記号の見方：●講師名

▼開催日時

苦手克服！跳び箱・鉄棒の基礎とコツ
跳び箱・鉄棒の集中特
訓！コツをつかみ苦手
意識をなくし、自信と積
極性を育みます。
●カワイ体育教室専任講師

▼8/6(土)・8/20(土)・8/27(土)
①年少～年長 15:00～15:50
②小学生
14:00～14:50
◎1,958 円
※申込締切 3 日前

ポスター描き方教室

時間がかかる、場所を
とる、何を描いていい
か分からない…そんな
ポスターの宿題を楽し
く終わらせましょう。
●松原遼（写実画檀会員）
▼7/25(月) ・8/1(月) ・8/3(水) ・8/8(月) ・
8/9(火)・8/10(水)の内の２日間をお選び下さい
各日 13:30～15:00
◎4,840 円 ★500 円
※申込締切 3 日前

夏休みの習字の宿題をしよう！
夏休みの宿題の習字をしよう。
はじめてでも大丈夫！ 文字を
書くのが楽しくなります。
●吉田凡太（書道師範※女性講師）

▼下記より 1 日（約 60 分）お選びください
7/29(金) 15:00～16:00/18:00～19:00
8/5(金)
18:00～19:00
7/30(土) 16:00～17:00/17:00～18:00
8/6(土)
16:00～17:00
◎1,540 円
※申込締切 3 日前
★お手本代１枚 300 円、２枚 500 円

夏休みの習字の宿題を書こう！
お家では面倒になりがちな
習字を、お友達と一緒に
楽しく仕上げましょう。

●塚本紫城（書道師範）
▼下記より 1 日お選びください
7/27(水)・8/3(水)・8/10(水)
16:00～17:30 ※60～90 分
◎1,540 円
※申込締切 3 日前
★お手本代１枚 300 円、２枚 500 円

手芸が苦手でも楽しめる
ドールクラフト。自分好
みのパーツを選んで、か
わいいルルベちゃんを作
ってみませんか。

はんだ付け体験！

●古賀妙子（ペタルデュクール主宰 ルルベちゃん®認定講師）
▼7/28(木)・8/5(金)・8/12(金)
10:15～12:15
※申込締切 3 日前
◎2,200 円 ★4,950 円～(別途ﾊﾟｰﾂ追加 200 円～)
親子受講も可能！

【小 1～大人】

キッズチョークアート

夏ら し い ヤド カ リ
のチ ョ ー クア ー ト
を作りませんか？
下絵 ま で 準備 し て
ある の で 塗り 絵 の
ようにつくれます。
●イチカワマリエ（モニークチョークアート協会認定講師）
▼8/3(水)
13:30～15:00
※申込締切 3 日前
◎1,650 円 ★1,500 円
オカリナを奏でてみよう♪ 【年長～１８歳】

きっずオカリナ教室
体に優しいオカリ
ナをさわって奏で
てみましょう。楽譜
が読めなくても楽
しめますよ！

●三宅良美（オカリナ奏者・講師）
▼7/24(日)15:00～16:00 ※申込締切 7 日前
8/17(水)16:00～17:00 ※申込締切 8/3
◎2,035 円
★ｵｶﾘﾅﾚﾝﾀﾙ：1,100 円・購入：2,200 円

【小 4～】

はんだ付け AM/FM DSP ラジオ作り
電波デジタル処理する
DSP 方式の IC を使った
ラジオを作ろう。
はんだ付けを体験してみ
ませんか！？
●デジコロボプラスイン
ストラクター

▼8/3(水) 13:00～15:00 ※申込締切 7 日前
◎1,650 円 ★2,500 円（はんだ付け工具込）
パソコンがはじめてでも大丈夫！ 【小 2～】

プログラミング体験～スクラッチ～
プログラミングを体験し
よう！スクラッチは視覚
的にもわかりやすく小学
生でも楽しんで学べま
す。見ながら作れるテキ
ストもお渡しします。

●デジコロボプラスインストラクター
▼8/17(水) 10:30～12:00 ※申込締切 3 日前
◎1,430 円 ★200 円 PC の持込不可
１日講座 入会金不要

【小 1～中 3】

【小 1～】

可愛い♪ルルベちゃん

部品を順番に差し込んでア
ンテナをつけるだけのとっ
ても簡単で安全な工作。オ
リジナルラジオを作ってみ
よう！ものづくりが好きに
なる楽しい電子工作です。

●デジコロボプラスインストラクター
▼8/3(水) 10:30～12:00 ※申込締切 7 日前
◎1,100 円 ★2,300 円

※小 1～小 4 は保護者の付き添い要

１日講座 入会金不要

１日講座 入会金不要

夏休み習字教室

針と糸を使用しないクラフト

【小 2～】

簡単 AM/FM ラジオを作ろう

１日講座 入会金不要

【小 1～中 3】

●加瀬春菜（キッズチア認定講師）
▼7/23・7/30・8/6・8/20・8/27(土)
15:00～15:45
◎1,320 円
※申込締切 3 日前

１日講座 入会金不要

１日講座 入会金不要

夏休み習字教室

みんなの憧れチアダンス
を体験しませんか？
現在某サッカーチームの
チアダンスコーチもして
いる講師が楽しく、熱心に
指導いたします！

夏休みの工作

１日講座 入会金不要

【小学生】

【年長～】

チアリーダーになろう！！

１日講座 入会金不要

２日間講座 入会金不要

２日間集中！絵画教室

憧れのチアダンスを体験★

特に記載のないものは税込

１日講座 入会金不要

【①幼児②児童】

１日講座 入会金不要

１日講座 入会金不要

カワイ体育教室

◎受講料 ★材料・教材費 ■体験レッスン日 △体験料 ☆体験材料・教材費

パソコンがはじめてでも大丈夫！ 【小 3～】

ロボットプログラミング体験
ロボットを組み立てて
動かそう！プログラミ
ングに挑戦。

ロボット教室に興味はあるけど、
「どんな事をやるの？」「こどもが興味をもつ
のかな？」夏休みの機会に体験してみよう！
●デジコロボプラスインストラクター
▼8/17(水) 13:00～14:30 ※申込締切 3 日前
◎1,980 円 ★1,000 円

記号の見方：●講師名 ▼開催日時

お好きな花などを入
れてお気に入りの１
品を作りましょう♪
触感のよい固まるハ
ーバリウムです。
●出原三千世
（文部科学省許可（財）日本余暇文化振興会 楽習フォーラムプリマ）
▼8/18(木)・8/28(日)
13:00～15:00
※申込締切 1 日前
◎1,980 円 ★作品ごと(300 円～500 円)

ゴム掛け体験の後、糸かけ
アートの代表とも言える
『ハート』
『鳳凰』のどちら
かを糸掛けかゴムでかけて
見ませんか?

●浅井安恵（糸かけ認定講師）
▼7/17(日)・7/31(日)・8/21(日)
全日 10:30～12:30 7/31 のみ⇒13:30～15:30
◎1,650 円 ★1,650 円
※申込締切 3 日前
※4 年生以上はお子様のみの参加も OK！！

【通常講座のご案内】 体験随時募集中

ハワイアンの歌の中に
出てくる感情や情景を
理解し、踊り表すことで
感情に寄り添う力と、想
像力を育みます。

●レアレアフラダンススタジオ
▼月 3 回（火）
【初心者/年少～小 6】17:00～18:00
【経験者/小 3～小 6】18:00～19:00
◎月額 4,950 円
■お問合せ下さい
△1,650 円

最近注目の将棋。
対局を通して、自ら考え
る力と集中力を身に付
ける事が出来ます。

●高見澤勝利（(公社)日本将棋連盟公認将棋指導員）
▼第 2・4（金）17:30～19:00
◎月額 5,060 円
■お問合せ下さい △2,530 円

【小 4～大人】

ドリームキャッチャー
ハワイ直輸入のリボンで
可愛いドリームキャッチ
ャーを作ります。
カラーは 7 色の中からお
選び頂けます。

●青戸圭子（HOKU CRAFT 認定講師）
▼7/21(木) 13:00～15:00 ※申込締切 1 日前
◎1,650 円 ★2,200 円
少しですが針を使います、ご心配の方は保護者もご一緒に♪

ハワイアンリボンレイ

【小 4～大人】

ハワイアンドールを作ろう

ハワイ直輸入のリボン
でハワイアンドールを
つくりませんか。お好
みのカラーで可愛いド
ールを☆
●青戸圭子
（HOKU CRAFT 認定講師）
▼8/18(木) 13:00～14:00
◎1,100 円 ★1 体 500 円

※申込締切 1 日前

少しですが針を使います、ご心配の方は保護者もご一緒に♪

1 日講座などの短期講座だけでなく、月 2～4 回でしっかり学ぶ通常講座も数多くございます！！
お子様だけの参加も OK 【女児・3 歳～】

親子で楽しむタヒチアンダンス
初心者大歓迎♪
明るいタヒチアンの
リズムで楽しみなが
らダンス！
お子様だけの参加も
可能です。

●LUANA 講師
月 3 回（木）17:30～18:30
◎月額 親子 6,600 円、子供のみ 3,960 円
■お問い合わせ下さい
△親子 2,200 円 子供のみ 1,320 円

安心の個人レッスン

【5 歳～】

生田流 こどもお琴
こどもたちに身近な曲
を弾きながら、音感・リ
ズム感を養いましょ
う。幅広い感性を育て
ることができますよ。

●若山絵美子（生田流華乃会講師）
▼第 2・4（金）15:00～18:30
◎月額 7,370 円 ★爪代・テキスト代
■お問合せ下さい △3,300 円

踊る楽しさを知ろう！

【年少～】

HIP HOP KIDS ！
リズムを取り、ステップな
どを音楽に乗りながらワイ
ワイと楽しいレッスンで覚
えていきましょう。
●ＩＫＵＯ
（ CAKRA DANCE COMPANY
所属）

▼月４回（木）18:20～19:20
◎月額 7,260 円
■お問合せ下さい △1,815 円
通常講座 こども音楽

将棋大会で上位入賞の実力
者も出てるクラスです！

ガラス棒をバーナーで
溶かして玉から作る、キ
ーホルダーやネックレ
ス、ブレスレット！
親子受講もおすすめ！

●梅村千絵（がらすあそび plum 主宰）
▼7/14(木)・7/28(木)・8/11(木)・8/25(木)
13:00～14:30
※申込締切 3 日前
◎1,650 円 ★キーホルダー880 円
★皮ひもネックレス又はブレスレット 1,200 円

通常講座 こども音楽

通常講座 こども趣味教養

こども将棋

【年長～小 6】

【小 4～大人】

ガラスで作るアクセサリー・キーホルダー

ハワイアンリボンレイ

通常講座 こどもダンス

レアレアフラダンス アロアロ

夏の思い出作りにも最適

【ＮＥＷ】通常講座 こどもダンス

通常講座 こどもダンス

【年少～小 6】

②しゅわしゅわのバスボム
を作りましょう！
●あかせまさみ（AEAJ アロマテラピーインストラクター）
▼①8/3(水) 10:30～12:00 ※申込締切 7 日前
②8/17(水) 10:30～12:00
◎①②2,750 円 ★①②1,500 円

特に記載のないものは税込

１日講座 入会金不要

親子で糸掛け＆ゴム掛け

①ジェル状のカラーSOAP を
作って、手洗いを楽しくし
よう！

１日講座 入会金不要

１日講座 入会金不要

夏休みの工作の宿題にも！【小学生の親子】

将棋の楽しさを知ろう！

【小学生の親子】

①親子でプルプルジェル SOAP 作り
②親子で楽しくバスボム作り

固まるハーバリウム{{

楽しみながら体力をつける！

手作り石けん教室

１日講座 入会金不要

【小 1～大人】

１日講座 入会金不要

１日講座 入会金不要

親子受講も可能！

◎受講料 ★材料・教材費 ■体験レッスン日 △体験料 ☆体験材料・教材費

音楽をはじめよう♪

こどもピアノレッスン
ピアノを学びませんか？初心
者から経験者まで幅広く対応。
お子様と一緒に親子レッスン
などが可能なクラスもあり。
●耕作彦充/纐纈佳子/竹内千賀/浜村多美子
花井里名/小林陽子/淺野淑子/黒野啓介
▼（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
月 2 回講座、月 3 回講座あり
時間などの詳細はお問い合わせ下さい
◎月額 6,160 円～ ★楽譜代等
■空き時間お問合せ下さい △2,200 円～

