
グリーンモール山室教室、富山スタジオは裏面をご覧下さい。

グリーンモール山室教室
富山市山室226-2 グリーンモール山室2F

富山市大手町5-1 富山新聞会館

富山新聞会館
富山スタジオ

富山市上袋100番68
アピタ富山店２F

アピタ
富山教室

カルチャー祭り
2023開催！

3月18日土 19日日

●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。 
●ご入会時には口座振替のご登録が必要です。
●受講料はすべて税込み表示です。

❶口座振替開始までの3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

ご入会登録に
必要なもの

※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あります。

全57講座
月々2,200円～

詳細はコチラ

必ず事前に
お申し込みください。2023年 アピタ富山教室アピタ富山教室

お申し込み・
お問い合わせ

富山スタジオ・アピタ富山教室・
グリーンモール山室教室富山新聞文化センター

☎076-421-7529 【HP】http://toyama.bunkacenter.or.jp/
【E-mail】office@toyama.bunkacenter.or.jp

月～金曜日
9:30～18：30

受付
時間

講座

モダンバレエ（幼児）

モダンバレエ（小学生）

キッズダンス（幼児）

キッズダンス（小学生①）

キッズダンス（小学生②）

キッズ新体操

カワイ体育教室（幼児）

カワイ体育教室（児童）

講師

金子　弘美

体験日

1/21、2/18、3/18

1/20、2/17、3/17

1/28、2/25、3/25

1/20、2/17、3/17

1/28、2/25、3/25

受講料

3,300円（月２回）

曜日・日時

第１・３土10:00～11:00

第１・３土11:10～12:10

第１・３土12:45～13:45

第１・３日10:45～11:30

第１・３日11:40～12:40

第１・３火17:00～17:45

第１・３火18:00～18:50

第１・３火19:00～19:50

第１・３土15:30～16:30

第１・３金16:40～17:30

第２・４土11:10～12:00

第１・３金17:40～18:40

第２・４土10:00～11:00

第２・４土15:50～16:40

第２・４土16:50～17:40

講座

ジュニア陸上

優香のキッズダンス（幼児）

優香のキッズダンス（小学生）

Ｋ-ＰＯＰダンス（小学1年～3年）

Ｋ-ＰＯＰダンス（小学4年～6年）

こども書道・土曜クラス

講師

松木　陽康

体験日

1/25、2/15、3/15

優香 O-michi

ＹＵＵＫＡ

中村　友希

1/19、2/16、3/16

1/28、2/25、3/25

1/21、2/18、3/4

受講料

4,950円（月３回）

3,300円（月2回）

3,300円（月2回）

3,300円（月2回）

曜日・日時

第１・２・３水18:30～20:00

第１・３木16：30～17：15

第１・３木17：20～18：20

第２・４土12：30～13：30

第２・４土13：45～14：45

第１・３土17：00～18：00

第１・３土18：00～19：00

講座

水彩画入門

色えんぴつ＆水彩画

健康太極拳

はじめてのフラメンコ初級

はじめてのフラメンコ中級

レベルアップ社交ダンス

タロット入門

フラダンス

はじめてのギター

講師

前村　悦夫

豊岡　洋造

下霜　美智子

清沢　文午

Rica

摺崎　真純

ラビット大森

体験日

1/26、2/9、3/23

1/27、2/24、3/24

1/30、2/20、3/20

1/28、2/25、3/25

1/24、2/28、3/28

1/25、2/22、3/22

1/19、2/16、3/16

1/26、2/9、3/23

1/23、2/27、3/27

1/31、2/21、3/7

1/19、2/16、3/16

受講料

3,300円（月２回）

5,720円（月４回）

3,300円（月２回）

3,960円（月２回）

4,400円（月２回）

3,300円（月2回）

3,300円（月2回）

曜日・日時

第２・４木13:00～15:00

金10:00～12:00

第１・３月10:00～11:30

第１・３火10:00～11:00

第１・３火11:10～12:10

第２・４土18:50～19:50

第２・４火13:30～14:30

第２・４水

第１・３木11:00～12:00

第２・４木19:00～20:00

第２・４月10:30～12:00

第１・３火13：00～14：00

第１・３木19：00～19：50

ジュニアキーボード 田村　陽子 1/21、2/18、3/18 3,300円（月２回）

橋本　雪乃 1/29、2/19、3/19 3,300円（月２回）

3,300円（月２回）AYA 1/31、2/21、3/7

1/28、2/25、3/25

3,300円（月２回）

3,300円（月２回）

スタジオじゆう
トレーナー

カワイ体育教室
専任スタッフ

寺崎　恵子 1/31、2/21、3/7 3,300円（月２回）

荒木　美幸

11:00～12:00
19:00～20:00 3,300円（月２回）

講座

おわら踊り中級

おわら踊り初級

筆ペン入門

はじめてのかな書

英国風フラワーアレンジメント

講師

岡本　杏華

野口　千香子

光地　としこ

体験日

1/18、2/15、3/15

1/27、2/24、3/24

1/18、2/1、3/1

受講料

3,300円（月２回）

3,300円（月２回）

2,200円（月１回）

曜日・日時

第１・３月13:30～14:30

第１・３月14:40～15:40

第１・３水10:00～12:00

第２・４金13:30～15:00

第１水14:15～16:15

竹原　洋子 1/30、2/20、3/20

はじめてのウクレレ

スタジオじゆう体操教室

スタジオじゆうバック転教室

3,300円（月２回）

こども講座

大人講座

県内各教室で100人が習う人気講座です！

はじめてのウクレレ
水曜日クラス　●日　時／第2・4水曜日11：00～12：00

木曜日クラス　●日　時／第2・4木曜日11：00～12：00

●講　師／荒木　美幸（ウクレレ教室ラブレレとやま主宰）
●受講料／3,300円（月2回）

1/25、2/22、3/22（水）体験日 10：30～11：00体験時間

1/19、2/16、3/16（木）体験日

写真とひと味違った魅力で、人を楽しませてくれる似顔絵です。

似顔絵・イラスト

●日　時／第2・4火曜日10：00～12：00
●講　師／田村　幸章（似顔絵師・イラストレーター）
●受講料／3,300円（月2回）

1/24、2/28、3/28（火）体験日

町内の回覧板、年賀状、家計簿などが作れる！　

シニアのパソコンくらぶ

●日　時／第2・4月曜日13：00～14：00、14：15～15：15（増設）
　　　　　第1・3金曜日13：15～14：15
●講　師／富山のパソコンクリニックＰｃ Ｄｏｃｔｏｒ専任講師
●受講料／3,300円（月2回）

1/23、2/27、3/27（月）体験日

初めての方も安心して、指一本
から始めてみましょう。
憧れの曲が弾けるようにレッスン
します。

人の手が作った『味』を絵に出すこと
ができます。顔の特徴をつかんで誇張
して、その人らしさが表れます。
プレゼントされると喜ばれます。

楽譜がよめなくても大丈夫。

脳トレピアノ®

●日　時／第2・4木曜日10：15～11：15、11：30～12：30（増設）
●講　師／中野　志保
　　　　  （ピアノゆうゆう塾エグゼクティブ認定講師）
●受講料／3,960円（月2回）

1/26、2/9、3/23（木）体験日

バランス感覚を養いながら、
運動の基礎が身に付きます。

ロディヨガ

●日　時／第2・4金曜日16：45～17：30
●講　師／柴田　千尋（ＢＳI公認インストラクター）
●受講料／3,300円（月2回）

1/27、2/24、3/24（金）体験日

こどもが夢中になれるものを見つけましょう。

初心者クラス
1/30、2/27、3/27（月）体験日

パルクールの
動きもやるよ！

●日　時／水曜日16:30～17:30（幼児）
　　　　　　　　17:40～18:40（小学生）
●講　師／山本　雄一朗（アクション俳優・国体選手）
●受講料／5,720円（月4回）

1/25、2/22、3/29（水）体験日

こども書道・木曜クラス

●日　時／第2・4木曜日①16：30～17：30 ②17：30～18：30
●講　師／大和田　陽苑（若越書道会同人）、安井　千馨
●受講料／3,300円（月2回）　●教材費／1,000円

1/26、2/9、3/23（木）体験日

運動が苦手な子でも、
ロディと一緒に楽しくできるよ！

増設
講座

増設
講座

残りわずか

パソコンの入門からゆっくり
学びたい方向けの講座です。
電源の入れ方からお教えしま
すので、自信のない方でも安
心して受講できます。インター
ネットを楽しんだり、イラスト
入りの文書を作れます。この
機会に、パソコンを使って生活
の幅を広げてみませんか？

アクション

体操教室

新設
講座

昇級・各種コンクールを目指します。

やりたかったこと始めてみませんか。

それぞれの年齢や能力、目標に応
じて、無理なく空手技術を修得で
きるよう工夫されています。

キッズ空手

感謝の気持ちと思いやりのこころ、
そして克己心を育みます。
キックミットを使ったり蹴り技にも挑戦！

6歳～小学6年

年少～小学3年

●日　時／第2・4月曜日17：40～18：30
●受講料／3,300円（月2回）

ジュニアクラス
●日　時／第2・3・4月曜日18：45～19：50
●受講料／4,950円（月3回）

●講　師／山崎　英明
　　　　　（尚道館空手道場館長・代表師範）

大人気のため
増設

大人気のため
増設

各種コンクールに多数
入選、受賞しています！

こども絵画

●日　時／第2・4火曜日15:30～16:30（幼児）
　　　　　　　　　　  16:45～18:15（小学生）
　　　　　　　　　　  18:30～20:00（小・中学生）
●講　師／張田　真理子（おえかきじゅく主宰）
●受講料／4,400円（月2回）

1/24、2/28、3/28（火）体験日

絵を描くことが好きなみんな
あつまれ～ ！ 第71回こども二科
展で4人が入選しました。

大人気

こども講座

こどもがのびのび育つために
は、自信をもたせてあげること、
個性を大事にすることが必要で
す。書き初めにも挑戦します。

【大和田陽苑講師】からのメッセージ
マットや鉄棒などで体の動かし方を教えま
すが、アーバンスポーツとして人気の「パ
ルクール」の動きを取り入れることで、子ど
もたちが興味を持って挑戦してくれます。

【山本雄一朗講師】からのメッセージ

ヤー!




