生きがいづくり講座
全20回講座

書道（漢字）
講師

三隅 美陽

健康づくり講座
全20回講座

〜すぐに役立つ〜

実用書道・ペン習字

（書道師範）

講師

三隅 美陽

のし袋・手紙・年賀状等、自分の手で
きれいに書いてみませんか。書いた
字からはその人の心が伝わります。
自分の字にもっと自信をつけたいあ
なた、一緒に練習しませんか。ひらが
な、漢字の楷書・行書の基本から入り
徐々に実用的なものへ、ペンや小筆
を用いて気軽に始めましょう。

曜日・時間（木）10：00〜12：00

曜日・時間

受講料 25，
100円（￥1，255／回）

※教材費有

（木）13：30〜15：00

受講料 23，
900円（￥1，195／回）

全12回講座

韓国語入門
講師

全20回講座

タガログ語（フィリピンの言語）

粟谷 美奈子（韓国語通訳案内士）

韓国語初心者、ハング
ルの基礎から学びたい
という方向けです。
ハングル文字の成り立
ちから、発音をゆっく
りみっちり勉強します。
授業の間には、韓国の
旅の話やトレンドなどの話題も。この機会
に韓国語にチャレンジしてみませんか。
曜日・時間（第2・4水）19：00〜20：00

900円（￥1，325／回）
受講料 15，

※教材費¥2,268円

講師

濱本ベルナデット

ブリッジ・リッジ（講師）

タガログ語（フィリピ
ンの言語）での日常生
活に使われる実際のい
ろいろな場面を設定し
た内容で会話、インタ
ビュー、タガログ語圏
の文化・習慣などの紹介も取り入れながら授
業を行います。また現地の代表的な料理の試
食会を計画しております。タガログ語圏内へ
の海外旅行・出張・日常会話をより楽しめます。
曜日・時間 （木）20：00〜21：00

受講料 ２5，
1００円（￥1，255／回）※教材費有
（¥2,376）

全12回講座

四柱推命（占い）
講師

安田 昌弘

講師

生年月日と生まれた時
間 の 年月日 時 から、
持って生まれた星を割
りだし、めぐる運と自
分の運そのものを読
みとります。

曜日・時間（第1・3火）10：00〜11：30

受講料 27,300 円（¥2,275／回）
※テキスト代5,500円

折り紙
講師

コミュニケーション能
力を向上させたい方。
家庭や職場での人間
関係を改善したい方。
教育や子育てに関わっ
ている方。コーチング
のスキルを身につけてみませんか？ コミュ
ニケーションが変われば人生が変わります。
曜日・時間（第2・4水曜日）
１9：
００〜21：
００

受講料 24,300円（¥2,025／回）
全12回講座

講師

昔ながらの折り紙や、遊んだり飾ったりでき
る折り紙など楽し
める内容です。身
近な紙を使って気
軽に作れます。

曜日・時間（月）10：30〜11：30

受講料 12,000円（¥1,000／回）

松永 泰子

講師

鈴木 信志

日本ハーモニカ振興会公認講師

誰もが気軽に取り組める楽器…それがハーモ
ニカです。懐かしい思い出の曲から新しい曲
まで演奏してみませ
んか？初めての方大
歓 迎 で す。どうぞ、
ふるってご参加くだ
さい。
曜日・（第1・3月）13：30〜15：30
時間 （第1・3金）18：30〜20：30

受講料 １5,900 円（￥1,325／回）

曜日・時間 （初級）
（木）19：00〜20：00

（中級）
（金）19：30〜20：30

25,100 円（￥1,255／回）

ピアノなどの楽器でリ
ズムを取りながら、童
謡や抒叙情歌を楽しく
歌ってみませんか？ど
なたでも楽しく気兼ね
なく参加できる雰囲気
を大事にします。

②10：30〜11：30

受講料 ２0，
70０円（￥1，725／回）

川野 美代子

講師

いけ花教授

家の中に自分でいけた花を飾ってみませんか。庭に
咲いた花、野の花も添える花材によって、輝きを増し、
美しく見えます。未経験者には、やさしい基本のい
け方から、又、経験のある方には少し上級のいけ方
を指導します。一度教室を見に来られませんか。又
体験をしてみませんか。希望さ
れる方は指導者になることも可
能です。男性の方も大歓迎です。
曜日・時間（第２
・４木）18：30〜20：00

900円（￥1，325／回）
受講料 15，

※花代として１回1,100円必要

新

鈴木 信志

美しい音色で奏でるオカリナは癒しの楽器で
す。オカリナはどなたでも簡単に演奏できま
す の で、初 め て の
方も安心してご参加
ください。心安らぐ
音色をぜひご堪能く
ださい。

平塚 辰博

所有資格 ＦＰＩ級、ＣＦＰ、１種証券外務員

人 生10 0 年 時 代を
迎え、人生設計、マ
ネープ ラン や 学 び
直しが 必 要 に なり
ま す。人 生 を 豊 か
に過ごすために年齢に関係なく、年金や税、
株式や投資信託を楽しく学んで、国家資格
のＦＰ３級技能士にもトライしましょう！
曜日・時間（火）18：30〜20：00

受講料 24,500 円（¥1,225／回）
※テキスト代2,000円

童謡・叙情歌とリズム講座
松永 泰子

講師

溝口 ヨシ子

曜日・時間（第２
・４火）10：30〜12：00

受講料 15，
900円（￥1，325／回）

受講料 20,700 円（¥1,725／回）

三味線・民謡（唄）
椿 日登美 （公財）日本民謡協会八代椿会会主

曜日・時間 （月）10：00〜12：00

受講料 １5,900 円（￥1,325／回）

全12回講座

マンドリン
鈴木 信志

マンドリンの施律に魅せられてみませんか？
演奏が比較的容易で中学・高校などの部活
も盛んです。練習
用のお安い楽器
からあります。

・４月） 13：30〜15：30
曜日・（第２
時間 （第２
・４金） 18：30〜20：30

曜日・時間（第２
・４火）18：30〜20：30

受講料 １5,900 円（￥1,325／回）

受講料 １5,900 円（￥1,325／回）

受講料 23,500 円

骨盤矯正withピラティス+筋力トレーニング
宮﨑 涼子

講師

講師

川上 あいこ

指先を使って脳を活性化！ドレミの音階の代
わりに１２３の数字で音楽を学んで童謡を皆
で一緒に楽しんでみましょう。笑いの絶えな
い授業で体の中から元
気にリフレッシュ！楽
器は受講中はお持ち帰
りできます。

曜日・時間（第２
・４水）13:30〜15:00

受講料 15,600 円（¥1,300／回）

※楽器レンタル代500円

（￥1,175／回）

宮﨑 涼子

講師

18：30〜20：00

曜日・時間（水）11：00〜12：00

曜日・時間（水）10：00〜11：00

20,700 円（¥1,725／回）
受講料 ※ヨガマッ
ト代1,000円 無料貸し出し有り

受講料 20,700円（¥1,725／回）

全12回講座

全20回講座

健康太極拳・鞭杆

骨格にあわせたパーソナルメイクアップ美容講座

（べんがん）

宮﨑 涼子

講師

江藤 律子

日本健康太極拳協会（師範）
べんがん協会準指導員

骨盤矯正withピラ
ティスに、よりボ
ディメイク効果の
高い筋力トレーニ
ングをプラスした
講座です。月末に
はマッサージベッドにて骨盤矯正の資格を
持つトレーナーが１人１人に合わせた骨盤
矯正をするので体が変わりますよ！
曜日・時間（水）16：00〜17：00

骨格は１人１人
違 い ま す。美 し
くバランスの取
れたテクニック
だ け で な く、お
手持ちのメイク
道具を使っての提案等、１人１人の骨格に
合わせたパーソナルメイクアップのレッス
ンやマッサージのレッスンを行います。

太極拳は心（意識）息（呼吸）動（動き）を結びつけた
バランス運動です。運動不足、運動が苦手、体が硬い、
息が切れる、血圧が心配、こんな年齢から…でも大丈
夫です。生きることは動くこと。心を静かに平らかにし
て、さあ一緒に稽古を始め
ましょう。鞭杆は中国の棍
術で1.2m前後の細い棒を
使い、運動機能の改善を図
ります。男女問わず広い年
齢層に適した健康法です。

受講料 20,400円（￥1,700／回）

曜日・時間（火）14：30〜15：30

曜日・時間（木）10：00〜11：30

受講料 15,600円（￥1,300／回）

受講料 20,900 円（￥1,045／回）

※セラバンド・ヨガマット代2,000円 無料貸し出し有り

全20回講座

かんたんヨーガ
講師

園田 知子

全20回講座

健康ヨーガ
講師

コミュニティヨーガ

園田 知子

講師

運動不足を解消したいけど体力には自信がない、という方

作 り・健 康 づ くり の 教 室 で す。

にはぜひヨーガをおすすめします。無理なく体が柔らかく

ヨーガは むず かしく大 変 そ う…

なるので、肩こりや腰痛にお悩みの方には最適です。男女

と、思っている方！体力づくりに何

年齢問わず、楽しく健康づくりを始めてみませんか？ダイ

か行いたい、楽しいことを始めて

エットにも最適です。

みたい方にピッタリです。心と身

曜日・時間（月）19：10〜20：30（火）10：30〜12：00

全20回講座

楽トレエクササイズ
園田 知子

講師

健康体操指導士

誰でも楽に出来るウォーキングを中心とした講座
です。体を動かしたいけどどんな運動をしたらよ
いかわからないなど日頃の運動不足を解消して元
気 と 若 さ を 取り戻
しましょう！男女問
わずどなたでもＯＫ
です。思い切って始
めてみませんか？
曜日・時間

（火）15：30〜16：50（火）20：00〜21：10
受講料 20,900 円（￥1,045／回）

親子フィットネス
講師

園田 知子

子どもフィットネス

（基礎トレーニング科）
講師

園田 知子

23,000円（￥1,150／回）

園田 知子

全20回講座

健康体操指導士

全20回講座

園田 知子

全20回講座

ダンスパフォーマンス
園田 知子

講師

キッドビクス＆
Hip Hopライセンス

各種スポーツやパフォーマンスにおいて
より強く正確に動きかつ俊敏でありリズ
ミカルに動くためのトレーニングです。
身体の可動域を広め強くしなやかな筋力
をつけ心肺機能を高める効果的なトレー
ニングです。スポーツパフォーマンス競
技力向上と傷害予防のためのクラスです。
（11歳〜）

色いろな音楽に合わせダンスを楽しみ！
ダンスを通して身体づくりを行います。
近年、学校などでも体育の時間にダンス
が入りスポーツとしてのダンスの役割が
大きくなっています。笑顔をつくり精一
杯楽しく汗を流して、ストレス解消！！
体を動かすこと脳にとって最高のご褒美
です！ぜひトライして見て下さい。

曜日・時間（月）18：00〜19：00

曜日・時間（土）19：30〜20：30

曜日・時間 （土）20：30〜21：50

受講料 20,900円（￥1,045／回）

全12回講座
楽しいリズム遊び
コーディネーショントレーニング

保育士・幼稚園教諭 親子ビクス指導ライセンス

うクラスです。体を使い遊ぶことのなくなった現代、子どもの筋力不
足、運動能力の低下などが問題になっています。ボール遊びやマットな
ど遊びによる自由度の高い運動機会を増
し、運動能力アップ。
２才〜10才、親子で
の参加もOKです。親子で遊びを通して
親子の体力づくりとしても効果的です。
曜日・時間（土）
１8：
００〜19：
００

15，
900円（￥1，325／回） ※ボール代1,080円

（親子なら何名でも同額）

小学５年生〜
（木）20：00〜21：00

（月）20：30〜21：50 受講料 （月）20,900円（￥1,045／回）
（日）22,100円（￥1,105／回）
（日）18：00〜19：30

子どもフィットネス
講師

曜日・時間

受講料

（中級 コーディネーション トレーニング）

キッドビクス＆幼稚園教諭

有村 春奈

かっこいいダンスを身につけてみませんか？
ダイエットしたい方にも最適です。
みんなで楽しく
汗を流しましょ
う！
！
初心者の方大歓
迎です！！

・子ども達の身体づくり（コー
ディネーショントレーニング）を中
心に行うクラスです。
・体を使い遊ぶことのなくなっ
た現代、子どもの筋力不足・運
動能力の低下などが問題になっ
ています。ボール遊びやマットなどリズム遊びによる自由度
の高い運動機会を増し楽しい遊びを通して心肺機能の向上、
強い筋力、理想的な美しい身体作りを目指してみてください。

子ども達の身体づくり（コーディネーショントレーニング）を中心に行

受講料

全20回講座

講師

曜日・時間

受講料 （月） 20,900円（￥1,045／回）
（日・火）22,100円（￥1,105／回）

受講料 22,100 円（￥1,105／回）

ＨＩＰ・ＨＯＰ

全20回講座

最近疲れやすい、また疲れがとれに
くいと感じている方におすすめしま
す。運動やダンスが苦手な方も大丈
夫。シンプルなヨガポーズときれいな
音楽で、心身ともにバランスよく調整
しストレスを解消しましょう。はじめ
ての方が中心なので、基本から丁寧
に指導します。

（日）19：40〜21：10

曜日・時間（木）10：30〜12：00

※セラバンド・ヨガマット代2,000円 無料貸し出し有り

はじめての健康ヨーガ

健康体操指導士

かんたんなヨーガのポーズで身体

体のストレスを解消しましょう。

宮﨑 涼子

骨盤体操は年齢に関係なく簡単に行
う事の出来るエクササイズです。姿
勢の改善、腰痛や肩コリといった身
近な体の問題を解決する手助けにな
ります。骨盤を整え過ごしやすい体
を手に入れるエクササイズを始めま
せんか？

産後の骨盤底筋を鍛
える事は体形 を戻す
大チャンス!!体幹を鍛
えながら骨盤体 操を
赤ちゃんと一 緒に行
う事が出来ます。赤ちゃんと一緒に楽しみなが
らボディメイクを始めませんか？自宅で行う体
操の指導も行います!!

※ヨガマット、
バランスボール代 2,000円

新

講師

全12回講座

ロマン琴（大正琴）で楽しく学ぶ音楽教室

講師

CP骨盤エクササイズ協会認定インストラクター

曜日・時間（金）15：30〜17：00

全12回講座

全12回講座

三味線（本條流）民謡は日本の伝統的な音
楽です。初心者の方でも大丈夫です。撥（バ
チ）のにぎり方、譜面の見方からわかりやす
くていねいに御指導いたします。無料体験も
可能です。民謡はお腹から
の発声でストレス解消にも
なり、健 康 に も 良 い で す。
今からでも粋なお稽古を楽
しく初めてみませんか？
（レンタル用三味線あり）

曜日・時間

講師

一級家元教授

四季折々の花を、住まいに飾ってみませんか。
暮らしの中に花があると豊かな気持ちになり
ます。基本的な生け方、生活空間にふさわし
い 生 け 方 などを
一緒に学びます。
さぁ、ご一緒に花
の ある生 活を始
めましょう。

講師

（金）11：40〜12：40

受講料 15,900円（￥1,325／回）

新

骨盤エクササイズwithピラティス

日頃 動かさない筋肉を刺 激
しな がら日常 生 活で 簡 単に
行えるストレッチやピラティ
スを交えての美容体操講座。
定 期 的に骨 盤 矯 正も行いま
すので身が 綺 麗 になり便 秘
や肩コリ等様々な悩みを解消します。楽しく体を変え
ましょう。

全12回講座

全12回講座

全12回講座

オカリナ（初級）

講師

いけ花（小原流）

童謡や叙情歌を歌って
時にはリズム奏 で 楽し
い時間を過ごしてみま
せんか。
初心者大歓迎です。お待
ちしております。

曜日・時間（第１
・3金）①9：20〜10：20

初歩から学ぶＦＰ講座

全12回講座

講師

全12回講座

ハーモニカ（初級）

英語は世界の公用語。英語を話すと、欧米
だけでなく様々な国の人々とコミュニケー
ションがとれます。インターネットを通じて
外国人の友達も作れます。海外旅行に行っ
たり、ホームステイを受け入れたり、英語
の歌を歌ったり、英語を学ぶことであなた
の世界も広がります。楽しく通じる英会話
を学びましょう。

講師

50代から80代までのシニア音楽教室

緒方 靖子

濱本ベルナデット ブリッジ・リッジ（講師）

全20回講座
ファイナンシャルプランナーになろう

宮﨑 涼子

全12回講座
シニア世代の
骨盤矯正エクササイズ

全12回講座

赤ちゃんとママの

骨盤矯正ｗｉｔｈピラティス 美容講座
講師

曜日・時間（火）15：30〜16：30

15,900円（¥1,325／回）※手本代500円毎月

全20回講座

宮﨑 涼子

講師

曜日・時間（土）10:00〜11:30

日常英会話（初級・中級）

受講料

教員免許（高校書道）・熊本県書道連盟理事

仕事や子育てで
なかなか自分の
時間を取りづら
い忙しい現代女
性 の た め の 顔・
ボディのセルフマッサージ講座です。
メイクしたままお気軽に始められま
す。頑張る自分をセルフプロデュー
スして、レベルアップしませんか？

全20回講座

講師

所有資格

全12回講座
女性のための
セルフマッサージ

漢字の楷書・行書・草書の
基礎から作品作りまでと、
のし袋や年賀状等の実用書
道、仮名の基礎から半紙ま
で学ぶ書道講座です。初心
者の方も気軽に参加されて
下さい。

いけ花（池坊）

小西 義朗

全12回講座

白石 香蘭

受講料

※教材費有

全12回講座

コーチング入門

書道（漢字・実用書道・仮名）
講師

（書道師範）

漢字の楷書・行書・草書の
基本から、祝事・見舞など
の実用書道と硬筆、そして
半 切 の 作 品づくりまで 楽
しみながら学 べる書道 講
座です。初心者大歓迎！お
気楽にお越しください。

全12回講座

※ボール代
1,080円

新

受講料

20,900円（￥1,045／回）※ボール代
1,080円
全20回講座

大人クラシックバレエ〜子育てママのリフレッシュ〜

講師

鋤先 有花

曜日・時間

（木）13：30〜14：30

新

受講料 14,000円（￥700／回）

全20回講座

大人クラシックバレエ〜初級〜

講師

子育て中のママさん、運
動不足解消に、体の凝り
ほぐしに、気分転換に、
初心者でもできるバレエ
のレッスンをしてみませ
んか？子ども連れでもＯ
Ｋです。クラシック音楽
に合わせて運動し、心と
体のリフレッシュを！

受講料 22,100 円（￥1,105／回）

鋤先 有花

バレ エ は 敷 居 が 高 い と
思っていませんか？初心
者でもできる簡単なスト
レッチ、筋トレ、バーレッス
ンなどのバレエレッスンで
す。優雅に体のメンテナン
スをしませんか？20代か
ら70代まで幅広く参加大
歓迎です！
曜日・時間

（土）10：30〜11：30

受講料 16,000円（￥800／回）

