

マンガやイラストが好きな方ならだれでもＯＫ。
原稿の使い方からネームの割り方、イラストのコツ
などお教えします。まんが家志望の方もどうぞ。

一緒に楽しく描きませんか

オリンピックで注目度アップ！

段級の取得・競書大会も目指すポンポンを持って元気に踊る

KS体操クラブ ジュニア体操教室

◆講　師：KS体操クラブインストラクター
◆受講料：各クラス6,600円（月4回）

大切な幼少期に楽しみながら適切な運動を行い、運動神経の基礎を養います。

北國少年少女美術展など
コンクールへの出品を目指します

クラシックバレエ
金沢シティバレエ団がイオンモールかほくにOPEN！

全身を思いっきり動かし、効率よく運動能力を向上

〒929-1198
石川県かほく市内日角 タ25 イオンモールかほく2階

より詳しい内容
はこちらをご覧
ください。

イオンモールかほくスタジオ

各学年に応じ、毛筆、硬筆の基本技能を習得
します。礼儀や集中力も養えます。

この時期に習得すべき運動「基
本的運動」を中心に指導します。

頭だけではなく からだ全体で
運動技術を習得します。

キッズクラス
◆対象：年少～年長（３～６歳）
◆日時：土曜 16:00～16:50

ジュニアクラス
◆対象：年長～6年生（６～12歳）
◆日時：土曜 17:00～18:00

今、一番人気の習い事です。今、一番人気の習い事です。

やさしい
女性の

す先生です

やさしい
女性の
先生です

こんな絵が
描描けます。
こんな絵が
描けます。

1967（昭和42）年に創設され、たくさんの少女たち
の夢を育んできたバレエ教室です。様々なダンスに通
じるクラシックバレエを私たちと一緒に始めませんか。

＜講師プロフィール＞
5歳より金沢シティバレエ団にてバレエ
を始める。 
2006年第39回 埼玉全国舞踊コンクール
児童の部・埼玉県県舞踊協会賞、2008年第
41回 埼玉全国舞踊コンクール児童の部・
埼玉県県舞踊協会賞、2016年第11回 伊達
クラシックバレエコンペティション・シ
ニア部・宮城県芸術協会賞など多数入賞

◆日　時：金曜 16：00～17：00【幼　児】
金曜 17：00～18：15【小学1～3年】
金曜 18：15～19：45【小学4～6年】

◆受講料：5,280円（1カ月、3・4回）【幼　児】
　　　  5,830円（1カ月、3・4回）【小学1～6年】

新規
受講生募集

3歳から
習えます

※事前にお申し込みください。

※3カ月（10週分）をまとめてお支払いいただきます。

◆講　師：澤田真鈴（金沢シティバレエ団専任講師）

教室 スタジオ

●舞台発表会 会場：１階グリーンコート ●手づくりワークショップ・体験会 会場：２階グリーンコート上

「絵手紙で『お雛様』を描こう」
材料費：100円　講師：城戸由美

1/30（土） 「水引で『ストラップ』作り」
材料費：300円　講師：林谷恵美子

「押し花で素敵な『しおり』作り」
材料費：100円　講師：村本可折

「パッチワークで『カテドラルウインドウのピンクッション』作り」
材料費：500円　講師：笠松えり

「和裁・和布でおしゃれな 『ティッシュケース』 作り」
材料費：300円　講師：浅野小菊

「こども絵画 ・ 『鬼の絵』 を描こう」
材料費 ： 200円　講師 ：工一まさみ

「タロットリーディング ・今年の運勢を占います」
参加費：1人20分1,000円 講師：福明珠澄

「クラフトテープで『市松模様のチョーカー』作り」
材料費：400円～　講師：ロダップTOKO

「レザークラフトで『ストラップキーホルダー』作り」
材料費：500～円　講師：高岩陽子

「デコアートで『リング・ペンダント』作り」
材料費：各1,200円　講師：角谷美帆

「デコアートで『リング・ペンダント』作り」
材料費：各1,200円　講師：角谷美帆

「タロットリーディング ・今年の運勢を占います」
参加費：1人20分1,000円 講師：福明珠澄

10：30
　～12：30

13：00
　～15：00

10：30
　～15：00　

10：30
　～15：00

10：30
　～12：30

13：00
　～15：00

10：30
　～15：00

10：30
　～12：30

13：00
　～15：00

1/31（日）

2/13（土）

2/14（日）

◆日　時：第2・4木曜 16:30～17:30（幼児）
第2・4木曜 17:30～18:30（小学生）

◆講　師：泉 つかさ（元宝塚歌劇団）
◆受講料：3,520円（月2回）

◆日　時：第2・4木曜 16:30～17:30（幼児）
第2・4木曜 17:30～18:30（小学生）

◆講　師：泉 つかさ（元宝塚歌劇団）
◆受講料：3,520円（月2回）

キッズダンス

◆日　時：第1・3木曜 16：30～17：20（低学年）
第1・3木曜 19：45～20：45（高学年）

◆講　師：Funky-NANA（振付師コレオグラファー）
◆受講料：3,960円（月2回）

◆日　時：第1・3木曜 16：30～17：20（低学年）
第1・3木曜 19：45～20：45（高学年）

◆講　師：Funky-NANA（振付師コレオグラファー）
◆受講料：3,960円（月2回）

体験日
2/18、3/18
4/1（木）

カッコよく踊りたい
キッズのために、魅せ
るダンスを教えます。

キッズダンス

◆日　時：       第2・4月曜 16：40～17：30（幼児）
第2・4月曜 17：40～18：40（小学生）
土曜 13：00～13：45（幼児）
土曜 13：45～14：30（小学生）

◆講　師：優香omichi
(Dance Zone you代表 ダンスフィットインストラクター)

◆受講料：4,928円（月4回）

◆日　時：       第2・4月曜 16：40～17：30（幼児）
第2・4月曜 17：40～18：40（小学生）
土曜 13：00～13：45（幼児）
土曜 13：45～14：30（小学生）

◆講　師：優香omichi
(Dance Zone you代表 ダンスフィットインストラクター)

◆受講料：4,928円（月4回）

ストレッチから柔軟性を付け、
リズム取り、ジャズダンス中心
の基本ステップなどから指導
します。

体験日
2/27、3/27
4/3（土）

ダンス初めてキッズ集まれ

バク転専門教室

◆日　時：土曜 18：00～19：00
◆講　師：KS体操クラブ　インストラクター
◆受講料：6,600円（月4回）

◆日　時：土曜 18：00～19：00
◆講　師：KS体操クラブ　インストラクター
◆受講料：6,600円（月4回）

側転やバク転・バク宙の練習
を通して、運動神経、反射神
経を養います。ダンス、チア、
バトンなどで技術向上を目
指す方にもピッタリの講座
です。

体験日
2/27、3/27
4/3（土）

人前で踊れるヒップホップが習えます

観覧無料 ※別途材料費がかかります。　※タロットは有料です。

NEW

NEW

NEW

カーブスさん隣

々々々々々々々々々月々月月々々月月月月月月月月々々月月月月月々月月月月月月月月月月々月々々々月月月月月月月月月月月々々月月月々々月月月々月々々月月月月月月月月月月月月月月月々々 円円円円円円9,999 ～222 22,9922 992992929,22,,22 999992992 2円～2円円2円円円円2円円円2円円円99999 円円円円円円29222 ～～～～月々2,992円～月々2,992円～

①11：00～　②13：00～

①11：00～　②13：00～

①11：00～　②13：00～

①11：00～　②13：00～

1/30（土）

1/31（日）

2/13（土）

2/14（日）

アイドルダンス（ＭＡＨＯ）
やさしいフラ（不破久子）
ヒップホップ（Funky-NANA）

キーボード（中村洋子）
フラダンス（中浜直美）

ハーモニカ（猿谷朗子）
新舞踊（大河寛久美）

ハーモニカ（猿谷朗子）
新舞踊（大河寛久美）　
ベリーダンス（ⅤＩＣＫＹ）

クラシックバレエ（金沢シティバレエ団）

対象：小学生

11：20～リズムダンス（村中珠恵）・13：20～太極拳（津田洋子）

11：20～やさしいフラ（不破久子）・13：20～太極拳（津田洋子）



はじめてのウクレレ
気軽に始められるウクレレに挑戦して
みませんか。楽器が初めてでも大丈夫です。

洋裁教室

◆日　時：第2・4水曜 13：00～15：30
◆講　師：中農 和子（北陸服装文化協会理事長）
◆受講料：4,400円（月2回）

ちくちく手縫いもミシン縫いもみるみるレベルアップ！
製図から始め、作りたいものが作れるような技術を身
につけます。

1回2時間半のしっかりレッスン

スイッチONから始める
パソコン講座
◆日　時：第1・3月曜 10：05～11：00

11：00～11：55
◆講　師：瀧川 小雪（キャリア・ステップ）
◆受講料：3,960円（月2回）・教材費別

韓国語入門・初級

◆日　時：火クラス 第1・3火曜 10：15～11：15（入門）、11：30～12：30（初級）＜李＞
木クラス 第1・2・3木曜 18：30～19：15（入門）、19：20～20：05（初級）＜宮本＞

◆講　師：宮本 千恵美（韓国語講師)
李 恩庚（ソウル出身）

◆受講料：火クラス3,960円（月2回）、木クラス6,600円（月3回）・教材費別

2/16、3/16、4/6（火）
2/18、3/18、4/8（木）

韓国語を勉強してみたい。勉強したこと
があるけど諦めた。そんな方に最適な講
座です。ハングルの正しい読み方から発
音の変化などのつまずきやすい所を基
礎から詳しく丁寧に教えます。

はじめての健康マージャン ◆日　時：毎週木曜 10：15～12：15
◆受講料：4,972円（月4回）

◆日　時：第1・3木曜 10：15～12：15
第2・4木曜 10：15～12：15

◆受講料：2,992円（月2回）

光る鍵盤
キーボード
◆日　時：第2・4木曜 13：00～13：50

第2・4木曜 14：00～14：50
◆講　師：田上 俊子（キーボード講師）
◆受講料：2,992円（月2回）

体験日
2/26、3/26、4/9（金）

体験日
2/25、3/25、4/8（木）

体験日
2/24、3/24
4/14（水）

きもの着付け入門

◆日　時：第2・4金曜 14：00～16：00
◆講　師：岡部 瞳（日本和装コンサルタント協会北陸支部長）
◆受講料：3,740円（月2回）

鏡を見ないで「速く、美しく、着くずれしない」を三原則に、き
ものの基本から礼装、マナーまで、楽しく“苦しくない着付け”
をマスターしていただきます。

きものを着装する楽しさを感じてみませんか 体験日
2/26、3/26
4/9（金）

骨盤底筋トレーニングヨガ
「骨盤底筋」を鍛えることで、ポッコリおなかや肩こり、猫背などの
改善を図ります。

文化センター初、話題のヨガがスタート
体験日

3/9、4/13（火）

基礎からの洋裁
＆リメイクで服づくり

◆日　時：第1・3火曜 19：00～21：00
◆講　師：寺山 昌子（洋裁教室講師）
◆受講料：3,960円（月2回）

基礎の縫い方や型紙づくりのポイントをマスターして、
素材に合わせた自分だけの洋服を作ってみましょう。

今一番ほしい洋服の型紙を作りましょう 体験日
2/16、3/16
4/6（火）
体験材料費
500円

2/18・25、3/18・25
4/1・8（木）

体験日 2/18、3/18、4/1（木）

体験日 2/28、3/28、4/11（日）

すぐにハングルが読めるようになります

ソプラノ歌手 谷口琴音さんが教える
初めてのボイストレーニング

◆日　時：第2・4木曜 15：45～16：45
18：20～19：20

◆講　師：谷口 琴音（ソプラノ歌手、声楽家、愛知県立芸術大学卒）
◆受講料：3,960円（月2回）

昼クラス増設！今よりもっと上手になりたい方向けの、本格的なボイスト
レーニング教室です。レベルに合わせてしっかり声を出せるようにレッスン
します。

体験日
2/18、3/18
4/1（木）

体験日
3/9、4/13（火）

◆日　時：第1・3木曜 13：30～15：00
◆講　師：桂木 良子(歌手・ラジオパーソナリティ)
◆受講料：3,960円（月2回）

ラジオでおなじみの横丁のカルメン 桂木良子がボイ
ストレーニングの基礎からポップス・歌謡曲の歌い方
まで指導します。

中学英語で英会話

◆日　時：金曜 10：15～11：00（入門）
11：10～11：55（初級）
12：05～12：50（中級）

◆講　師：野村 良子（外国語カレッジ専任講師）
◆受講料：4,950円（月3回）

シンプルで分
かりやすい英
語使って、話
せる、通じる
英会話を身に
つけます。

日常会話の８割は中学英語です

正しく美しく速く書く。やさし
い先生が丁寧に指導します。

美文字
（筆ペン・ボールペン字）

◆日　時：第1金曜 10：30～12：00
◆講　師：中川 琴鈴（石川県書美術連盟評議員）
◆受講料：1,870円（月1回）

体験日
2/26、3/26
4/2（金）

体験日
3/5、4/2（金）

ネイティブ講師が流
暢な日本語を交えて、
優しく楽しくレッス
ン。初めての方から、
ちょっとできる初級
の方対象です。

リーストラマキの
中学英語で英会話

◆日　時：土曜 16：30～17：20（入門）
◆講　師：リース トラマキ(外国語カレッジ専任講師)
◆受講料：6,600円（月4回）

体験日
2/27、3/27
4/3（土）

◆日　時：第1・3水曜 13：30～14：30
◆講　師：山田 直美（カシオミュージックサークル講師）
◆受講料：3,960円（月2回）

ピアノ＆キーボード
懐かしい曲から最新のヒッ
ト曲、クラシック曲まで、楽し
く弾けるようになります。初
心者大歓迎です。仲間と一
緒に演奏を楽しみましょう。

フランス語

◆日　時：金曜 19：00～19：55（初級）
20：00～20：55（中級）　

◆講　師：ロイック・メノウ（北國英会話カレッジ講師）
◆受講料：9,680円（月4回）

初めての方から経験者まで、
やさしく教えます。

楽しく描きましょう。

体験日
2/22、3/22
4/12（月）

体験日
2/25、3/25
4/8（木）

体験日
2/15、3/15
4/5（月）

和裁
◆日　時：第2・4月曜

13：30～15：30　
◆講　師：浅野 小菊（（一社）日本和裁士会常任理事）
◆受講料：2,992円（月2回）

やさしいものから取り組みます。

体験日
2/24、3/24、4/14（水）
2/25、3/25、4/8（木）

体験材料費
600円

クラフトテープでバッグづくり

◆日　時：第2・4水曜 10：10～11：40
第2・4木曜 10：10～11：40　

◆講　師：ロダップTOKO（手づくり工房FJK主宰）
◆受講料：3,960円（月2回・材料費別）

良質で安全なクラフトテープで、小物入れから
おでかけバックを作ります。基本から難易度の
高い作品づくりを目指します。

バッグに特化したクラスです

体験日
2/19、3/19、4/2（金）
2/24、3/24、4/14（水）
◆日　時：第2・4水曜 19：55～20：55

第1・3金曜 13：00～14：00　
◆講　師：津田 洋子（日本武術太極拳公認B級指導員）
◆受講料：2,992円（月2回）

エンジョイ
・フラダンス

◆日　時：第2・4木曜 19：30～20：45
◆講　師：中浜 直美（ナニフラスタジオ主宰）
◆受講料：3,960円（月2回）

曲の内容を理解しながら、楽しく踊りましょう。

大人のバレエ

◆日　時：金曜 14：30～15：30
◆講　師：澤田 真鈴（金沢シティバレエ団専任講師）
◆受講料：6,380円（1ヵ月・3、4回）

◆日　時：金曜 14：30～15：30
◆講　師：澤田 真鈴（金沢シティバレエ団専任講師）
◆受講料：6,380円（1ヵ月・3、4回）

緩やかな筋肉が鍛えられ、引締め効果も期待できます。

バレエ未経験の方、一旦バレエを休んでいた方へ

水彩画

◆日　時：第1・3月曜 13：30～15：30
◆講　師：工一 まさみ（洋画家）
◆受講料：3,960円（月2回）

水彩の楽しさを学び、水彩に
よる表現を楽しみましょう。

水彩画・パステル画

◆日　時：第1・3火曜 13：00～15：00
◆講　師：間苧谷 嘉孝（日創会会員）
◆受講料：3,960円（月2回）

絵が苦手な人でも驚くほど上手
に描けるコツをお教えします。

体験日
2/16、3/16
4/6（火）

楽しくレッスンしましょう

◆日　時：第1・3木曜 13：30～15：30
◆講　師：笠松 えり
◆受講料：3,960円（月2回）

パッチワーク
本格的なパターンから小物
づくりまで、パッチワークの
すばらしい魅力にふれてみ
ませんか。

飽きっぽくても大丈夫

◆日　時：第2・4金曜
12：30～14：00

◆講　師：村本 可折
（ふしぎな花倶楽部インストラクター）

◆受講料：2,992円（月2回）・材料費別

押し花アート

◆日　時：第2・4水曜 19：00～20：30
◆講　師：西村 和子

（装道礼法きもの学院きもの着装礼法講師）
◆受講料：2,992円（月2回）

きもの着付け
礼法教室

◆日　時：第1・3木曜 
10：30～12：30

◆講　師：高岩 陽子（レザー作家）
◆受講料：3,960円（月2回）・材料費別

初心者向け
レザークラフト

◆日　時：第2・4火曜 10：00～11：30
◆講　師：小川 遼馬（ウクレレ奏者）
◆受講料：3,300円（月2回）

◆日　時：第1・3月曜 19：00～20：30
◆講　師：西村 朱美（姿勢科学師・姿勢調整師）
◆受講料：3,960円（月2回）

姿勢矯正体操
＆ストレッチ
スッと筋の通ったきれいな姿勢を目指しましょう。

体験日
3/22、
4/12（月）

◆日　時：第2・4月曜 11：30～12：30
◆講　師：山口 舞子（VI AURA公認ヨガインストラクター）
◆受講料：3,960円（月2回）

今流行のモビバンで
中高年のらくらく
ストレッチ
肩甲骨周りやインナーマッス
ルをピンポイントで効率良く
ゴムバンドでエクササイズ。

体験日
3/6、4/3（土）
体験材料費
1,500円

◆日　時：第1土曜 19：00～21：00
◆講　師：川治 伴江（JESCA認定クリエーター）
◆受講料：2,200円（月1回）・材料費別

楽しい
消しゴムはんこ
北陸ではほとんど開講していない
貴重な講座です。

◆日　時：第2・4火曜 19：30～20：30
◆講　師：和田森 公子

（ヨガインストラクター、ＪＡＡアロマコーディネーター）
◆受講料：3,960円（月2回）

◆日　時：第1・3火曜 19：00～20：30
◆講　師：不破 久子（フアリ・オ・ケアロヒケア講師）
◆受講料：3,740円（月2回）

体験日
2/22、3/22
4/12（月）

◆日　時：第2・4月曜 10：10～11：10
◆講　師：山口 舞子（VI AURA公認ヨガインストラクター）
◆受講料：3,960円（月2回）

一日の体調を調える
朝ヨガ
ヨガでスッキリ目覚めましょう。

◆日　時：第2・4木曜 14：45～16：00
◆講　師：村中 珠恵

（石川県リズムダンス協会常任理事）
◆受講料：2,992円（月2回）

◆日　時：第2・4木曜 14：45～16：00
◆講　師：村中 珠恵

（石川県リズムダンス協会常任理事）
◆受講料：2,992円（月2回）

リズムダンス
初心者コース 
誰もが知っている流行りの曲、口
ずさめる曲に合わせて、簡単なス
テップで楽しく体を動かします。運
動が苦手な人でも大丈夫です♪

ダイエット＆リフレッシュ

◆日　時：第1・3金曜 
10：10～11：40

◆講　師：宇多田 円
（デューク更家公認ウォーキングスタイリストプロフェッサー）

◆受講料：5,060円（月2回）

◆日　時：第1・3金曜 
10：10～11：40

◆講　師：宇多田 円
（デューク更家公認ウォーキングスタイリストプロフェッサー）

◆受講料：5,060円（月2回）

デュークズウォーク

◆日　時：第2・4月曜 13：30～15：00
第1・3火曜 13：30～15：00

◆講　師：不破 久子（フアリ・オ・ケアロヒケア講師）
◆受講料：3,740円（月2回）

やさしいフラ
エクササイズ効果も期
待できます。

体験日
2/16、3/16、4/6（火）
2/22、3/22、4/12（月）

癒しのフラ
日常を忘れて美しく優雅に
踊りましょう。

体験日
2/16、3/16
4/6（火）◆日　時：第2・4月曜

10：05～11：45
◆講　師：長尾 華奈

（囲碁インストラクター）アマ六段
◆受講料：2,992円（月2回）

囲碁サロン
指導経験豊富な女性講師が、
やさしく的確に指導します。

体験日
2/22、3/22
4/12（月）

レベルに合わせて楽しく

◆日　時：第2・4日曜 16：00～17：30
◆講　師：ひいらぎゆき（イラストレーター・日本ペンクラブ会員）
◆受講料：3,960円（月2回）

プロが指導!!
まんが＆イラスト入門
原稿の使い方からネームの割
り方、イラストのコツなどお教え
します。一緒に描きませんか。

体験日
2/28、3/28
4/11（日）

マンガやイラストが好きな方なら
誰でもＯＫ

◆日　時：第2・4水曜
10：10～12：10

◆講　師：城戸 由美（日本絵手紙協会会員）
◆受講料：3,960円（月2回）

やさしい絵手紙 体験日
2/24、3/24
4/14（水）

◆日　時：第1・3水曜 13：30～15：30
◆講　師：三好 好舟（石川県書美術連盟会員）
◆受講料：2,992円（月2回）

総合書道
月２回の通いやすいコー
ス。筆の持ち方、姿勢など
から指導します。

きれいな字を身につけましょう

脳をフルに活用させる、健全で知的な頭脳スポーツ

健康太極拳
年齢を問わず、自宅でもできる
体幹トレーニングとして話題の
太極拳。ゆっくり分かりやすく
教えます。

大人気のため増設！気軽にできる全身運動

仲間と一緒に楽しみましょう

桂木良子のばっちりカラオケ
ラジオで人気の講師が楽しくレッスン

体験日
2/17
3/17
4/7（水）

◆日　時：第1・3水曜 19：30～21：00
◆講　師：山下 辰行

（金沢写真部FOCUS 代表）
◆受講料：3,960円（月2回）

写真を楽しみたい初
心者対象の教室です。
カメラの基本の使い
方から分かりやすく教
えます。

わかりやすい
写真教室

カメラを趣味にしたい方に

体験日 

体験日

体験日
2/15、3/15
4/5（月）

体験日
2/15、3/1
4/5（月）

昭和の名曲を歌おう

◆日　時：第1・3月曜 10：15～11：15
◆講　師：山岸 エミ（国立音大教育音楽学科卒）
◆受講料：2,992円（月2回）

◆日　時：第1・3月曜 10：15～11：15
◆講　師：山岸 エミ（国立音大教育音楽学科卒）
◆受講料：2,992円（月2回）

【曲名】長崎の鐘  君の名は  高原列車は行く
栄冠は君に輝く  切手のない贈り物  秋桜  君といつま
でもなど。

ピアノの伴奏で一緒に歌いましょう 体験日
2/15、3/15
4/5（月）

体験日
2/26、3/26、4/2（金）

体験日
2/18、3/18
4/8（木）

◆日　時：第1・3月曜 11：30～12：30
◆講　師：山岸 エミ（国立音大教育音楽学科卒）
◆受講料：2,992円（月2回）

美しき日本の歌
ピアノ伴奏に合わせて一緒に
歌いましょう！

こころの故郷。小学校の
音楽教室のようです

体験日
2/15、3/15、4/5（月）

◆日　時：第1・3水曜 11：00～12：00　
◆講　師：猿谷 朗子（鈴木ハーモニカ振興会認定講師）
◆受講料：3,740円（月2回）

楽しいハーモニカ
童謡やポップス、ビートル
ズの名曲まで、楽しく吹い
てみませんか。楽譜が読め
なくても大丈夫。

気軽に始める楽器 体験日
2/17、3/17
4/7（水）

◆日　時：第2・4水曜 13：30～15：30
◆講　師：角谷 美帆（デコクリエ―ター）
◆受講料：2,750円（月1回）

デコアート
ビジュー、デコ、ビーズ、グ
ルー等、色々なテクニックと
資材を使ってアート作品を
作ります。

ストーンを使って素敵にデコ 体験日
2/24、3/24
4/14（水）

体験日
2/17、3/17
4/7（水）

◆日　時：第4火曜 19：30～20：30
◆講　師：福明 珠澄（～きらめきタロット～星よみさん☆）
◆受講料：2,200円（月1回）

タロット
リーディング
未来のために必要なメッセージを受け取れます。

体験日
2/23、3/23
4/27（火）

体験日
2/17、3/17
4/7（水）

体験日
2/25、3/25
4/8（木）

◆日　時：第2・4木曜 13：00～14：30
◆講　師：村中 珠恵

（石川県リズムダンス協会常任理事）
◆受講料：2,992円（月2回）

リズムダンス
流行の曲に、簡単な振り付け
をした健康ダンスです。

体験日
2/25、3/25
4/8（木）

◆日　時：第2・4金曜 19：30～20：30
◆講　師：VICKY

（高谷美也子蝶々アラビヤ舞踏団ベリーダンサー）
◆受講料：4,180円（月2回）

◆日　時：第2・4金曜 19：30～20：30
◆講　師：VICKY

（高谷美也子蝶々アラビヤ舞踏団ベリーダンサー）
◆受講料：4,180円（月2回）

ベリーダンス
健康づくりや、ダイエットとして
ベリーダンスを始めてみませ
んか。女性が持つ美しさを最大
限に引き出していきます。

全身の筋肉をバランスよく動かす 体験日
2/26、3/26
4/9（金）

◆日　時：第2・4月曜 19：00～20：30
◆講　師：大河 寛久美

（大河流直門師範、全国新舞踊協会常任理事）
◆受講料：2,992円（月2回）

◆日　時：第2・4月曜 19：00～20：30
◆講　師：大河 寛久美

（大河流直門師範、全国新舞踊協会常任理事）
◆受講料：2,992円（月2回）

新舞踊
まずは曲の歌詞を理解して。
分かりやすく味のある大河流
舞踊を基本より指導します。

楽しめる踊りを目指します 体験日
2/22、3/22
4/12（月）

体験日
2/26、3/26、
4/9（金）
体験材料費
500円

体験日
2/19、3/19
4/2（金）

◆講　師：表 勝正（一社 全国麻雀段位審査会六段）、石倉 靖之、北川 光

隔週
コース【 】

毎週
コース【 】

水引で創作を楽しむ

◆日　時：第1・3月曜 13：30～15：30
◆講　師：林谷 恵美子（林谷結納店）　
◆受講料：3,520円（月2回）・材料費別

季節の花やアクセサリー・小物・祝袋作りに挑
戦してみませんか。県内で100人以上が習っ
ている人気講座です。

体験日
2/15、3/1
4/5（月）
体験材料費
300円

越中おわら踊り

◆日　時：第1・3水曜 10：15～11：15
◆講　師：庵 絹代（越中八尾おわら道場師範）
◆受講料：3,740円（月2回）

見るのもいいですが、踊ると
もっと楽しくなります。

全国で大人気の水引細工が開講

手芸で人気
No.1

第3次韓流
ブーム

※3カ月10回分の支払いとなります。

◆日　時：第1・3水曜 15：00～16：00
◆講　師：市森 和明（彩霞二胡アンサンブル）
◆受講料：4,620円（月2回）

二胡を始めよう
哀愁を帯びた独特の音色を
奏でてみましょう。

体験日
2/17、3/17
4/7（水）

体験日
2/25、3/25、4/8（木）

体験料
2,530円

体験材料費
500円

体験材料費
300円

体験日
2/18、3/18
4/1（木）
体験材料費
1,000円

体験日
2/17、3/17
4/7（水）

体験日
2/24、3/24
4/14（水）時間に余裕をもっ

て楽しめます。

◆日　時：第2・4日曜 13：00～16：00
◆受講料：2,992円（月2回）

【日曜たっぷり3時間コース】

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW


