
参 加 申 込 方 法

申込期間：１０月20日（木）～１１月１８日（金）必着

・ ◆注意事項 及び 感染症拡大防止について◆
（注意事項）
・自身の健康状態について十分に確認し、健康状態に不安のある方は､医師と相談し
許可を得てから自己の責任においてご参加ください。
・妊娠、病気、ケガ等により医師から運動を制限されている方の参加はご遠慮ください。
・募集締切時点の応募人数によって、開催を中止する場合があります。
また、応募者が定員を超えた場合は抽選となります。
・安全管理のため、教室の参加は当選者（ご本人）のみとなります。
・入金後の教室の変更や返金は原則できません。また、欠席された場合の振替や
返金はできません。
・カルチャー教室では、入金受付期限を過ぎてのキャンセルや、教室を欠席する場合、
教材費を負担していただきます。
・台風や大雪など天候の影響によりやむをえず休講する場合は、ホームページ等で
事前にお知らせします。
（感染症拡大防止）
・国や県、市の基準に基づいた感染症対策を実施いたします。
・感染症拡大防止のため、やむをえず教室の開催を中止する場合があります。
・事前に検温等により体調に問題がないことを確認してご参加ください。
・運動時以外はマスクの着用にご協力お願いいたします。
・館内では手指の消毒にご協力をお願いいたします。

定期スポーツ教室
募集案内

横浜国際プール

202２年度第３期
（１～３月開催）

大人向け定期教室 全28教室

■スイムレッスン初心者 対象:一般男女(高校生以上) ・どなたでもご参加いただけます

P121 初心者 (月)クラス
14:00～15:00
●定員:10名●料金:11,600円
●日程:1月16・23・30、2月6・13・20・27、

3月6・13・20

P122 初心者 (金)クラス
12:00～13:00
●定員:10名 ●料金:12,760円
●日程:1月13・20・27、2月3・10・17・24、

3月3・10・17・24

P123 初心者 (土)クラス
11:00～12:00
●定員:１0名●料金:8,120円
●日程:1月21・28、2月4・25、

3月4・11・25

■スイムレッスン初級 対象:一般男女(高校生以上) ・クロール、背泳ぎ25m以上泳げる方

P131 初級 (月)クラス
12:00～13:00
●定員:20名●料金:11,600円
●日程:1月16・23・30、2月6・13・20・27、

3月6・13・20

P132 初級 (月)クラス
14:00～15:00
●定員:20名 ●料金:11,600円
●日程:1月16・23・30、2月6・13・20・27、

3月6・13・20

P133 初級 (水)クラス
12:00～13:00
●定員:20名●料金:11,600円
●日程:1月11・18・25、2月1・8・15・22、

3月8・15・22

P134 初級 (金)クラス
12:00～13:00
●定員:20名●料金:12,760円
●日程:1月13・20・27、2月3・10・17・24、

3月3・10・17・24

P135 初級 (土)クラス
11:00～12:00
●定員:20名●料金:8,120円
●日程:1月21・28、2月4・25、

3月4・11・25

■シニア水泳教室初心者 対象:６０歳以上男女

■スイムレッスン中級 対象:一般男女(高校生以上) ・クロール、背泳ぎ50m以上、平泳ぎ25m以上泳げる方

P141 中級 (月)クラス
10:00～11:00
●定員:20名 ●料金:11,600円
●日程:1月16・23・30、2月6・13・20・27、

3月6・13・20

P142 中級(月)クラス
12:00～13:00
●定員:20名 ●料金:11,600円
●日程:1月16・23・30、2月6・13・20・27、

3月6・13・20

P143 中級 (火)クラス
20:00～21:00
●定員:20名●料金:10,440円
●日程:1月10・17・31、2月7・14・21・28、

3月7・14

P171 シニア初心者 (木)クラス
14:00～15:00
●定員:20名●料金:10,440円
●日程:1月12・19・26、2月2・9・16、3月9・16・23

P172 シニア初級 (木)クラス
14:00～15:00
●定員:20名●料金:10,440円
●日程1月12・19・26、2月2・9・16、3月9・16・23

■シニア水泳教室初級 対象:６０歳以上男女

■シニア水泳教室中級 対象:６０歳以上男女

P173 シニア中級 (木)クラス
12:00～13:00
●定員:20名●料金:10,440円
●日程:1月12・19・26、2月2・9・16、3月9・16・23

P174 シニア上級 (木)クラス
12:00～13:00
●定員:20名●料金:10,440円
●日程:1月12・19・26、2月2・9・16、3月9・16・23

■シニア水泳教室上級 対象:６０歳以上男女

■アーティスティックスイミング 対象:小学生～一般男女

P181 AS初級 (土)クラス
基礎技術を身に付けよう

1７:30～19:00
●定員:30名●料金:1０,440円
●日程:1月21、2月4・25、

3月4・11・25

P182 AS中級 (土)クラス
初級クラスに参加した方対象のクラス

1９:15～20:45
●定員:30名 ●料金:6,960円
●日程:1月21、2月4、3月4・25

P183 AS中級 (土)クラス
初級クラスに参加した方対象のクラス

17:30～19:00
●定員:20名●料金:3,480円
●日程:2月２５、3月11

P184 ASシニア中級 (月)クラス
初級クラスに参加した方対象のクラス ※高校生以上

10:15～12:15
●定員:30名●料金:18,600円
●日程:1月16・23・30、2月6・13・20・27、

3月6・13・20

P185 ASシニア中級 (水)クラス
初級クラスに参加した方対象のクラス ※高校生以上

19:30～21:00
●定員:30名●料金:17,400円
●日程:1月11・18・25、2月1・8・15・22、

3月8・15・22
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１０月２０日(木)
申込開始！

63円
切手 往信用 表

〒224-0021
横浜市都筑区
北山田7-3-1
横浜国際プール

教室係

63円
切手

応募者あて先
（郵便番号・住所）

応募者氏名

返信用 裏

①教室番号と教室名
②氏名（ふりがな）
③年齢・性別
お子様の場合は、
生年月日（例2018.11.22）・学年

④住所
⑤電話番号
（繋がる電話番号をご記入ください。）

⑥参加について

（初めて・継続・久しぶり）

⑦その他
（こども水泳○級・初級希望・既往症など・必要事項）

⑧教室は何で知りましたか？
（ホームページ/チラシ/新聞折込など）

◆◇◆お問い合わせ先◆◇◆

横浜国際プール
〒224-0021 横浜市都筑区北山田7-3-1

TEL 045-592-0453

プール進級システム
及びクラス紹介

教室詳細及び
持ち物リスト

※水深2.5mサブプールで開催します。
※太字(下線)は17:30～19:00 初級・中級クラスの合同開催になります。

【個人情報の取扱いについて】
1 事業者の名称…横浜市スポーツ協会・コナミスポーツ・トーリツ グループ
2 個人情報の利用目的…ご提供いただいた個人情報は、教室参加者名簿作成、参加者年齢の確認、緊急時の連絡、保険の加入申請、新型コロナウイルス感染症の防止対策、その他安全な教室運営のために利用します。
また、当グループが開催するイベント等のご案内に利用する場合がございます。

3 個人情報の第三者提供について…ご提供いただいた個人情報は、第三者に提供することはございません。
4 個人情報の共同利用について…ご提供いただいた個人情報は、当グループを構成している「公益財団法人横浜市スポーツ協会」 「コナミスポーツ株式会社」「株式会社トーリツ」の三者の間で、利用目的の範囲内で共同利用します。
5 個人情報の取扱いの委託について…ご提供いただいた個人情報は、一部の教室指導を行っている事業者、保険加入申請代理店に委託する場合がございます。
6 個人情報の開示等について…当グループが保有する個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止に関する窓口は、9の問い合わせ先と同じです。
7 個人情報をご提供いただけない場合の取扱い…個人情報のご提供は任意ですが、ご提供いただけない場合は、教室への参加をお断りさせていただく場合がございます。
8 新型コロナウイルス感染症の防止対策の目的以外で、同意を得ずに利用及び第三者への提供を行うことはありません。 ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
(1)行政機関等から、法令に基づき情報の開示を求められた場合(2)人の生命、身体又は財産を保護するために、緊急かつやむを得ないと横浜市が判断した場合
9 当グループの個人情報の取扱いに関する苦情、相談等の問い合わせ先 横浜市スポーツ協会・コナミスポーツ・トーリツ グループ TEL 045-592-0453
■個人情報保護管理者：グループ代表団体 公益財団法人横浜市スポーツ協会 事務局長（TEL 045-640-0011）

※インターネット環境がない方は、
お電話にてお問い合わせください。



こども向けプール教室 全２１教室

■スキンダイビング 対象:一般男女(高校生以上) 一般25m泳げる方

■キンダークラス(幼児)  対象:４歳～年長(開催期間中に4歳になる方も対象)  ◇ひよこ～17級
～水慣れからキックの基礎練習を行います。基礎体力の向上や、お友達作りなどにも最適です～

P101 キンダー(月)クラス
15:35～1６:20
●定員:40名●料金:11,600円
●開催:1月16・23・30、2月6・13・20・27、

3月6・13・20

P102 キンダー(火)クラス
15:35～1６:20
●定員:40名●料金:10,440円
●開催:1月10・17・31、2月7・１4・２1・28、

３月7・14

P103 キンダー(水)クラス
15:35～16:20
●定員:40名●料金:11,600円
●開催:1月11・18・25、2月1・8・15・22、

3月8・15・22

P104 キンダー(木)クラス
15:35～16:20
●定員:40名●料金:10,440円
●開催:1月12・19・26、2月2・9・16、

3月9・16・23

P105 キンダー(金)クラス
15:35～16:20
●定員:40名●料金:12,760円
●開催:1月13・２0・27、2月3・10・１7・２4、

3月3・10・17・24

P106 児童Ⅰ(月)クラス
16:30～17:20
●定員:50名●料金:11,600円
●開催:1月16・23・30、2月6・13・20・27、

3月6・13・20

P107 児童Ⅰ(火)クラス
16:30～17:20
●定員:５0名●料金:10,440円
●開催:1月10・17・31、2月7・１4・21・28、

3月7・14

■児童Ⅰクラス(小学生)  対象:小学生 ◇18級～15級 ◇１８級・17級は年長から参加可能
～浮具を使って水中移動・キック・息継ぎなしクロールの練習を行います～

P109 児童Ⅰ(木)クラス
16:30～17:20
●定員:50名●料金:10,440円
●開催:1月12・19・26、2月2・9・16、

3月9・16・23

P111 児童Ⅱ(月)クラス
17:30～18:20
●定員:50名●料金:11,600円
●開催:1月16・23・30、2月6・13・20・27、

3月6・13・20

P110 児童Ⅰ(金)クラス
16:30～17:20
●定員:50名●料金:12,760円
●開催:1月13・２0・27、2月３・10・１7・２4、

3月3・１０・1７・24

P112 児童Ⅱ(火)クラス
17:30～18:20
●定員:５0名●料金:10,440円
●開催:1月10・17・31、2月7・14・21・２8、

３月7・14

P108 児童Ⅰ(水)クラス
16:30～17:20
●定員:５0名●料金:11,600円
●開催:1月11・18・２5、2月1・８・１5・２2、

3月８・1５・22

P113 児童Ⅱ(水)クラス
17:30～18:20
●定員:50名●料金:11,600円
●開催:1月11・18・25、2月1・8・15・22、

3月８・1５・22

■児童Ⅱクラス(小学生) 対象:小学生 ◇14級～１０級 ◇中学生初めての方はこちらから参加可能
～クロール・背泳ぎ25メートル完泳を目指します～

P114 児童Ⅱ(木)クラス
17:30～18:20
●定員:50名●料金:10,440円
●開催:1月12・19・26、2月2・9・16、

3月9・16・23

P115 児童Ⅱ(金)クラス
17:30～18:20
●定員:５0名●料金:12,760円
●開催:1月13・２0・27、2月３・10・１7・２4、

3月3・１０・1７・24

■上級クラス ◇9級～ベストスイマー ◇クロール・背泳ぎができ、４泳法習得を目的としたクラス
～４泳法２５メートル完泳とフォーム練習を行います。タイム測定もありチャレンジする勇気が身に付きます～

P116 上級(月)クラス
18:30～19:20
●定員:40名 ●料金:11,600円
●開催:1月16・23・30、2月6・13・20・27、

3月6・13・20

P117 上級(火)クラス
18:30～19:20
●定員:40名●料金:10,440円
●開催:1月10・17・31、2月7・14・21・２8、

３月7・14

P118 上級(水)クラス
18:30～19:20
●定員:40名●料金:11,600円
●開催:1月11・18・25、2月1・8・15・22、

3月８・1５・22

P144 中級(水)クラス
12:00～13:00
●定員:20名●料金:11,600円
●開催:1月11・18・25、2月1・8・15・22、

3月8・15・22

P145 中級(木)クラス
20:00～21:00
●定員:20名●料金:10,440円
●開催:1月12・19・26、2月2・9・１6、

3月9・16・23

P146 中級(金)クラス
10:00～11:00
●定員:20名●料金:12,760円
●開催:1月13・20・27、2月3・１0・17・２4、

3月3・10・17・24

P151 上級(月)クラス
10:００～11:00
●定員:20名●料金:11,600円
●開催:1月16・23・30、2月6・13・20・27、

3月6・13・20

P152 上級(月)クラス
12:30～13:30
●定員:20名●料金:11,600円
●開催:1月16・23・30、2月6・13・20・27、

3月6・13・20

P153 上級(月)クラス
20:00～21:00
●定員:20名●料金:11,600円
●開催:1月16・23・30、2月6・13・20・27、

3月6・13・20

P154 上級(水)クラス
14:00～15:00
●定員:20名●料金:11,600円
●開催:1月11・18・25、2月1・8・15・22、

3月8・15・22

P155 上級(金)クラス
10:00～11:00
●定員:20名●料金:1２,760円
●開催:1月13・２0・27、2月3・10・１7・２4、

3月3・10・17・24

P156 上級(金)クラス
14:00～15:00
●定員:20名●料金:12,760円
●開催:1月13・20・27、2月3・１0・17・２4、

3月3・10・17・２4

P157 上級(土)クラス
11:00～12:00
●定員:30名●料金:8,120円
●開催:1月21・28、2月4・25、

3月4・11・25

P161 スイムトレーニング(月）
14:00～15:00
●定員:20名●料金:11,600円
●開催:1月16・23・30、2月6・13・20・27、

3月6・13・20

P162 スイムトレーニング(水)
13:00～14:00
●定員:20名●料金:11,600円
●開催:1月11・18・25、2月1・8・15・２2、

3月８・1５・22

P164 スイムトレーニング(金)
10:00～11:00
●定員:30名●料金:12,760円
●開催:1月13・20・27、2月3・10・17・24、

3月3・10・17・24

P165 スイムトレーニング(土)
9:50～10:50
●定員:30名●料金:8,120円
●開催:1月21・28、2月4・２5、

3月4・11・25

P163 スイムトレーニング(木)
２０:00～21:00
●定員:20名●料金:10,440円
●開催:1月12・19・26、2月2・9・16、

3月9・16・23

P147 中級(金)クラス
14:00～15:00
●定員:20名●料金:12,760円
●開催:1月13・20・27、2月3・10・17・24、

3月3・10・17・24

P148 中級(土)クラス
9:50～10:50
●定員:30名●料金:8,120円
●開催:1月21・28、2月4・25、

3月４・11・２５

■スイムレッスン上級（水深2.5m） 対象:一般男女(高校生以上) クロール75m、背泳ぎ75m、背泳ぎ50m、バタフライ25m以上泳げる方

■スイムトレーニング（水深2.5m） 対象:一般男女(高校生以上) クロール100m、背泳ぎ100m、平泳ぎ50m、バタフライ50m以上泳げる方

P119 上級(木)クラス
18:30～19:20
●定員:40名●料金:10,440円
●開催:1月12・19・26、2月2・9・16、

3月9・16・23

P120 上級(金)クラス
18:30～19:20
●定員:40名●料金:12,760円
●開催:1月13・２0・27、2月３・10・１7・２4、

3月3・１０・1７・24

しょうがい児親子水泳教室 全2教室

P１98 しょうがい児親子水泳(土)
対象:5歳～小4/プールの経験が少ないが自立歩行のできる方

13:00～13:45
●定員:１０組 ●料金:12,180円
●開催:1月21・28、2月4・25、3月4・11・25

■しょうがい児親子水泳教室

P１99 しょうがい児親子水泳(土)
対象:小5～/プールの経験があり自立歩行のできる方

14:00～14:45
●定員:10組●料金:12,180円
●開催:1月21・28、2月4・25、3月4・11・25

■アーティスティックスイミング教室 対象:小・中学生男女

P186 ASジュニア(水)クラス
基礎技術を身に付けよう

17:30～19:30
●定員:30名●料金:18,600円
●開催:1月11・18・25、2月1・8・15・22、3月8・15・22

P１91 スキンダイビング初級(火)
基本的なスキルをマスターするクラス

10:00～11:00
●定員:12名●料金:11,610円
●開催:1月１０・17・31、2月7・14・21・28、3月7・14

P１93 スキンダイビング中級(火)
基本的なスキルをマスターし、水中に潜れる方が対象のクラス

12:30～13:30
●定員:12名●料金:11,610円
●開催:1月10・17・31、2月7・14・21・28、3月7・14

P１92 スキンダイビング中級(火)
基本的なスキルをマスターし、水中に潜れる方が対象のクラス

11:15～12:15
●定員:24名●料金:11,610円
●開催:1月10・17・31、2月7・14・21・28、3月7・14

P１94 スキンダイビング上級(火)
対象:一般男女(25m以上の泳力・スノーケリング４００ｍ・水深５ｍ潜水できる方)
練習内容・練習量がハードで、様々なシチュエーションでダイビングスキルを高めるクラス

10:00～11:00
●定員:12名●料金:11,610円
●開催:1月10・17・31、2月7・14・２１・28、3月7・14
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※P151/P154/P155は水深1,0m

※水深2.5mサブプールで開催します。
※３点セット(マスク・スノーケル・フィン)は無料でご用意いたします。

※お子様１名につき保護者１名 ※保護者の方にはお子様の指導のご協力をいただきます。
※泳力・お子様のご様子を見た上で、お子様にあったクラスをご案内させていただくことがございます。

※継続の方は応募ハガキ⑦その他の欄に取得級を必ずご記入ください。
※太字(下線)は進級テストの日です。
※申込み人数が定員を超えた場合は抽選になります。



親子向けスポーツ教室 全４教室 子ども向けスポーツ教室 全３1教室

大人向けスポーツ教室 全14教室 対象：18歳以上

J10５ 体操 年少・年中・年長 火
対象：年少～年長(2016/4/2～2019/4/1)

15:30～16:15 ≪講師:１～２名≫
●定員:25名●料金:10,440円●会場：TH
●日程:1月10・17・31、2月7・14・21・28、

3月7・14

J101親子体操１歳児(火) J102親子体操２・3歳児(火)
１歳児(2020/4/２～2021/4/1)＋保護者１名、2・3歳児(2018/4/2～2020/4/1)＋保護者１名

3か月を通して親子で体を動かす喜びを体得していただけます！

１歳児 9:45～10:45 ２・３歳児 11:15～12:15
●定員:各18組●料金:各10,440円●会場:TH
●日程:1月10・17・31、2月7・14・21・28、3月7・14

J103親子体操2・3歳児（木） J104親子体操1歳児(木)
2・3歳児(2018/4/2～2020/4/1)＋保護者１名、１歳児(2020/4/２～2021/4/1)＋保護者１名

3か月を通して親子で体を動かす喜びを体得していただけます！

２・３歳児 9:45～10:45 1歳児 11:15～12:15
●定員:各18組●料金:各9,280円●会場:TH
●日程:１月１２・１９・２６、２月２・９・１６、３月９・１６

J107 体操 年少・年中・年長 木
対象：年少～年長(2016/4/2～2019/4/1)

15:30～16:15 ≪講師:１～２名≫
●定員:25名●料金:９,280円 ●会場：TH
●日程:1月12・19・26、2月2・9・16、

3月９・1６

J106 体操 年少・年中・年長 水
対象：年少～年長(2016/4/2～2019/4/1)

15:30～16:15 ≪講師:１～２名≫
●定員:2５名 ●料金:10,440円●会場：TH
●日程:1月11・18・25、2月1・8・１5・２2、

3月８・1５

J132 HIPHOP 小学5～中学生
対象：小学５年生～中学生

18:10～19:０0 ≪講師:矢島≫
●定員:25名●料金:11,600円●会場：TH
●日程:1月13・20・27、2月3・10・17・24、

3月3・10・17

■体操 【マット・跳び箱・鉄棒】できた時の達成感を知り、協調性や社会性も身に付けましょう

J108 体操 小学1・2年生 火
対象：小学1.2年生

16:30～17:30 ≪講師:１～２名≫
●定員:25名●料金:10,440円●会場：TH
●日程:1月10・17・31、2月7・14・21・28、

3月7・14

J109 体操 小学1・2年生 水
対象：小学1.2年生

１６:30～17:30 ≪講師:１～２名≫
●定員:2５名 ●料金:10,440円●会場：TH
●日程:1月11・18・25、2月1・8・１5・２2、

3月８・1５

J110 体操 小学1・2年生 木
対象：小学1.2年生

１６:30～17:30 ≪講師:１～２名≫
●定員:25名●料金:９,280円 ●会場：TH
●日程:1月12・19・26、2月2・9・16、

3月９・1６

J111 体操 小学3～6年生 水
対象：小学3～6年生

17:45～18:45 ≪講師:１～２名≫
●定員:2５名 ●料金:10,440円 ●会場：TH
●日程:1月11・18・25、2月1・8・１5・２2、

3月８・1５

■バスケ＆チア 横浜ビー・コルセアーズによるバスケットボール＆チアリーディング教室！

J113 ビーコルバスケ 幼児
対象：年中～年長(2016/4/2～2018/4/1)

16:30～17:30 ≪講師:アカデミーコーチ≫

●定員:25名●料金:20,790円 ●会場：SA
●日程:1月10・17・31、2月7・14・21・28、

3月7・14

J114 ビーコルバスケ 小学生
対象：小学1～6年生

17:50～19:05 ≪講師:アカデミーコーチ≫

●定員:25名●料金:20,790円 ●会場：SA
●日程:1月10・17・31日、2月7・14・21・28、

3月7・14

J115 ビーコルバスケ 中高生
対象：中学生、高校生

19:30～20:45 ≪講師:アカデミーコーチ≫

●定員:25名●料金:２０,790円 ●会場：SA
●日程:1月10・17・31、2月7・14・21・28、

3月7・14

J116 ビーコルクリニック 低学年
対象：小学1～3年生

17:00～18:15 ≪講師:アカデミーコーチ≫

●定員:25名●料金:18,480円●会場：SA
●日程:1月・12・19・26、2月2・9・16、

3月9・16

J117 ビーコルクリニック 高学年
対象：小学4～6年生

18:35～19:50 ≪講師:アカデミーコーチ≫

●定員:25名●料金:18,480円●会場：SA
●日程:1月・12・19・26、2月2・9・16、

3月9・16

J118 チア リトル
対象：年少～年長(2016/4/2～2019/4/1)

13:30～14:30 ≪講師:B-ROSEメンバー,OBなど≫

●定員:24名●料金:20,790円 ●会場：TH
●日程:1月14・21・28、2月4・18・25、

3月4・11・18

J119 チア 初中級
対象：小学1.2年生、小学3.4年生の初心者

14:45～15:45 ≪講師:B-ROSEメンバー,OBなど≫

●定員:24名●料金:20,790円 ●会場：TH
●日程:1月14・21・28、2月4・18・25、

3月4・11・18

J120 チア 中上級
対象：小学3.4年生経験者～中学生

16:00～17：00 ≪講師:B-ROSEメンバー,OBなど≫

●定員:24名●料金:20,790円 ●会場：TH
●日程:1月14・21・28、2月4・18・25、

3月4・11・18

J112 体操 小学3～6年生 木
対象：小学3～6年生

17:45～18:45 ≪講師:１～２名≫
●定員:25名●料金:９,280円 ●会場：TH
●日程:1月12・19・26、2月2・9・16、

3月９・1６

■サッカー サッカーを学んで楽しもう！

J121 サッカー幼児 月
対象：年中～年長(2016/4/2～2018/4/1)

1５:30～16:20 ≪講師:１～２名≫
●定員:20名●料金:11,600円●会場：SA
●日程:1月16・23・30、2月6・13・20・27、

3月6・13・20

J124 サッカー幼児 水
対象：年中～年長(2016/4/2～2018/4/1)

1５:30～16:20 ≪講師:１～２名≫
●定員:20名●料金:10,440円●会場：SA
●日程:1月11・18・25、2月1・8・15・22、

3月8・15

J122 サッカー小学1～3年生 月
対象：小学1～3年生、初心者向け

16:35～17:35 ≪講師:１～２名≫
●定員:2６名 ●料金:11,600円●会場：SA
●日程:1月16・23・30、2月6・13・20・27、

3月6・13・20

J125 サッカー小学1～3年生 水
対象：小学1～3年生、経験者向け

16:35～17:35 ≪講師:１～２名≫
●定員:2６名 ●料金:10,440円●会場：SA
●日程:1月11・18・25、2月1・8・15・22、

3月8・15

J123 サッカー小学4～6年生 月
対象：小学4～6年生、初心者～経験者向け

17:50～19:00 ≪講師:１～２名≫
●定員:2６名 ●料金:1２,900円●会場：SA
●日程:1月16・23・３０、2月6・13・20・27、

3月6・13・20

J126 サッカー小学4～6年生 水
対象：小学4～6年生、経験者・上級者向け

17:50～19:00 ≪講師:１～２名≫
●定員:2６名 ●料金:11,610円●会場：SA
●日程:1月11・18・25、2月1・8・15・22、

3月8・15

■ダンス 仲間と一緒にリズムに合わせて踊ろう！ ※小学５年生で初めて参加の方は小学3～5年生クラスにお申し込みください。

J130 ＨＩＰＨＯＰ 小学1・2年生
対象：小学１.２年生

16:00～16:50 ≪講師:矢島≫
●定員:25名●料金:11,600円●会場：TH
●日程:1月13・20・27、2月3・10・17・24、

3月3・10・17

J131 HIPHOP 小学3～５年生
対象：小学３～５年生

１７:０５～17:55 ≪講師:矢島≫
●定員:25名●料金:１１,６００円 ●会場：TH
●日程:1月13・20・27、2月3・10・17・24、

3月3・10・17

■その他
J133 こども卓球 対象:小学生

初心者～経験者まで誰でも参加できる卓球教室

18:00～19:30 ≪講師:加藤≫
●定員:24名●料金:12,600円●会場：TH
●日程：1月10・17・31、2月7・14・21・28、

3月7・14

J1３4 こども太鼓 対象:小学生
太鼓の全身運動でリズム感、そして礼儀作法も習得します

15:50～16:50 ≪講師:１～２名≫
●定員:20名●料金:11,600円●会場：SA
●日程:1月13・20・27、2月3・10・17・24、

3月3・10・17

J1３5 こども空手道 対象:年少～小学生

空手を通して礼儀を身につけ、運動能力も養います

18:10～19:10 ≪講師:１～２名≫
●定員:20名●料金:11,600円●会場：TH
●日程:1月16・23・30、2月6・１3・２0・27、

3月6・13・20

S101 シニア心身向上
身体能力をあげて、楽しく体力づくり！

1３:00～13:50 ≪講師:小川≫
●定員:25名●料金:11,600円●会場：TH
●日程:1月16・23・30、2月6・13・20・27、

3月6・13・20

S102 大人のための代謝アップ運動
代謝アップにつながる筋トレや有酸素運動をしよう

１４:20～15:10 ≪講師:小川≫
●定員:25名●料金:11,600円●会場：TH
●日程:1月16・23・30、2月6・13・20・２7、

3月6・13・20

S103 体幹エクササイズ
コア（体幹）エクササイズで基礎代謝をアップしよう

１３:30～14:30 ≪講師:大野≫
●定員:26名●料金:11,600円●会場：TH
●日程:1月13・20・27、2月3・１0・17・２4、

3月3・10・17 ★女性限定教室

S104 楊名時八段錦太極拳
ストレスを解消しながら心身のバランスを整えよう

1３:30～15:00≪講師:木下・片岡・陳※内２名≫

●定員:40名●料金:7,290円 ●会場：SA
●日程:1月11・18・25、2月1・8・1５・22、

3月8・15

S105 リフレッシュ健康
こころとからだの調和とリフレッシュ！

9:30～11:00 ≪講師:谷川・百合野≫
●定員:40名●料金:8,100円●会場：SA
●日程:1月13・２0・27、2月3・１0・17・24、

３月3・10・17

S106 フラダンス
ハワイアンの一曲を仕上げます。初心者大歓迎

12:35～13:35 ≪講師:大村≫
●定員:40名●料金:9,400円 ●会場：SA
●日程:1月13・20・27、2月3・１0・17・２4、

3月3・10・17

水

S107 大人卓球
誰でも参加できる卓球教室、みんなでレベルUP！

13:40～15:10 ≪講師:塩崎・澤口≫
●定員:28名●料金:10,440円●会場：SA
●日程:1月10・17・31、２月7・14・21・28、

3月7・14

S108 バドミントン
初心者クラス、楽しみながらバドミントンしよう

14:00～15:10 ≪講師:小笠原≫
●定員:20名●料金:11,600円●会場：SA
●日程:1月13・２0・27、2月3・10・１7・２4、

3月3・１0・１７

S109 バレトン
バレエ＋フィットネス＋ヨガ、裸足で行う有酸素運動

11:10～12:00 ≪講師:Yukiko≫
●定員:26名●料金:11,600円●会場：TH
●日程:1月13・20・27、2月3・１0・17・２4、

3月3・10・17

S110 DANCE
HIPHOP、ＪAZZ要素を取り入れ、基礎を身に付けます

19:40～21:10 ≪講師:矢島≫
●定員:25名 ●料金:11,600円●会場：TH
●日程:1月16・23・30、2月6・13・20・27、

3月6・13・20

S111 座りながらできる！ワンステップ体操
イスを使ったピラティス、柔軟性や筋力UP！

１３:00～14:00 ≪講師:今野≫
●定員:1５名 ●料金:9,280円●会場：会1
●日程:1月２７、2月3・10・１7・２4、

３月3・10・17

S112 心体義塾
正しい姿勢と息遣い、良い「気」を身に付けよう

9:３0～10:３0 ≪講師:内田≫
●定員:35名●料金:9,280円 ●会場：SA
●日程:1月16・２3、2月13・20・27、

３月6・13・20

S113 大人のバレエ(初級)
バレエの基礎でからだを整えます！

12:45～14:15※時間変更 ≪講師:吉田≫
●定員:25名●料金:5,800円 ●会場：TH
●日程:1月17・31、2月14・28、

3月14

S114 大人のバレエ(初中級)
アダジオ～アレグロまで、からだの使い方を身に付けよう

１３:20～1４:５0 ≪講師:吉田≫
●定員:2５名 ●料金:9,280円 ●会場：TH 
●日程:1月11・18・２５、2月8・15・22、

3月８・1５

水

TS101 モーニングテニスⅠ(月)初心者・初級

TS102 モーニングテニスⅡ(月)経験者・中級

I 9:30～11:００、Ⅱ 11:15～12:45
●定員:25名●料金:16,240円
●開催:1月16・23・30、2月6・13・20・27
●予備日:3月6・13

TS103 モーニングテニスⅠ(火)初心者・初級

TS104 モーニングテニスⅡ(火)経験者・中級

I 9:30～11:００、Ⅱ 11:15～12:45
●定員:25名●料金:16,240円
●開催:1月10・17・31、2月7・14・21・28
●予備日:3月7・14

TS105 モーニングテニスⅠ(水)初心者・初級

TS106 モーニングテニスⅡ(水)経験者・中級

I 9:30～11:００、Ⅱ 11:15～12:45
●定員:25名●料金:16,240円
●開催:1月11・18・25、2月1・8・15・22
●予備日:3月8・15

TS107 レディーステニスⅠ(木)初心者・初級

TS108 レディーステニスⅡ(木)経験者・中級

I 9:30～11:００、Ⅱ 11:15～12:45
●定員:2０名 ●料金:13,920円
●開催:1月12・19・26、2月2・9・16
●予備日:3月9・16 ★女性限定教室

テニス教室 全２４教室

TS109 モーニングテニスⅠ(金)初心者・初級

TS110 モーニングテニスⅡ(金)経験者・中級

I 9:30～11:００、Ⅱ 11:15～12:45
●定員:25名●料金:16,240円
●開催:1月13・20・27、2月3・10・17・24
●予備日:3月3・10

TJ101 ジュニアテニスⅠ(月)小学1～３年生

TJ102 ジュニアテニスⅡ(月)小学4年生～中学生

Ⅰ 16:45～18:00、Ⅱ 18:15～19:30
●定員:20名●料金:13,860円
●開催:1月16・23・30、2月6・13・２0・27、
●予備日:３月6・13

TJ103 ジュニアテニスⅠ(火)小学1～３年生

TJ104 ジュニアテニスⅡ(火)小学4年生～中学生

Ⅰ 16:00～17:15、Ⅱ 17:30～18:45
●定員:20名●料金:13,860円
●開催:1月10・17・31、2月7・14・21・28、
●予備日:３月7・14

TJ105 ジュニアテニスⅠ(水)小学1～３年生

TJ106 ジュニアテニスⅡ(水)小学4年生～中学生

Ⅰ 16:00～17:15、Ⅱ 17:30～18:45
●定員:２０名 ●料金:9,900円
●開催:1月11・18・２5、2月1・8、
●予備日:2月15・22

TJ107 ジュニアテニススキルアップ(木)
小・中学生の経験者

17:30～18:45
●定員:20名●料金:11,880円
●開催:1月12・19・２6、2月2・9・16、
●予備日:3月9・16

TS116 テニステーマ別クリニック(木)
初心者～経験者

16:00～17:15
●定員:24名●料金:13,920円
●開催:1月12・19・26、2月2・9・16、
●予備日:３月9・16

TS113 ナイトテニスⅠ(月)
初心者～経験者または中級

20:00～21:30
●定員:24名●料金:16,240円
●開催:1月16・23・30、２月6・１3・20・27、
●予備日:3月6・13

TS114 ナイトテニスⅠ(火)
初心者～経験者または中級

19:15～20:45
●定員:24名●料金:16,240円
●開催:1月10・17・31、2月7・14・21・28、
●予備日:3月7・14

TS115 ナイトテニスⅠ(水)
初心者～経験者または中級

19:15～20:45
●定員:24名●料金:11,600円
●開催:1月11・18・25、２月1・8、
●予備日:2月15・22

火 木

金

金 金

火 金 金

金

火

火 水 木

火 水

水

木

木

火 火 火

木 木

土 土 土

水 水 水

金 金 金

火 金

■バレーボール 元全日本・Vリーグ選手が直接教えてくれる

J1２7 ボールでチャレンジ
対象：年長（2016/4/2～2017/4/1生まれ）～小学２年生

17:25～18:10 ≪講師:１～２名≫
●定員:20名●料金:17,400円●会場：SA
●日程:1月13・20・27、2月3・10・17・24、

3月3・10・17

J1２8 ジュニアバレーボール
対象：小学3～６年生(初心者～経験者)

18:40～19:50 ≪講師:１～２名≫
●定員:24名●料金:17,400円●会場：SA
●日程:1月13・20・27、2月3・10・17・24、

3月3・10・17

J1２9 中高生バレーボール
対象：中学生、高校生(高校生は経験者女子限定)

20:10～21:20 ≪講師:１～２名≫
●定員:20名●料金:23,100円●会場：SA
●日程:1月13・20・27、2月3・10・17・24、

3月3・10・17

金 金 金

月 月

月 月

月 月 月

月TS117 テニススキルアップトーナメント(木)
3年以上の経験者

1９:00～20:30
●定員:24名●料金:13,920円
●開催:1月12・19・26、2月2・9・16、
●予備日:３月9・16

月

火

水

木

金

月

火

水

木

月

火

水

木

木

会場 TH:多目的ホール
SA:サブアリーナ
会1:会議室１

講師:１～３名、会場：多目的コート
※下線太字はインドアコート、要室内シューズ
※TSクラス:高校生以上、TJ:各枠内に記載
※経験者→テニス経験３年以上

TS111 レディーステニスⅠ(月)初心者・初級

TS112 レディーステニスⅡ (月)経験者・中級

Ⅰ 13:00～14:30、Ⅱ 14:45～16:15
●定員:20名●料金:16,240円
●開催:1月16・23・30、2月6・13・２0・27、
●予備日:３月6・13 ★女性限定教室

月

会場 TH:多目的ホール
SA:サブアリーナ

会場 TH:多目的ホール
講師 (火) 山崎・宮下

(木) 山崎・稲垣

※テニス教室お申込みの方は必ず下記注意事項をご一読の上、
お申し込みください。

※インターネット環境がない方は、お電話にてお問い合わせください。

注意事項



大人向けカルチャー教室 全30教室 対象：18歳以上（楽々サックス・パーソナルカラー・EVENT①②③は中学生以上）

KS１01 声楽Ⅰ 初心者～当クラス継続者
～歌うことが好きな方、大きな声を出したい方～

10:00～11:00 ≪講師:大橋≫
●定員:15名●料金:9,280円●会場:会１
●日程:1月10・31、2月7・14・21・28、

3月7・14

KS103 ボイストレーニング(火)
～最近声が出しにくい、歌に自信がない方向け～

12:40～13:40 ≪講師:大橋≫
●定員:5名●料金:23,120円 ●会場:会１
●日程:1月10・31、2月7・14・21・28、

3月7・14

KS102 声楽Ⅱ 継続者・経験者
～輪唱や重唱も取り入れて歌います～

11:20～12:20 ≪講師:大橋≫
●定員:10名●料金:9,280円 ●会場:会１
●日程:1月10・31、2月7・14・21・28、

3月7・14

CC101 こどもコーラス
対象:小学生
～合唱曲や日本の唱歌を楽しく歌いませんか？～

16:30～17:30 ≪講師:大橋≫
●定員:10名●料金:9,280円●会場：会1
●日程:1月10・31、2月7・14・21・28、3月7・14

■声楽(火) 歌って喉のトレーニング！

■キッズえいご 体を動かすことや歌うことで、英語のリズムが自然に身につく！

CE１01 キッズえいご年少・年中
対象:2017/4/2～2019/4/1生まれ

15:00～15:50 ≪講師:三代川≫
●定員:8名●料金:12,600円●会場：会1
●日程:1月16・23・30、2月6・13・20・27、

3月6・13

CE103 キッズえいご 年長・小学1.2年
対象:2014/4/2～2017/4/1生まれ

17:00～17:50 ≪講師:三代川≫
●定員:８名 ●料金:12,600円●会場：会1
●日程:1月16・23・30、2月6・13・20・27、

3月6・13

■こども将棋・こどもコーラス 新しいことにチャレンジ！

CS101 こども将棋 入門
対象:５歳児(2016/4/2～2017/4/1生まれ)～小学生

～未経験の方、対局を始めたばかりの方向け～

15:50～16:50 ≪講師:太田≫
●定員:10名●料金:12,180円●会場:会１
●日程:1月12・26、2月2・9・16、3月9・16

CS102 こども将棋 初級
対象:５歳児(2016/4/2～2017/4/1生まれ)～小学生

～コマの動きを理解していて、対局経験がある方～

17:20～18:20 ≪講師:太田≫
●定員:10名●料金:12,180円●会場:会1
●日程:1月12・26、2月2・9・16、3月9・16

■絵画造形 「つくる」ことの楽しさや喜びを発見しよう

CK101 絵画造形 4・5歳児(木)
対象:2016/4/2～2018/4/1生まれ

15:30～16:30 ≪講師:伊東≫
●定員:6名●料金:11,200円●教材費：2,640円
●会場:会3
●日程:1月12・19・26、2月2・9・16、

3月9・16

CK103 絵画造形 小学1～3年生(水)
対象:小学1～3年生

16:00～17:00 ≪講師:伊東≫
●定員:8名●料金:9,800円●教材費：２,３１０円
●会場:会3
●日程:1月11・18・25、2月1・8・15・22

CK105 絵画造形 小学1～3年生(金)
対象:小学1～3年生

1６:50～17:50 ≪講師:伊東≫
●定員:8名●料金:14,000円●教材費：３,３００円
●会場:会3
●日程:1月13・20・27、2月3・10・17・24、

3月3・10・17

KH101 ハワイアンキルト ビギナーズ
～初心者の方、もう一度基礎を学びたい方～ 「サンゴのミニタペストリー」

10:00～12:00 ≪講師:西田≫
●定員:8名●料金:16,170円●教材費：5,000円●会場:会2
●日程:1月13・27、2月10・24、3月10・24・31
※「ビギナーぬい針セット５５０円」「パッチワーク用まち針５５０円」「しつけ糸
４５０円」購入可能です。ハガキに記載してください。

KH102 ハワイアンキルト ベーシック
～ビギナーズクラス経験者～ 「ヤシの木のミニバッグ」

10:00～12:00 ≪講師:西田≫
●定員:8名●料金:9,240円 ●教材費：7,000円●会場:会２
●日程:2月2・16、 3月16・30

KK１01 韓国語 入門
～ハングルが少し読めるレベルの方対象～

12:00～13:00 ≪講師:李≫
●定員:8名●料金:18,480円●会場:会2
●日程:1月10・31、2月7・14・21・28、

3月7・14

KK102 韓国語 初級
～入門からステップアップ！色々な表現を学ぼう～

13:10～14:10 ≪講師:李≫
●定員:8名●料金:18,480円●会場:会２
●日程:1月10・31、2月7・14・21・28、

3月7・14

KK103 韓国語 中級
～韓国語でコミュニケーション～

14:20～15:20 ≪講師:李≫
●定員:8名●料金:18,480円●会場:会2
●日程:1月10・31、2月7・14・21・28、

3月7・14

■ハワイアンキルト ※教材が必要な方は、ハガキに「キット必要」とご記載ください

■癒しのリラックスカリグラフィー 専用のペンを使って素敵なアルファベットを書きましょう

KC101 カリグラフィー 初級～中級
～初級：イタリック体、中級：イタリック体を終了したゴシック体以上の方～

10:20～11:50 ≪講師:町田≫
●定員:8名●料金:5,550円 ●教材費：1,080円●会場:会３
●日程:1月12、2月2、 3月16
※初めての方は、「初回道具セット2,400円」必要とハガキに記載してください。

KC102 カリグラフィー 中級～上級
～中級から上級の方を対象としたクラスです～

12:30～14:00 ≪講師:町田≫
●定員:8名●料金:5,550円 ●教材費：1,080円●会場:会3
●日程:1月12、2月2、 3月16

■編み物 初心者クラスは（★マフラーorスヌード+ハンドウォーマー） ※教材が必要な方は、ハガキに「キット必要」

経験者クラスは（★★ベストorショール/★★★セーター）を作成します とご記載ください。

KA101 棒針編み(初心者) ★
～編み物を始めてみたい方～

10:00～12:00 ≪講師:山田≫
●定員:5名程度●料金:11,550円●教材費：2,400円●会場:会３
●日程:1月17・31、2月14・28、３月14
※道具をお持ちでない方は、『道具セット(1,500円）』必要とハガキに記載して
ください。

KA102 棒針編み(経験者) ★★/★★★
～棒針編みの基本的なメリヤス編み程度ができる、経験があり再開したい方～

13:30～15:30 ≪講師:山田≫
●定員:5名程度●料金:11,550円●教材費：★★4,800円/★★★7,200円
●会場:会3 ●日程:1月17・31、2月14・28、３月１４
※道具をお持ちでない方は、『道具セット（１，５００円）』必要とハガキに記載してく
ださい。★★または★★★のどちらかハガキに記載してください。

■韓国語 楽しみながら学びませんか？

■英会話 ★：初級 ★★：初～中級 ★★★：中級 ※お子様同伴の参加はご遠慮ください

KE101 日常英会話 ★★
～英語をもう一度やり直したいと思っている方向け～

9:30～10:30 ≪講師:横尾≫
●定員:8名●料金:17,400円●会場:会3
●日程:1月16・23・30、2月6・13・20・27、

3月6・13・20

KE105 英語で読むジョーク ★★★
～アメリカンジョークを一緒に読んで、文化や国民性への理解を深めましょう～

10:35～11:35 ≪講師:横尾≫
●定員:8名●料金:12,180円●会場:会1
●日程:1月12・26、2月2・9・16、

3月9・16

KE１02 「食と旅」の英会話 ★★
～旅先で役立つ英会話を学びます、地域の食文化や習慣も紹介します～

10:35～11:35 ≪講師:横尾≫
●定員:8名●料金:17,400円●会場:会3
●日程:1月16・23・30、2月6・13・20・27、

3月6・13・20

KE106 チャレンジ英会話 ★★
～英語の基礎知識はあっても話すことは苦手という方向け～

9:30～10:30 ≪講師:横尾≫
●定員:8名●料金:10,440円●会場:会２
●日程:1月14、2月11・18・25、

3月4・18

KE103 学び直しの英会話 ★
～英会話でリフレッシュ～

11:40～12:40 ≪講師:横尾≫
●定員:8名●料金:17,400円●会場:会3
●日程:1月16・23・30、2月6・13・20・27、

3月6・13・20

KE107 話す・役立つ英会話 ★★★
～海外旅行やビジネスの現場でも役立つ英会話を学ぼう～

10:35～11:35 ≪講師:横尾≫
●定員:8名●料金:10,440円●会場:会2
●日程:1月14、2月11・18・25、

3月4・18

KE104 日常英会話 ★★
～日常で使える英会話や正しい発音を身に付けましょう～

9:30～10:30 ≪講師:横尾≫
●定員:8名●料金:12,180円●会場:会１
●日程:1月12・26、2月2・9・16、

3月9・16

KE108 大人の使える英会話 ★★
～スムーズにコミュニケーションを取りたい、ビジネス現場でも役立てたい方向け～

11:40～12:40 ≪講師:横尾≫
●定員:8名●料金:10,440円●会場:会2
●日程:1月14、2月11・18・25、

3月4・18

■楽々サックス 今注目のサックスを始めませんか？

KR101 サックス 初級・中級
～初心者及び１年程度の経験者～

18:35～19:30 ≪講師:下村≫
●定員:10名●料金:23,100円●会場:会１
●日程:1月16・23・30、2月6・13・20・27、

3月6・13・20

KR102 サックス 中級
～1年以上の経験者～

19:45～20:40 ≪講師:下村≫
●定員:10名●料金:23,100円●会場:会１
●日程:1月16・23・30、2月6・13・20・27、

3月6・13・20

■声楽(木) 歌って喉のトレーニング！

KS104 イタリアン・ソングを歌ってみよう
～皆さんでイタリアンソングを歌いましょう～

13:30～14:30 ≪講師:大橋≫
●定員:8名 ●料金:16,170円●会場:会2
●日程:1月12・26、2月2・9・16、

3月9・16

KS１06 ボイストレーニング
～声が出しにくい、自信のない方

１６:40～17:40 ≪講師:大橋≫
●定員:８名 ●料金:20,230円 ●会場:会２
●日程:1月12・26、2月2・9・16、

3月9・16

KS107 ナイトコーラス
体にいい呼吸法を身に付けて、リフレッシュ～

19:10～20:10 ≪講師:大橋≫
●定員:8名●料金:10,920円●会場:会２
●日程:1月12・26、2月2・9・16、

3月9・16

■その他

KN101 はじめての日本画/気ままに楽しむ絵画
～「はじめての日本画」と「気ままに楽しむ絵画」を合同で行います～

13:00～15:00 ≪講師:伊東≫
●定員:8名●料金:17,400円●教材費：3,600円●会場:会3
●日程:1月13・20・27、2月3・10・17・24、

3月3・10・17

KM101 メンタルトレーニング(ZAT式自己調整機能)
～心と体の自己調整機能について一緒に学びましょう～

10:30～11:30 ≪講師:内田≫
●定員:15名●料金:3,480円●会場:会１
●日程:2月11、3月18

KP101 パーソナルカラー
～毎日の色選びをもっと楽しくする、目からウロコの教室です～

10:00～10:50 ≪講師:林≫ ★女性限定教室
●定員:6名●料金:5,220円 ●教材費：1,590円●会場:会3
●日程:1月18、２月1，15

子ども向けカルチャー教室 全12教室

CK102 絵画造形 4・5歳児(金)
対象:2016/4/2～2018/4/1生まれ

1５:30～16:30 ≪講師:伊東≫
●定員:6名●料金:14,000円●教材費：３,３００円
●会場：会３
●日程:1月13・20・27、2月3・10・17・24、

3月3・10・17

CK104 絵画造形 小学1～3年生(木)
対象:小学1～3年生

16:50～17:50 ≪講師:伊東≫
●定員:8名 ●料金:11,200円●教材費：２,６４０円
●会場:会3
●日程:1月12・19・26、2月2・9・16、

3月9・16

CK106 絵画造形 小学4～6年生(水)
対象:小学4～6年生

17:20～18:50 ≪講師:伊東≫
●定員:8名●料金:11,340円●教材費：２,３１０円
●会場:会3
●日程:1月11・18・25、2月1・8・15・22

月 CE102 キッズえいご 年長
対象:2016/4/2～2017/4/1生まれ

16:00～16:50 ≪講師:三代川≫
●定員:8名●料金:12,600円●会場：会1
●日程:1月16・23・30、2月6・13・20・27、

3月6・13

月

月月

火

火火 火

木

木KS105 アフタヌーン・コーラス
～バラエティに富んだ曲を元気にコーラス～

1５:００～16:00 ≪講師:大橋≫
●定員:8名 ●料金:8,120円●会場:会2
●日程:1月12・26、2月2・9・16、

3月9・16

木

木

木

木

火

火 火火

火

木

水

月

月

月

木

木

金

金水

水

金 土

土

土

土

金

木 木

木

木

会場 会1:会議室1
会2:会議室２
会３:会議室３

会場 会1:会議室1
会３:会議室３

月

※KK102.KK103は時間を変更しています

※CE102.CE103は時間を変更しています

EVENT ①イエベブルベ診断/②骨格診断/③アイシャドウ体験
～１日参加型の体験教室です～

10:00～11:00 ≪講師:林≫ ★女性限定教室 ※③診断は含みません
●定員:6名●料金:3,470円 ●教材費：アイシャドウのみ1,650円●会場:会1/会3
●日程: ①1月２１日 ②２月１８日 ③２月２５日

単 土

※2/11（土）は祝日ですが、開催します。


