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※受講の際はマスクの着用にご協力をお願いいたします。

対象：小学生～大人

ワンコイン体験会開催!
（500円）

月 1々,320円～
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。 ※一部体験料が異なる講座もございます。

こども 新設講座＆人気講座

大人 新設講座&人気講座

受 付 時 間
月曜～土曜
9:30～19:00

講師募集
詳しくは

お問い合わせください

●はじめての方は入会金500円が必要です。
　70歳以上の方は不要。
●別途設備維持費が毎月かかります。 
●ご入会時には口座引落しのご登録が必要です。
●受講料はすべて税込み表示です。

〈ご入会登録に必要なもの〉
❶口座振替開始までの2ヵ月分の受講料
❷金融機関の預金口座番号
❸預金口座お届け印 をご準備ください。

高岡本部スタジオ
office@toyama.bunkacenter.or.jp0766-26-7000 富山新聞文化センター

必ず事前に
お申し込みください

4/23、5/28、6/25（土）体験日

●日　時／第2･4土曜8：30～9：20（幼児） 9：30～10：20（幼児）
　　　　　10：30～11：20（小学生）
●講　師／カワイ体育教室専任スタッフ ●受講料／3,300円（月2回）
●初回教材費／幼児2,035円、小学生2,310円
●持ち物／動きやすい服装、飲み物、タオル

カワイ体育教室
跳び箱、マット運動、鉄棒、ボール、縄跳びなど上手になろう！

対象：幼児～小学生

4/27、5/25、6/22（水）体験日

●日　時／第2･4水曜日17：50～18：50（小学校低学年）
　　　　　19：00～20：00（小学校高学年以上）
●講　師／hidekick ●受講料／3,300円（月2回）
●持ち物／動きやすい服装・飲み物・タオル

ブレイクダンス
2024年夏、パリオリンピック新種目に決定！

4/28、5/26、6/23（木）体験日

●日　時／木曜日16：30～17：30「キッズダンス」 17：45～18：45「ジュニアダンス」
●講　師／MAI（玉川大学芸術学部卒、東京の次世代のタレントや俳優や歌手を育成するスクール
　　　　　で、昨年まで振付家・ダンサーとして活動。子ども達のダンス指導にあたる。）
●受講料／5,940円（月4回） ●持ち物／動きやすい服装(ズボン)・飲み物・タオル

人気

人気

新設

研究と実態に基づいたカワイならではのカリ
キュラムで、体の使い方を覚えておけば、大切
な成長期にけがのない健康な体作りにつながり
ます。

【専任スタッフ】からのメッセージ

みなさん、はじめまして!ダンスの講師をしているMAIです。私は、
富山のたくさんの子ども達にダンスの楽しさを伝えていきたいと思
い、今年、地元である富山に帰ってきました。「ダンスを上手くなりた
いけれど、ダンススタジオは緊張する」「憧れのアーティストの踊り
を踊れるようになってみたい」など、ダンスを楽しみたいという方に
オススメの講座です！東京で約10年間、ダンス指導をしてきたスキル

を活かして、ダンスがはじめての方にも一から丁寧にお伝えしていきます。一緒にダン
スを学んで踊りましょう！

【MAI講師】からのメッセージ

楽しく学んで 楽しく覚え 楽し
く字を書きましょう。心の美し
さが字にも表れてきます。講座
で自信をつけて、堂々とした字
が書けるようになりましょう。 

【今川芳舟講師】からのメッセージ

対象：幼児～小学2年生

対象：幼児～
　　 小学生

4/28、5/26、6/23（木）体験日

●日　時／【かきかた教室】木曜日16：00～16：45
　　　　　【こども書道】木曜日16：45～17：45（幼児～小学生）17：30～18：30（小学生）
●講　師／今川 芳舟（日展作家、日本書芸院審査員、雪心審査員、芳舟書院主宰）
●受講料／5,280円（月4回）、2,860円（月2回） ●持ち物／筆記用具・書道用具一式

楽しく学ぶ かきかた教室
少しでも好きになって、次につな
がるように！をコンセプトにそれぞ
れのレベルに合った指導を心掛け
ています。テンションが上がる曲

で踊ることの楽しさ、魅力を感じて、ブレイクダ
ンスならではの「カッコイイ技」にも挑戦しよう！

【hidekick講師】からのメッセージ

4/22、5/27、6/24（金）体験日

●日　時／金曜日19：15～20：00（小学生）、
　　　　　20:05～20：50（小学校高学年以上）
●講　師／Ｒico（ダンスインストラクター、ダンス歴10年）
●受講料／5,984円（月4回）
●持ち物／動きやすい服装・飲み物・タオル

キッズダンス
かっこいいダンスをしたい。ダンス未経験者大歓迎！

えんぴつ正しくもてるかな。

きれいな字は一生の宝物。

対象：小学生～大人

新設

基本的なリズム・ステップでダ
ンスの基礎からレッスンしま
す。とにかくリズムに乗ってみ
んなで楽しみましょう。

【Rico講師】からのメッセージ

4/25、5/30、6/27（月）体験日

●日　時／月曜日19：00～19：50（小学生）、
　　　　　19：50～20：40（中学生～大人）
●講　師／RIKA(ダンスインストラクター)
●受講料／6,600円（月4回）
●持ち物／動きやすい服装・飲み物・タオル

HIP HOP DANCE
リズムに乗って踊れるって、楽しい！カッコいい！人気

ヒップホップダンスが初めてでも大丈夫。ダンス
を通して個性を磨きながら、仲間と楽しむこと
を忘れずに踊ることがモットーです！

【RIKA講師】からのメッセージ

4/16、5/21、6/18（土）体験日

●日　時／第1・3土14：00～15：00（幼児～小学校低学年）、
　　　　　15：10～16：10（小学校高学年）
●講　師／川原 和美（国展作家、元高校美術講師）
●受講料／3,300円（月2回）
●持ち物／汚れてもよい服装もしくはエプロン持参

かずみ先生のこども絵画
イメージしたことを自由に描いてみよう！新設

基本的な描く力を伸ばしながら、お子様
の豊かな心、創造性をはぐくむお手伝い
をします。見て、ふれて、感じたときめき
を大切に！楽しく絵を描きましょう♪

【川原かずみ講師】からのメッセージ

ジュニア英会話
楽しい会話で英語を好きな心を育もう！

対象：年少～小学4年生

新設

外国語の習得には継続が大事。楽しく続けられるレッス
ンで、英語が好きに、得意になるサポートをします。オン
ラインも対応できます。17：00クラスでは、歌やゲーム、
アニメのセリフなどを取り入れ学びます。18：00クラス

では、個人の能力に合わせて英検の受験、合格を目指します。

【湊啓子講師】からのメッセージ

4/28、5/26、6/23（木）体験日

●日　時／第2・4木曜日16：30～20：00 うち30分
●講　師／池田 紀美子(どれみふぁミュージックスクールドラム認定講師)
●受講料／4,840円（月2回）

5/16・30、6/20（月）体験日

●日　時／第1・3月曜日17：00～17：50（年少～小学2年）
　　　　　18：00～18：50（小学3･4年）
●講　師／湊 啓子（英会話講師) ●受講料／3,300円（月2回）

こども絵画
子どもの豊かな表現力を引き出し、生かす絵画教室。人気

私は絵の具の色を工夫して
描けるようになりました。お
母さんに絵が上手になった
ねと言われます。絵を描くの

が楽しいです。

井山知香さん

4/23、5/28、6/25（土）体験日

●日　時／第1・2・4土10：00～11：00（幼児～高校生）
●講　師／神保 成伍(洋画家 富山県美術展会員 県展招待作家)
●受講料／4,620円（月3回）

はじめてドラム（個人レッスン）
好きな曲でドラムを叩き、日ごろのストレスをすっきり解消!新設

リズムを取りながら、ドラム
セットで音を出します。基
礎から丁寧にお教えしま
す。初めての方でも思う存

分楽しめます。一緒にはじめませんか。

【池田紀美子講師】からのメッセージ

4/16、5/21、6/18（土）体験日

●日　時／第1･2･3土曜日16：55～17：45（幼児～小学校低学年）
　　　　　17：55～18：45（小学校中学年～高学年）
●講　師／廣瀬 由佳（Meet Up 体操教室トレーナー）
●受講料／4,950円（月3回） ●持ち物／動きやすい服装・飲み物・タオル

Meet Up 体操教室
運動が大好きな友達集合！元インターハイ、国体選手が指導します。

対象：幼児～高校生 こども書道
硬筆、毛筆にも挑戦します。新設

筆・鉛筆の持ち方や姿
勢、筆使いなどもしっか
りチェックし、展覧会な
どにも出品できます。

【中村友希講師】からの
メッセージ

4/23、5/28、6/25（土）体験日

●日　時／第2・4土曜日15：30～16：30、16：30～17：30
●講　師／中村 友希（現書会常任幹事）
●受講料／3,300円（月2回）

対象：小学生 ジュニアスイミング
（土）8：30～

まずは水に慣れよう。泳げるって楽しいよ!人気

最初は水が怖かったのが
今では大好きです。かぜ
もひかない強い身体と、
あきらめない強い心が身

についてプールのお友だちと先生たち
に感謝です。

桑本 一雅時くん保護者の声

詳しくは裏面へ
●講　師／高岡本部スタジオ専任講師

対象：幼児～
　　 小学生

人気

縄跳びが苦手だったけど、たくさ
ん跳べるようになりました。鉄棒
で逆上がりが出来るように練習
中です。

岩水瑠里さん

対象：小学生以上

4/27（水）体験日

●体験料／500円
●材料費／220円（1人分）
●会場費／715円

5/11（水）開講日

●日　時／第2・4水曜日14：00～16：00（前期5～6月、後期８～12月）
●講　師／古川 重治（JAひみ・そば道場道場長）田上 政輝（JAひみ・そば道場事務局長）
　　　　　矢方 憲三（九転十起・氷見そば教室 事務局長）ほか
●受講料／3,300円（月2回） ●会　場／JA氷見市丸三支所2階（富山県氷見市谷屋1632）
●材料費／1,760円（1回分700グラム、氷見産と福井産のブレンドなど）
●設備費／715円（1回分、道具使用代・会場費含む） ●持ち物／汚れても良い服装、エプロン、タッパなど
●定　員／10人 ※定員に達し次第締め切ります。

九転十起 氷見そば打ち教室
自分で打ったそばは格別！

対象：小学生～
　　 大人

対象：幼児～
　　 小学生

4/18、5/30、6/20（月）体験日

脳トレ！大人のためのピアノレッスン
初心者の方は指一本から始めます。新設

その方にあったレッスンをし
ます。ご自宅に眠っているピア
ノがある方、昔ピアノを習わ
れていた方、音楽のある楽し

い毎日を過ごしませんか。

【殿村裕紀講師】からのメッセージ

4/27、5/25、6/29（水）体験日

韓国語 マンツーマンレッスン
ハングルは1か月勉強すれば読めるようになります。新設

飽きずに続けられるように、韓国の
流行曲など最新情報も盛り込みな
がらレッスンをします。耳で覚え、
しっかり通じる韓国語を学びましょ

う。韓国ドラマも音楽ももっと楽しめます！

【パク・ウォンミ講師】からのメッセージ

中国語(入門･初級)・(中級)
基礎からゆっくりしっかり学べます。

初めての方もレベルアップを目指
す方にも丁寧に指導いたします。何
回も基礎をしっかり学び、身近なこ
とから中国語を話しましょう。

【岡田ファンイ講師】からのメッセージ

新設

4/28、5/26、6/23（木）体験日

●日　時／木曜日11:15～12:45 ●受講料／6,600円（月4回）
●講　師／MAI（玉川大学芸術学部卒業後、東京の次世代のタレントや俳優や歌手を
　　　　　育成するスクールで、昨年まで振付家・ダンサー、講師として活動）
●持ち物／動きやすい服装（ズボン）、タオル、飲み物

大人からはじめるジャズダンス入門
のびのび気持ちよく、楽しく踊れるようになりましょう。新設

4/26、5/24、6/28（火）体験日

●日　時／第2・4火曜日13：00～15：00
●講　師／林原 瑠侊（仏師）
●受講料／3,740円(月2回) ●教材費／4,000円（テキスト代）

天神様・仏像を彫る
彫刻刀を持ったことがない初心者が対象です。新設

●日　時／第1・3月曜日13：00～14：00、14：10～15：10
●講　師／殿村 裕紀（脳トレピアノエグゼクティブ講師）
●受講料／3,960円（月2回）

4/22、5/27、6/17（金）体験日

中高年のための簡単キーボード
譜面が読めなくても大丈夫！人気

音楽を聴くことが好きな人もそ
うでない人も、キーボードの機
能を使って、楽しく簡単に演奏す
ることができます。日々の暮らし

に、いつもと違う楽しみを見付けませんか。

【田上俊子講師】のメッセージ

●日　時／金曜日12：30～13：30
●講　師／田上 俊子（キーボード講師）
●受講料／6,600円（月4回）

4/25、5/23、6/27（月）体験日

健康マージャン
新しい仲間と脳活を始めませんか？人気

この『健康マージャン』は、1１年前から開講し
ている講座です。２０名前後と多くの仲間がい
ますので、安心して、健康寿命延伸の目的が達
成できます。

【川上浩志講師】からのメッセージ

「ダンススタジオは敷居が高そう」と感じている
方は、ぜひこの講座にお越しください。ストレッ
チで柔軟性を高めたり、ス
テップや1つずつダンステク

ニックを覚えていきます。

【MAI講師】からのメッセージ

4/28、5/26、6/23（木）体験日

バレエストレッチ
新設

ダンスをはじめてみたいけど身体が固くて踊れない
と思っている方も、朝の気持ちの良い時間帯に身体を
動かして、一日を健康に元気に過ごしていきましょう！
　

【MAI講師】からのメッセージ

●日　時／木曜日10：00～11：00
●講　師／MAI（玉川大学芸術学部卒業後、東京の次世代のタレントや俳優や歌手を
　　　　　育成するスクールで、昨年まで振付家・ダンサー、講師として活動）
●受講料／5,940円（月4回）
●持ち物／動きやすい服装（ズボン）、タオル、飲み物

氷見教室

　ひらがな、カタカナから小学校低学年で習う漢字まで、しっかりお稽古します。
正しい姿勢やもち方、書き順はもちろん元気なあいさつや礼儀正しさも身に付き
ます。ひとりひとりに合わせやさしく丁寧に指導しますので安心して習えます。

　小学校中学年からはじまる
お習字（毛筆）に慣れましょう。
毎月のお手本に挑戦し清書を
仕上げたり、夏休みの習字の宿
題や書き初めの練習もします。
元気よく堂々と書けるように
なります。

4/23、5/28、6/25（土）体験日

●日　時／第2･4土曜日14：00～15：00(入門･初級)
　　　　　　　　　　 15：10～16：10(中級)
●講　師／岡田 ファンイ(中国･上海出身)
●受講料／3,300円(月2回)  ●持ち物／筆記用具
●教材費／実費(テキスト代初回2,500円程度)

新設

新設

お習字を習って書き初め大会や
学校で書いた作品を見て、先生
やお友達に上手だねと誉められ
てとっても嬉しいです。これか
らも、もっと頑張ります。

浦田愛未さん

こども書道人気

対象：年少～
　　 小学6年生

●日　時／毎週水曜日13：00～15：00（うち30分）
●講　師／パク・ウォンミ（韓国全羅南道出身）
●受講料／9,900円（月4回） ●教材費／実費

お子様、お孫様のための天神
様や自分自身のみ仏を手作
りで彫りましょう。初めての
方でも、彫刻刀の研ぎ方・使

い方を一から指導します。

【林原瑠侊講師】からのメッセージ

もちろん、そば打ち台は1人1台使用!
貴重な、氷見産のそば粉を使用! 
全麺協2段以上の有段者が指導！

●日　時／第2・4月曜日10：00～12：00
●講　師／川上 浩志（NPO法人健康麻将
　　　　　越中ひばり会理事長）
●受講料／3,300円（月1回）
●持ち物／牌がつかめる手袋

受講生
2人に１人の
講師が担当！

なんと
8人分

お持ち帰り!

4/27、5/25、6/22（水）体験日

●日　時／水曜日①17：40～18：30、②18：40～19：30
　　　　　　　　③19：40～20：30
●講　師／三上 雅弘（元大学教員）
●受講料／13,200円(月4回) ●テキスト代／実費

第2言語習得法で効率よくスコアアップ！オンラインでも受講できます。新設

本気でスコアアップを目指す大学
生・社会人の方へおすすめです。
英語指導法を研究してきた立場か
ら個人にあった勉強法をアドバイ

スします。音読・シャドーイング、オーバーラッ
ピングで英語回路を作ることがポイントです!

【三上雅弘講師】からのメッセージ あなたの勉強法は時間を
無駄にしているかも。

マンツーマン
レッスン

受
講
生
の

注
意
事
項

● Wi-Fiの環境でご受講ください。
● 無料アプリzoomのダウンロードをお願いします。
● PC、タブレット、スマホのいずれかをご用意ください
● 招待URLは講師よりお送りします。

4/23、5/28、6/25（土）10：00～17：00開講日

●講　師／村松 淑子（NPO法人ハウスキーピング協会、
　　　　　整理収納アドバイザー１級、
　　　　　整理収納アドバイザー２級認定講師）
●受講料／24,700円（認定料とテキスト代含む）

オンライン整理収納アドバイザー2級認定講座

あなたの片づけで生活が変わる!新設

「モノが捨てられず、溜め込
んでしまう」「家事能力をアッ
プさせたい」そんな方が、本
物の片付けで生活が変わりま

す。１日受講で資格が取れますよ。整理収
納は５つの鉄則でバッチリです!

【村松淑子講師】からのメッセージ

１日で資格が取れる認定講座

5/7、6/4（土）※6/4の内容はお問い合わせください。体験日

香り遊び ～香りでリラックス体感を～
眠りの質を高めるアロマピロー（枕）スプレー作り
●持ち物／筆記用具、お持ち帰り用袋 ●材料費／1,000円

●日　時／第1土曜日10：30～12：00
●講　師／伊藤 令子（NPO法人日本ハーバルアロマ
　　　　　セラピスト協会 富山支部代表）
●受講料／2,000円(月1回) ●材料費／1,000円程度(1回)

ビューティーアロマ実践講座
香りを楽しみ、より健康に美しく!新設

香りが大好きで学び、自分自
身が香りの活用で幸せな時間
を実体験しているので、多く
のみなさんにその体感を味

わってほしいです。ぜひ、教室で一緒に香り
でハッピーな時間を過ごしましょう。

【伊藤令子講師】からのメッセージ

【第１回】良いコーヒー、悪いコーヒーとは何かを学ぼう
【第２回】コーヒーを観察する、コーヒーを入れてみよう
【第３回】アイスコーヒーとウィンナーコーヒーを入れてみよう
【第４回】いろいろな焙煎度合いのコーヒーを比較してみよう
【第５回】自分好みのコーヒーを探そう/国別・ブレンドの比較
【第６回】本格焙煎をしてみよう

4/26、5/24、6/28、7/26、8/23（火）、9/25（日）開講日

●日　時／第4火曜18：30～20：00（最終日のみ第4日曜10：30～12：00）
●講　師／小島 治（カフェくらうん店主）
●定　員／10名 ●受講料／13,200円（全6回）
●材料費／コーヒースプーン代1,500円 ●持ち物／筆記用具

カフェくらうんコーヒー講座
高岡の人気老舗喫茶店のマスターが教える。人気

自家焙煎した新鮮で香
り高い豆を使用して、お
いしいコーヒーの淹れ
方を教えます。家庭で出

来るアレンジコーヒーも紹介します。
自分好みの一杯を見つけましょう。

【小島治講師】からのメッセージ

講座カリキュラム

4/16・5/21・6/18（土）体験日

歎異抄に学ぶ
日本で一番多くの人に読まれている仏教本。人気

日本人の教養として一度は
読んで見ませんか。なぜ、無
人島に1冊持って行くなら
「歎異抄」なの?初めての方

も国宝級の名分を基礎から学びませんか。

【常田正代講師】のメッセージ

●日　時／第3土曜日14：00～15：30
●講　師／常田 正代(高校教諭)
●受講料／1,650円（月1回）

4/28、5/26、6/23（木）体験日

気功法
健康な心とからだを手にいれよう！人気

春は目覚めと活動の
季節となります。自然
界からたくさんエネル
ギーを取り込み、体の

中の気の流れを良くしましょう！

【富田和靖講師】のメッセージ

●日　時／木曜日10：00～11：25
●講　師／富田 和靖（トランタン気功教室）
●受講料／5,280円（月4回）

4/16、5/21、6/18（土）体験日

はじめての二胡
癒しの音色を楽しみませんか？人気

はじめての方が対象です。音楽の
知識がなくても大丈夫。楽器の扱
い方、構え方など丁寧に指導いた
します。楽器はお手ごろな価格か

らご用意できますので安心してお越しください。

【水野麻美講師】のメッセージ

●日　時／第1・3土曜日13：00～14：00
●講　師／水野 麻美（張鶴二胡教室講師）
●受講料／3,300円（月2回）

HIPHOP DANCE（小学生～）
HIPHOP DANCE（中学生～）
キッズサッカー（幼児～小学2年）
ジュニアサッカー（小学3～6年）
かたかごジュニアサッカー
ブレイクダンス（小学校低学年）
ブレイクダンス（小学校高学年以上）
正道会館 空手教室
足が速くなるための陸上
こども絵画
まんが入門

月

土

1・2・3月

2・4水

木
火
1・2・4土
1・3土

19：00～19：50
19：50～20：40
  9：30～10：20
10：30～11：20
15：15～16：15
17：50～18：50
19：00～20：00
16：45～17：45
17：00～18：30
10：00～11：00
13：30～15：00

RIKA

中山　智幸

hidekick

中川　正秀
八田　一弥
神保　成伍
ひいらぎゆき

6,600円

5,720円

5,500円

3,300円

6,160円
5,720円
4,620円
4,400円

講  座  名 講  師 日  時 受講料体  験  日

4/25、5/30、6/27

4/23、5/28、6/25

4/25、5/23、6/20

4/27、5/25、6/22

4/28、5/26、6/30
4/26、5/31、6/28
4/23、5/28、6/25
4/16、5/21、6/18

こども将棋
キーボード（幼児）
キーボード（小学生）
こども日舞
ジュニア英会話（年少～小学1・2年生）
ジュニア英会話（小学3・4年生）
ベビーマッサージ
はじめてのチアダンス
Jr.バク転教室
アイドルダンス
K-POPダンス ガールズクラス

1・3土

2・4火

土

1・3月

2・4木
2・4土
土

火

10：00～11：00
17：00～18：00
18：00～19：00
  9：00～10：30
17：00～17：50
18：00～18：50
10：00～11：30
11：00～12：00
18：00～19：20
17：00～17：45
18：00～19：00

高田　　彰

田村　陽子

藤間　　馨

湊　啓子

森垣　千尋
KYOKO
輪島　貴史

ERI

2,200円

3,300円

5,720円

3,300円

3,300円
3,300円
6,270円

5,280円

講  座  名 講  師 日  時 受講料体  験  日
4/23、5/21、6/18

4/26、5/24、6/28

4/16、5/14、6/18

5/16・30、6/20

4/28、5/26、6/23
4/23、5/28、6/25
お問い合わせ下さい

4/26、5/31、6/28

かきかた教室 こども書道
カワイキッズ新体操
運動が苦手な子の運脳教室（幼児～小学生）
こどもお箏教室
太鼓 入門（幼児～小２）
太鼓 入門（小3～小６）
親子太鼓（幼児～小２）
親子太鼓（小3～小６）

カワイピアノ教室
（個人レッスン30分）

木
土
2・4火
1・3水

金

月・火
木
金

16：45～18：30
14：00～15：00
16：30～17：50
17：30～19：30
17：30～18：00
18：10～19：00
17：30～18：00
18：10～19：00
15：30～18：30
16：00～18：30
16：30～19：00

今川　芳舟
専 任 講 師
松田亜津子
森林雅楽洋

良鳴　竜一

専 任 講 師

5,280円
5,602円
3,300円
3,740円

6,600円

9,900円

7,700円～

講  座  名 講  師 日  時 受講料体  験  日
4/28、5/26、6/23
お問い合わせ下さい
4/26、5/31、6/28
4/20、5/18、6/15

4/22、5/27、6/24

4/25・26、5/23・24、6/27・28
4/28、5/26、6/23
お問い合わせ下さい

ジ
ュ
ニ
ア

身体が思うように柔らかくならない方、どう
ストレッチしたら良いのかお悩みの方にオススメ！

3歳からのダンススクール！
かっこよく、かわいく踊ろう！

●ジュニアダンス（小学3年～中学）
はじめてダンスに挑戦する子、苦手な子も必見!音楽に合わせて楽しく踊れます。

ダンスを通して、音楽性や表現力・お友達とのコミュニケーションも学べます!

MAIのキッズダンス
●キッズダンス

短期集中TOEIC600点への近道

4/21、5/19、6/16（木）体験日

親鸞聖人の教えと鎌倉時代
親鸞聖人は法然聖人の教えをどの様に受けとめられたのでしょうか。人気

浄土三部経や四十八願の教えを晩年の著作「西方指
南抄」を通して、激動の鎌倉時代を生きられた親鸞
聖人の生涯をふり返ってみたいと思います。如来大
悲の誓願を本当に信ずる人であるならば、寝てもさ

めても南無阿弥陀仏をとなえて、生きていけと言われるのです。

【現影顕正講師】のメッセージ

●日　時／第3木曜日10：00～11：30
●講　師／現影 顕正（顕證寺住職）
●受講料／1,650円（月1回） ●持ち物／筆記用具

①ハーバル石鹸と香りの化粧水
②アロマクレイパック ③アロマリップクリーム
④アロマジェルクリーム
⑤アロマなヘアスプレーとヘアクリーム
⑥季節に合わせたオリジナルフレグランス

①ハーバル石鹸と香りの化粧水
②アロマクレイパック ③アロマリップクリーム
④アロマジェルクリーム
⑤アロマなヘアスプレーとヘアクリーム
⑥季節に合わせたオリジナルフレグランス

講座カリキュラム

対象：3歳～小学2年生

対象：小学3年生～中学生

※以降はお問い合わせ
　ください



ジュニアスイミング
体験料3,300円

まずは水に慣れよう泳げるって楽しいよ！

1ヵ月4回体験!

●対象／年少から小学6年生 ●講師／高岡本部スタジオ専任講師
●通常の受講料／5,720円（月4回）●持ち物／水着、タオル、スイミングキャップ（キャップは貸出可能）

※上記の中から同じ曜日と時間帯で4週連続で受講。※定員に達し次第締め切ります。

月16：30～17：45、18：00～19：15　  
火17：15～18：30　水17：15～18：30
木16：30～17：45　金17：15～18：30
土8：30～9：45　  10：00～11：15　  15：00～16：15残

3名
残
3名

満員

入会特典

入会金が
（通常500円）0円！
体験後のご入会で

スイミングキャップ
プレゼント！

せんせい
やさしいよ

●持ち物／飲み物、バスタオル、ヨガマット
●通常の受講料／5,720円（月4回）
●定　員／各15名（定員に達し次第締め切ります）  

※日程は上記の時間帯からお選びください。必ず事前にお申し込みください。体験の方は、事前に説明をいたしますので15分前までにスタジオにお越しください。

各クラス
5人限定

※入会後、ご都合が悪い日は同じ講師の
　クラスのみ振り替えもできます。

室温
38度

湿度
65%ホットヨガ

汗を流して気分爽快！ストレス解消に最適

まずは４回！続けて体験してみませんか？ いつからでもOK！
お試し
価格 4,400円4回

※ホットタエボー／2,200円（月2回）月 ホットボディーコーディネート（鈴木優子）19:00～／20:00～
火 ホットヨガ（梨木ともみ）19:00～
水 ホットヨガ（梨木ともみ）10:30～・（Kimiko）19:00～／20:00～
木 ホットヨガ（梨木ともみ）10:30～／20:00～・（Kimiko）19:00～
金 ホットヨガ（梨木ともみ）18:00～・（Kimiko）19:00～／20:00～
土 ホットヨガロング（梨木ともみ）10:00～・ホットヨガ（Kimiko）13:30～
　 ホットタエボー（RIKA）15:00～（第2・4土曜）・ホットフラダンス（カレイ・アロハ）18:00～

幼児（3歳～）
小学校低学年
小学校高学年
中学・高校生
レディース

16：30～

17：45～
19：00～

13：30～ 3,300円

■富山シティバレエ団

コース 開講曜日 受講料
月曜 水曜 金曜 土曜 月2回 週1回 週2回 週3回

〈特別〉

〈特別〉

〈月2回〉

17：00～

18：30～
20：00～

16：45～
18：00～

19：15～

14：00～
15：00～

10：00～

5,280円

5,830円

6,380円
6,380円

8,140円

9,240円

10,450円

11,550円

12,760円

男性茶道（裏千家）
はじめての男性茶道

茶道 裏千家

茶道で学ぶ和室マナー

茶道 表千家

初めての香道
いけ花 草月流
いけ花 草月流・親子華道

いけ花 古流

詩吟
やさしい日本舞踊（こども可）
楽しい新舞踊
新歌謡舞踊  舞mai
はじめての沖縄三線
はじめての沖縄三線

1・2・3火

1・2・3木

1・2・3金

2金

1・2・3金

火

水

1・2・3金
土
火
木
2・4木
2・4木

18：00～20：00

13：00～15：00
15：30～17：30
18：00～20：00
19：00～20：00
14：00～16：00
16：00～18：00
17：30～19：30
17：00～20：00
17：30～18：30
18：00～20：00
14：00～16：00
17：30～20：30
13：30～15：30
  9：00～10：30
15：30～16：30
19：45～20：45
13：30～15：00
19：30～20：45

4,884円

4,884円

4,884円

3,300円

3,960円

5,720円

3,960円
5,720円
5,720円
6,600円
3,300円
3,300円

井上　宗朋

藤田　宗恵
谷内　宗静

鎌仲　宗由

佐賀たえ子

炭谷　彩陽

渡邊　理倭

北山　理光

宇波　千神
藤間　　馨
尾上　彌生
艶

北山　康代
川原　徹也

■日本の芸能
講  座  名 講  師 日  時 受講料体  験  日

4/19、5/24、6/21

4/21、5/26、6/16

4/22、5/27、6/17

4/8、5/13、6/10

4/15、5/20、6/17

4/19、5/24、6/21

4/20、5/25、6/15

4/15、5/27、6/17
4/16、5/14、6/18
4/26、5/31、6/21
4/28、5/26、6/23
4/28、5/26、6/23
4/28、5/26、6/23

■美術・文化・工芸
講  座  名 講  師 日  時 受講料体  験  日

日本画
日本画を描く
デッサンからはじめる日本画
はじめての水墨画
版画
鉛筆デッサン・水彩
色えんぴつ水彩画教室
水彩画
はじめての自由絵画
パステル画で風景を描く
篆刻
和紙ちぎり絵
和田華光  和紙アート教室

心を贈る絵手紙

はじめての切り絵

書道

ペン習字（筆ペン･ボールペン）
いちから学ぶ大人の小筆とペン字
文字を楽しむ書
仏像を彫る
一眼レフ専門 はじめての写真教室
陶芸

月
1・2・3土
2・4木
1・3火
金
1・2・3木
火
1・2・3火
月
2・4金
木
1・3水
1・3水
2・4水
1・3金
1・3金
月
火
1・2・4木
1・3水
2・4水
2・4水
2・4木
月

網谷真佐美
西藤　哲夫
小原　好博
平瀬　和絵
水上　悦子
後谷　達門
豊岡　洋造
前村　悦夫
高倉　隼志
岸岡ひとみ
梶川久美子
山本　芳子
和田　華穂

福井　京子

森田ゆう子
津田　海仙
今川　芳舟

紅谷　霜葉

岡本　杏華
森下　廣箭
宮島　慎平
橋本　精一

10：00～12：00
13：00～15：00
10：00～12：00
13：00～15：00
18：00～20：00
13：00～15：00
13：00～15：00
10：00～12：00
14：00～16：00
10：00～12：00
18：00～20：00
10：00～12：00
13：30～15：30

10：00～12：00

10：00～12：00
18：00～20：00
10：00～12：00
13：00～15：00
19：00～20：30
13：00～14：30
13：00～15：00
19：00～20：00
10：00～12：00

5,720円
4,950円
3,520円
3,960円
4,840円
3,960円
6,600円
4,950円
5,720円
3,300円
5,280円
3,080円
2,640円

2,860円

2,860円

5,720円

4,290円
3,300円
3,300円
3,740円
4,400円
4,840円

4/25、5/30、6/20
4/16、5/21、6/18
4/28、5/26、6/23
4/19、5/31、6/21
4/22、5/27、6/17
4/21、5/26、6/16
4/26、5/31、6/21
4/19、5/24、6/21
4/25、5/23、6/27
4/22、5/27、6/24
4/28、5/26、6/23
4/20、5/18、6/29
4/20、5/18、6/29
4/27、5/25、6/22
4/15、5/27、6/17
4/15、5/20、6/17
4/25、5/30、6/20
4/26、5/31、6/21

お問い合わせ下さい

お問い合わせ下さい
4/27、5/18、6/22
4/28、5/26、6/23
4/25、5/30、6/27

■スポーツ・健康・ダンス
講  座  名 講  師 日  時 受講料体  験  日

自彊術（健康体操）
気功法

アイアンガーヨガ

かんたんヨガ

太極拳

はじめての太極拳
ステップ21 ヘルシー体操
リフレッシュエアロビクス
ストレッチポールエクササイズ
ピラティス
美温活リンパストレッチ
社交ダンス
フラメンコ 入門
ベリーダンス
フラダンス・クプナクラス

土
木

月

木
金
月

水

月
火
月
木
1・2・3火
2・4金
金
月
2・4月
1・3金

13：15～14：45
10：00～11：25
18：00～19：15
19：30～20：45
13：30～14：45
11：15～12：15
10：30～12：00
13：30～15：00
18：30～20：00
19：00～20：30
13：30～15：00
13：00～14：00
11：35～12：35
10：30～11：30
13：30～14：30
15：00～17：30
10：30～12：00
18：00～18：45
10：00～11：30

5,280円
5,280円

5,280円

5,280円

5,280円

5,280円
5,280円
4,840円
4,840円
4,950円
3,300円
4,400円
6,600円
3,300円
4,400円

木原　玲子
富田　和靖

桜井利江子

梨木ともみ

杉本さち子

田中　正人
金岡　澄子
西村　紹史
長谷田昌子
小山久美子
長谷田昌子
田畑譲次・祥子
寺崎　恵子
ＶＩＣＫＹ

リコ・リーハウメレ佳永子

4/23、5/28、6/25
4/28、5/26、6/23

4/25、5/30、6/20

4/28、5/26、6/23
お問い合わせ下さい
4/25、5/30、6/20

4/27、5/25、6/22

4/25、5/30、6/20
4/26、5/24、6/28
4/25、5/23、6/27
4/28、5/26、6/23
4/19、5/24、6/21
4/22、5/27、6/24
4/22、5/27、6/17
4/25、5/23、6/20
4/25、5/23、6/27
4/15、5/20、6/17

■手芸・服飾

ビーズ織
ビーズステッチジュエリー
フラワーデザイン
花と楽しくフラワーデザイン
やさしい押し花
パンフラワー
手編み
かんたん手編み
加賀花てまり
パッチワーク＆ハワイアンキルト
和服リフォーム
きもの着付け
初心者のためのかぎ針
楽しい紙バンド教室

2・4金
1月
火
3水
1・3水
1・3水
火
1・2・4木
1・3金
2・4水
水
1・3金
1・3月
2金

10：00～12：00
13：30～15：30
13：00～15：00
10：00～12：00
13：30～15：30
13：30～15：30
10：00～12：00
10：00～12：00
10：00～12：00
10：00～12：00
10：00～12：00
19：00～20：30
10：00～12：00
10：00～12：00

3,080円
2,200円
5,720円
1,430円
3,300円
3,300円
5,720円
4,950円
2,860円
3,300円
4,840円
3,300円
3,300円
2,200円

橋本由美子
勘坂喜代子
中村　律子
間片美代子
橋本　烈子
竹井小夜子
小杉佐智子
竹田　玲子
酒井　禮子
中村登志子
旭　　紀江
深田　優子
竹田　玲子
行部　亮子

講  座  名 講  師 日  時 受講料体  験  日
4/22、5/27、6/24
4/4、5/9、6/6
4/26、5/24、6/21
4/20、5/18、6/15
4/20、5/18、6/29
4/20、5/18、6/29
4/26、5/31、6/21
4/28、5/26、6/23
4/15、5/20、6/17
4/27、5/25、6/22
4/27、5/25、6/29
4/15、5/20、6/17
4/18、5/30、6/20
4/8、5/13、6/10

ラッピング
ナチュラルパンフラワー
ハーブ＆アロマテラピー
プリザーブドフラワー
籐工芸
カルトナージュ

2・4土
2・4水
3土
4火
2金
2火

13：00～15：00
10：00～12：00
10：30～12：00
10：00～12：00
13：00～14：30
10：00～12：00

2,860円
3,300円
1,320円
1,870円
1,980円
2,200円

村上れい子
古川　洋子
伊藤　令子
熊谷　明子
小島　幹子
高橋　裕美

■手芸・服飾
講  座  名 講  師 日  時 受講料体  験  日

4/23、5/28、6/25
4/27、5/25、6/22
4/16、5/21、6/18
4/26、5/24、6/28
4/8、5/13、6/10
4/12、5/10、6/14

簡単パソコン

熟年者のためのパソコン

金

水

14：00～16：00
10：00～12：00
13：30～15：30

6,600円

7,480円

パソコン教室
㈱絶品

女性インストラクター

■パソコン
講  座  名 講  師 日  時 受講料体  験  日

4/22、5/20、6/17

4/20、5/25、6/22

イタリア美術
歎異抄に学ぶ講座
19世紀半ば アメリカ文学から学ぶ

1土
3土
4土

13：30～15：00
14：00～15：30
14：00～15：30

2,200円
1,650円
1,980円

大村　雅章
常田　正代
西田　梨紗

■教養・文芸
講  座  名 講  師 日  時 受講料体  験  日

5/7、6/4
4/16、5/21、6/18
お問い合わせ下さい

かんたんフレーズで伝わる！英会話
話し方入門
はじめてのTOEIC

1・3土
1・3金
月

11：00～12：00
18：45～19：45
17：40～20：30

3,740円
3,520円
19,800円

湊　　啓子
今川美千子
三上　雅弘

■ビジネス・語学
講  座  名 講  師 日  時 受講料体  験  日

4/16、5/21、6/18
4/15、5/20、6/17
4/25、5/30、6/20

気功法
大人のバク転教室
中高年の社交ダンス
楽しいフラメンコ 入門
初めてのベリーダンス
タップダンス 入門
ゆったりフローヨガ

金
土
火
月
1・3月
水
月

  9：30～11：00
19：30～20：30
13：30～15：30
19：00～19：50
20：30～21：30
10：00～11：00
11：00～12：00

5,280円
6,270円
5,720円
7,480円
3,960円
6,600円
5,720円

山崎　和子
輪島　貴史
田畑　譲次
長谷川友希子
高谷美也子蝶々
岸　　恭子
上野　洋子

■スポーツ・健康・ダンス
講  座  名 講  師 日  時 受講料体  験  日

4/22、5/27、6/24
お問い合わせ下さい
4/26、5/24、6/21
お問い合わせ下さい
4/18、5/30、6/20
4/20、5/25、6/22
4/20、5/30、6/27

●高岡市中川1丁目1-10◆高岡本部スタジオ◆

■趣味・娯楽
講  座  名 講  師 日  時 受講料体  験  日

健康将棋

かんたんキーボード

中高年のための簡単キーボード

大人のための脳トレピアノ®

コーヒー教室
健康マージャン（入門・初級）
そば 入門

1・3土
1・3木
1・3金
2・4金
金

1・3月

4火
2・4月
1火

11：00～12：00

13：30～15：00

12：30～13：30
13：00～14：00
14：10～15：10
18：30～20：00
10：00～12：00
19：00～20：50

2,200円

2,860円

6,600円

3,960円

13,200円（全6回）
3,300円
2,200円

高田　　彰

田上　俊子

殿村　裕紀

小島　　治
川上　浩志
小竹　雄作

4/23、5/21、6/18
4/21、5/19、6/30
お問い合わせ下さい
4/22、5/27、6/24
4/22、5/27、6/17

4/18、5/30、6/20

4/26～
4/25、5/23、6/27
4/5、5/10、6/7

■日本の芸能

1・2・3水

1・2・3火

2金

1・2・3月

1・3木
1・2・3水
1・3木
水
2・4木
1・2・3金

木

2・4火
2・4火
2・4木
土
1・3土
1・2・3土

金

2・4金

14：00～16：00
18：30～20：30

14：00～17：00
18：00～20：00
13：00～15：00
14：00～15：30
17：30～19：30
13：30～15：30
13：00～14：30
14：00～19：00
15：30～20：00
10：00～21：00
18：00～20：00

19：00～20：10

20：20～21：30
20：20～21：30
18：30～20：00
10：00～12：00
19：00～21：00
19：00～19：45
19：45～20：30
18：40～20：00
14：30～15：20
15：30～16：20
16：30～17：20
19：10～20：00
19：00～20：30

4,884円

4,884円

3,300円

3,960円

2,640円
3,960円
3,696円
5,720円
5,500円
5,544円

6,600円

7,480円
3,300円

3,300円

5,720円
2,860円
4,290円

6,600円

3,300円

津沢　宗美
大石　宗登
宮林　宗尚

豊本　和子

佐賀 たえ子

義本　幸秋

向井　節甫
増井雅柊盈
森林雅楽洋
飛弾美津枝
加藤　訓政
竹枝香寿々

若林美智子

東海　煌山

向柴千賀子

藤間　　馨

良鳴　竜一

吉田　俊平

茶道 裏千家

茶道 藪内流

初めての香道

いけ花 草月流

いけばな 嵯峨御流
やさしいお箏
箏と三絃と十七絃
民謡三味線
津軽三味線
小唄と三味線
胡弓（入門）
胡弓（初級）
胡弓（中級）
おわら三味線と唄
初めての尺八

越中おわら踊り

やさしい日本舞踊
リフレッシュ歌謡舞踊
リフレッシュ歌謡舞踊・男舞専科

太鼓 入門

仕舞

講  座  名 講  師 日  時 受講料体  験  日

4/20、5/25、6/15

4/19、5/24、6/21

4/8、5/13、6/10

4/18、5/23、6/20

4/21、5/19、6/16
4/20、5/25、6/15
4/21、5/19、6/16
4/20、5/25、6/22
4/28、5/26、6/23
4/15、5/20、6/17

4/28、5/26、6/23

4/26、5/24、6/28
4/26、5/24、6/28
4/28、5/26、6/23

4/16、5/14、6/18

4/22、5/27、6/24

4/22、5/27、6/24

■美術・文化・工芸

木版画を楽しもう
日本画
木曜 洋画教室
楽しい油絵
庵主さまのほほえみ写仏
総合書道（中学生～一般）
筆ペン 入門
新聞コラムを書き写す講座
美文字の法則
木彫入門
初心者の写真教室
プロが教える写真
エンジョイペインティング
ポーセラーツ

4/26、5/24、6/28
4/26、5/24、6/21
4/28、5/26、6/23
4/18、5/30、6/20
4/27、5/25、6/22
4/28、5/26、6/23
4/28、5/26、6/23
お問い合わせ下さい
4/20、5/18、6/29
4/25、5/23、6/27
5/14、6/11
4/22、5/27、6/24
4/23、5/28、6/25
4/23、5/28、6/25

2・4火
火
木
1・3月
4水
木
2・4木
2・4火
1・3水
2・4月
2土
2・4金
1・4土
4土

10：00～12：00
18：45～20：45
13：30～15：30
18：30～20：00
12：30～14：30
18：30～20：30
18：30～19：30
13：30～15：00
10：00～11：00
13：00～15：00
10：00～12：00
10：00～12：00
10：00～12：00
13：30～15：30

3,300円
5,720円
6,160円
3,300円
1,650円
5,720円

3,300円

3,300円
3,300円
1,650円
3,080円
3,080円
1,650円

水上　悦子
網谷真佐美
神保　成伍
宮本明日香
小林　良正

今川　芳舟

今川　芳舟
安念　洋子
石田　正博
大志摩洋一

飴井　友子

講  座  名 講  師 日  時 受講料体  験  日

はじめてのフルート（個別指導）
はじめてのハーモニカ

はじめてのウクレレ

オカリナ アンサンブル
はじめてのオカリナ
大正琴
アンサンブル大正琴

挫折しないギター（個人）

はじめてドラム（個人指導）
こだわりの模型入門
かんたんプラモデル
ブラックゾロのマジック 入門
健康マージャン（入門）
健康マージャン（中級）
健康楽らくキーボード
二胡（初級）
二胡（中級）
二胡（中級）
はじめての二胡（初心者）
元気の出るカラオケ

カラオケ

圓山二朗のカラオケ

歌が上手に歌えるボイストレーニング

楽しい童謡唱歌
カワイ音楽教室 ピアノ
（個人レッスン30分）

1・3金
2・4月

1・3火

2・4水

2・4火
1・3木
2・4水
1・3土
2・4木
土
2・4水
1・3月
2・4土
2・3・4土
2・4金

1・3土

金
水
土
2・4土
1・3月
1・3金
1・3月
月・火
木

10：00～12：00
10：00～11：30
11：00～12：00
18：30～19：30
13：30～14：30
14：40～15：40
10：00～12：00
10：00～12：00
19：45～21：25
  9：30～12：20
16：30～20：00
10：00～12：00
19：00～20：30
10：15～11：45

18：00～20：00

10：30～11：30
  9：00～10：00
10：00～11：00
11：00～12：00
13：00～14：00
10：00～12：00

15：00～16：50

14：00～15：00
12：30～13：20
13：00～13：50
13：30～15：00
15：30～18：30
16：00～18：30

5,500円
3,520円

3,300円

3,300円

3,850円
3,600円

4,400円

4,840円
6,600円
3,300円
2,860円

3,300円

3,300円

3,300円

6,160円

5,280円

3,300円

3,300円

3,080円

6,050円～

谷口　佳子
福井　宗豊

荒木　美幸

窪田比佐子

武脇　淑子
辻井　祐子

のだ まさし

池田紀美子

中埜　伸一

ブラックゾロ（坂口知明）

川上　浩志

田上　俊子

水野　麻美

松井　芳子

友井　昌美

圓山　二朗

加藤美津子

専任講師

■趣味・娯楽
講  座  名 講  師 日  時 受講料体  験  日

4/15、5/20、6/17
4/25、5/23、6/27

4/5、5/17、6/7

4/27、5/25、6/22

4/26、5/24、6/28
4/21、5/19、6/30
4/27、5/25、6/22
4/16、5/21、6/18
4/28、5/26、6/23
4/23、5/28、6/25
4/27、5/25、6/22
お問い合わせ下さい

4/23、5/28、6/25

4/22、5/27、6/24

4/16、5/21、6/18

4/22、5/20、6/17
4/20、5/25、6/22
4/23、5/21、6/18
4/23、5/28、6/25
4/18、5/30、6/20
4/15、5/20、6/17
4/18、5/30、6/20
4/25・26、5/30・31、6/27・28
4/28、5/26、6/30

おとなのスイミング

水中エクササイズ

のびのびスイミング

レディーススイミング

週末リフレッシュスイミング（初級）

運動処方教室

ストレッチ体操と水中運動

ストレッチ専科

からだ整えストレッチ&スイム

木
金
月

火

土
火
水
木
金
土
月
木
土
火

金

木

18：00～19：30
13：00～14：30
13：00～14：00
14：30～15：45
18：45～20：00
11：45～12：45
13：00～14：30
10：00～11：30

10：00～11：30

13：00～14：30
10：30～12：00
18：30～20：30
10：15～11：45
10：30～12：00
10：00～11：30
13：00～14：30
13：00～14：30

専任トレーナー

専任トレーナー

専任トレーナー

専任トレーナー

専任トレーナー

専任トレーナー

専任トレーナー

専任トレーナー

橋本　令子

5,280円

5,280円

5,280円

5,280円

5,280円

5,280円

5,280円

4,840円

5,280円

講  座  名 講  師 日  時 受講料体  験  日
4/21、5/26、6/23
4/22、5/27、6/24
4/18、5/23、6/20

4/19、5/24、6/21

4/23、5/28、6/25
4/19、5/24、6/21
4/20、5/25、6/22
4/21、5/26、6/23
4/22、5/27、6/24
4/23、5/28、6/25
4/18、5/23、6/20
4/21、5/26、6/23
4/23、5/28、6/25
4/19、5/24、6/21

4/22、5/27、6/24

4/21、5/26、6/23

〈一般会員〉4,500円 〈ペア割〉4,275円
〈学割〉4,050円 〈3人割〉3,825円（※3人以上で入会）
〈受講プラス〉2,700円（※他の講座受講者）
〈保護者会員〉1,200円（※子どもの講座時間内）

■プール・フィットネスジム（2つの施設を使い放題）
〈ジ  ム〉月～金／10：00～20：50

　土　／8：30～17：00
〈プール〉月～金／10：00～20：30

　土　／11：15～15：00

お得な
割引制度が
あります

■ビジネス・語学・教養

中国語（入門・初級）
中国語（中級）
韓国語
相本芳彦の話し方
観音霊場を巡る
やさしい朗読
親鸞聖人の教えに親しむ
はじめての俳句

2・4土

2・4火
1・3木
3土
2・4水
3木
3水

14：00～15：00
15：10～16：10
19：00～20：50
10：00～11：30
10：00～12：00
10：30～12：00
10：00～11：30
10：00～12：00

3,300円

4,400円
3,740円
1,650円
3,300円
1,650円
1,650円

岡田ファンイ

朴　　元美
相本　芳彦
神保　成伍
曽田英津子
現影　顕正
牧長　幸子

講  座  名 講  師 日  時 受講料体  験  日

4/23、5/28、6/25

4/26、5/24、6/28
4/21、5/19、6/30
お問い合わせ下さい
お問い合わせ下さい
4/21、5/19、6/16
4/20、5/18、6/15

受講生募集中!!
今年こそ習い事を始めませんか

本格的な運動をしたことがない方でも大丈夫！

かんたんフィットネスジム

お子様の講座受講中の
時間に利用可能1,200円パパママ会員

料 金 4,500円通常会員 ジムもプールも
使いたい放題

2,700円受講生プラス 何か1つ講座を
受講の方は約40%OFF

【ジ   ム】月曜～金曜／10:00～20:50
　　　　土曜／8:30～17:00
【プール】月曜～金曜／10:00～20:30
　　　　土曜／11:15～15:00

営　業　時　間

体験
お問い合わせ
ください！

　温水プールで、腰やひざの負担を少
なくでき、また効果的なカロリー消費
が期待できます。

プール
　有酸素運動と筋肉トレーニングを
30秒ずつ交互に行い、短時間で効果
的に体づくりができます。

サーキット
トレーニング

　ジムにはエアロバイクやランニング
マシン、ジョーバマシンなどの器具が
充実しています。

トレーニングジム

●高岡市戸出町2-13-4
●高岡市戸出伊勢領324◆戸出教室◆

お仕事帰りのヨガ
中国語
はじめての太極拳

2・4月
1・3火
木

19：00～20：00
19：30～20：30
10：00～11：30

3,300円
3,300円
5,280円

Kimiko
岡田ファンイ
田中　正人

4/25、5/23、6/27
4/19、5/31、6/21
4/28、5/26、6/30

手編み
マジック入門
ゆっくり覚える韓国語
囲碁に挑戦！

大人のキーボード

挫折しないギター
はじめてのハーモニカ
はじめての書道
こども書道

1・3火
1・3火
2・4火
1・3水

1・3水

1・3木
2・4木
2・3・4木
2・3・4木

10：00～12：00
10：10～11：40
10：30～11：30
13：00～15：00
13：30～14：30
14：40～15：40
19：00～20：30
15：30～17：00
16：00～17：30
16：00～17：30（うち1時間）

3,740円
3,300円
4,400円
3,300円

3,300円

3,300円
3,520円
4,950円
4,950円

竹田　玲子
ブラックゾロ（坂口知明）
朴　元美
森川　紗衣

田上　俊子

六反　洋一
福井　宗豊

小森　香苑

講  座  名 講  師 日  時 受講料体  験  日
4/19、5/31、6/21
4/19、5/31、6/21
4/26、5/24、6/28
4/20、5/18、6/29

4/20、5/18、6/29

4/21、5/19、6/30
4/28、5/26、6/23

4/28、5/26、6/23

●射水市小島3724
アプリオ内スタジオDEEP◆大島教室◆

レベルアップ社交ダンス
フラダンス入門
こども書道

1・3火
1・2・3水
2・4水

14：30～15：30
10：15～11：15
16：30～17：30

3,300円
4,950円
3,300円

前井　秀之
片岸紀代美
牧野　雪袁

講  座  名 講　師 日  時 受講料体  験  日
4/19、5/31、6/21
4/20、5/25、6/15
4/27、5/25、6/22

●氷見市加納484
プラファ ショッピングセンター◆氷見教室◆

初めての女性マージャン
華道 草月
小唄と三味線（個別指導）
健康詩吟
やさしいお箏と十七絃・三絃
（個別指導）
おわら踊り
篆刻とはじめての書道
仏像を彫る
はじめての切り絵
パッチワーク&ハワイアンキルト
かんたんフレーズで伝わる英会話（入門）
かんたんキーボード
ほぐしヨガ

社交ダンス

ヨガレッスン

こどもお箏教室

キッズ英語教室（年長～小学3年）
キッズ英語教室（小学4年～6年）
ゆっくり覚える韓国語

かずみ先生のこども絵画

大人のやさしいキーボード
はじめての健康太極拳

2・4月
4土
1・3水
2・4木

2・4水

1・3月
1・3月
2・4金
1・3金
2・4水
金
1・3火
水

2・3・4木

2・4土
1日
2・4火

2・4水

1・3木

2・4金

1・3土

1・3金
1・3木

13：00～15：00
13：30～15：30
14：10～19：00
17：50～18：50
16：30～19：00
（1人45分）
10：10～11：30
13：30～15：30
10：10～12：10
13：30～15：30
13：30～15：30
18：00～19：00
10：10～11：40
10：30～11：30

13：00～14：30

10：10～11：00

17：30～19：00

16：30～17：15
17：30～18：20
13：30～14：30
10：10～11：10
11：20～12：20
10：30～11：30
10：00～11：20

4,400円
1,540円
4,400円
2,640円

3,696円

3,300円
3,300円
3,740円
2,860円
3,300円
6,600円
3,300円
6,600円

3,300円

3,300円
1,650円

3,360円

3,080円

4,400円

3,300円

3,630円
3,520円

山川眞一郎
炭谷　彩陽
竹枝香寿々
田上　俊子
増井雅柊盈
越田雅楽安
向柴千賀子
梶川久美子
林原　瑠侊
森田ゆう子
中村登志子
湊　　啓子
田上　俊子
SAKI

谷内　敬一
東軒美和子

kimiko

増井雅柊盈
越田雅楽安
森林雅楽洋

湊　　啓子

朴　　元美

川原かずみ

土合　　茜
片岡久美子

講  座  名 講  師 日  時 受講料体  験  日
4/25、5/23、6/27
4/16、5/28、6/25
4/20、5/18、6/29
4/28、5/26、6/23

4/27、5/25、6/28

4/25、5/23、6/27
4/18、5/16、6/20
4/22、5/27、6/24
4/15、5/20、6/17
4/27、5/25、6/22
4/22、5/27、6/24
4/19、5/31、6/21
4/27、5/25、6/29

4/28、5/26、6/23

4/23、5/28、6/25
5/1、6/5
4/26、5/24、6/28

4/27、5/25、6/29

4/21、5/19、6/16

4/22、5/27、6/24

4/16、5/21、6/18

4/15、5/20、6/17
4/21、5/19、6/16

高岡古城公園・小竹藪駐車場前にあります ●高岡市広小路1-15  富山新聞高岡会館◆高岡本部教室◆

まずは体験会に参加しよう！
ご希望の講座をお選び下さい。 ※一部例外もございます。

ワンコイン（500円）体験会開催！
必ず事前に申し込みください。 ※材料費が必要な講座もあります。 ※一部体験料が異なる講座もございます。


