見つけよう

こども講 座

楽しい仲間

モラージュ佐賀校

〒840-8551 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島730番地 モラージュ佐賀北館2F 【月〜土／10：00〜20：00】
【日／11：00〜16：00】
（祝日休み）
お問い
合わせ

080- 4458 -0246
こど も 講 座

NEW 花育！ＫＩＤＳフラワー造形

体験費:1,080円 教材費:実費

第1土曜日13：30〜15：00
◯月謝／2,160円 ◯教材費／1,080円〜2,160円
◯講師／重冨美佐子（ＮＦＤ日本フラワーデザイナー協会講師 国家資格フラワー装飾1級技能士）

こども絵画教室（幼児〜小学生対象）

体験費:0円 絵具道具ご持参下さい
お絵かきだいすき！お友だちと楽しく絵を描きましょう♪

第2土曜日10:30〜12:00
◯月謝／2,160円 絵具道具ご持参下さい
◯講師／北村克郎
（日洋会会員 佐賀美術協会会員）

NEW

テーマパーク・シアターダンスクラス（小学生）
体験費:540円

ダンスの基礎を身につけながら一緒に楽しく踊りましょう！

第1・2・3・4月曜日17：30〜18：30
◯月謝／5,000円
◯講師／福田眞弓（九州大谷短期大学 ジャズダンス講師・振付師 元劇団四季）
オス
スメ！

こどものバレエ

体験費:540円

じゅんじゅん
体験費:1,080円

空手という武道を通して、礼儀正しさを身につけ、体を動か
すことを楽しみながら基本的な動作から始めます。

オス
スメ！

アロマ・セルフリンパトリートメント
（開講人数2名〜）
NEW （全6回コース）
体験費:540円 教材費:540円
（体験は60分）

アロマの香りに包まれて、手軽に自分で出来るリンパマッサージの方法を楽
しく学んで、身体の内側からキレイになりましょう！
第1回:リンパトリートメントの基本
第2回:リフトアップフェイシャル、顔のツボ
第3回:デコルテ・首・バストアップ・二の腕スリミング
第4回:脚・ヒップアップ・ウエスト
第5回:背中・肩こり・腰
第6回:お腹のトリートメント

小城支部）

KIDS☆アーティスト 〜こども造形絵画教室〜
体験費:1,080円（教材費込み）
（4歳〜小学生対象）

お絵描きと、ものづくりを織り交ぜながら、独自のアートプログラム
でお子様の好奇心を刺激し、豊かな感性と生きる力を育みます♪

第3土曜日10:30〜12:00
◯月謝／1,620円 ◯教材費／3ヶ月500円程度
◯講師／椛島恵&久保山裕香&山口結美

想いをカタチにするリボンワーク
1回完結 〜リボンバッグ作り〜
既製のバッグにリボンを装飾して、大人可愛いオリジナルリボンバッグを作ります。
針と糸は使用しませんので、洋裁の苦手な方でも簡単にお作りいただけます。

4/19（水）10:30〜12:30
◯受講料／1,000円 ◯教材費／1,500円
◯講師／井上麻衣子（M-Style Ribbon Class 認定講師）

1回完結 大人可愛いリボンバッグ作り
リボンを華やかにアレンジして、自分好みの色とデザインのバッグに仕上
げます。針と糸は使用しませんので、洋裁の苦手な方でも大丈夫です。

5/24（水）10:30〜12:30
◯受講料／1,000円 ◯教材費／2,000円
◯講師／井上麻衣子（M-Style Ribbon Class 認定講師）

1回完結 筋肉を緩めて若返るセルフリンパケア
いつでもどこでもだれでもできる。頑張らなくて健康とスタイルアップが叶う、さとう式リ
ンパケア。身体も心もゆるゆるになりますよ。きっと笑顔になって帰れるはずです。

4/4（火）、4/18（火）、5/9（火）、5/23（火）13:30〜14:30
◯受講料／2,160円
◯講師／古賀公子（国際ウェルネス協会 セルフケアマスター）

1回完結 1day手作り和小物講座
ちりめん、絹、久留米絣をつまみ細工して、おしゃれな和小物を作ります。つまみ細工の種類、
生地や道具の選び方を学び、つまみ細工の髪留め兼ブローチづくり体験ができる講座です。

4/8（土）、5/13（土）、6/10（土）、7/8（土）、8/12（土）、9/9（土）13:00〜14:30
◯受講料／1,080円 ◯教材費／1,620円〜2,160円
◯講師／日野久子（楽習フォーラム講師）

♥随時ブログ更新中♥

モラージュ佐賀
アメーバ（アメブロ）
ツイッター

NEW 無添加化粧品作り

体験費:540円 教材費:500円

脱ケミカルで植物やお肌に良い原料を使用して、安心安全
な手作り化粧品を作ってみませんか？！

第4土曜日10:30〜12:00
◯月謝／1,620円 ◯教材費／1,000円〜2,000円
◯講師／永渕美鈴（aroma aroma香りの学校）

NEW

やさしいハンドメイドアクセサリー講座

体験費:1,080円 教材費:1,750円
アクセサリー作りの多彩な技術を学べる講座です。初心者の方は基礎から学べ、講師資格を取得しお教室を開きた
い方、販売などをしたい方、趣味で楽しみたい方に対応した内容と実用的でおしゃれな教材を準備しております。

NEW エレガントにベリーダンス

体験費:1,080円

初心者の方大歓迎♪音楽に合わせて楽しみながら、女性ら
しい仕草や身体を手に入れましょう！

NEW

第1・2土曜日13:00〜15:00
◯月謝／4,000円 水彩画道具ご持参下さい
◯講師／北村克郎（日洋会会員 佐賀美術協会会員）

ジャズダンスクラス（中学生〜大人）

体験費:540円

元劇団四季）

ZUMBA ®

オス
スメ！

ポーセラーツ

体験費:1,080円 教材費:1,620円

体験費:500円

第1・2・3金曜日10:30〜11:30 19:00〜20:00
◯月謝／3,000円
◯講師／金丸広美（ZUMBA®インストラクター）

☆若さの源 チベット体操＆ヨーガ☆
体験費:1,080円

かんたん5つの体操と呼吸法。チャクラも調節し、やすらぎ
と平安で心身が調和します！

第1・2・3金曜日18:30〜19:30
◯月謝／6,300円
◯講師／東ももこ（愛真美yogaカルチャー講師）

入会金不要♥
1day 講座
1回完結 ハーブティー＆ブレンドレッスン
〜紫外線対策ブレンド〜

「紫外線対策」に役立つ6〜8種類のハーブのご紹介と試飲の後、体調や好みに合わせて各自ブ
レンドしていただきます。
（ブレンドティー約10杯分持帰り・ミニスイーツ付き）

4/20（木）10:30〜12:30
◯受講料／1,080円 ◯教材費／700円
◯講師／市場あけみ（JAMHA ハーバルセラピスト）

美肌成分たっぷり！
1回完結 ハーブコーディアル作り
ハーブコーディアルとはイギリスで伝統的に飲まれている、ハーブエキスを濃縮した自然飲料です。ローズ、
ローズヒップ、ハイビスカスなどのハーブを使って美味しいコーディアルを作ります。

5/11（木）10:30〜12:30
◯受講料／1,080円 ◯教材費／700円
◯講師／市場あけみ（JAMHAハーバルセラピスト）

1回完結 楽しいリース作り
ナチュラルだったり、華やかだったり、季節に合わせて毎月違ったリースを作ります。
全クラス受講すると素敵なリースコレクションが出来上がります！！

4/14（金）6/9（金）7/14（金）9/8（金）13：30〜15：30
◯受講料／1,080円 ◯教材費／2,160円前後
◯講師／重冨美佐子（NFD日本フラワーデザイナー協会講師 国家資格フラワー装飾1級技能士）

第3水曜日13:30〜15:30
◯月謝／2,700円 ◯教材費／2,160円
◯講師／疋田恵子（日本ヴォーグ社ポーセラーツインストラクター）
オス
スメ！

手作りプリザーブドフラワー

体験費:540円 教材費:1,620円

生花を加工してプリザーブドを作る講座です。いろんな花をはじめフルーツ
などもできます。自分で作ったプリザーブドでアレンジを作りましょう！

第4木曜日13:00〜14:30
◯月謝／2,052円 ◯教材費／2,700円
◯講師／平山純子（社団法人 プリザーブド全国協議会講師（アトリエJunGreen主宰））
オス
スメ！

福田眞弓
テーマパーク・シアターダンス
（九州大谷短期大学 ジャズダンス
クラス
（小学生）
体験費：540円 講師・振付師 元劇団四季）

こどものバレエ・ベビークラス

こどものバレエ・ジュニアクラス

（小学生対象）

パッチワーク・和布小物教室

第2火曜日10:30〜12:30
◯月謝／2,700円 ◯教材費／1,000円〜1,500円程度
◯講師／斎藤八穂子（パッチワーク作家）

1日で完結！ベビーマッサージ、ママのカメラ講
1回完結 座・リフレクソロジー資格取得講座
親子の絆を深めるベビーマッサージ。大人の女性の癒しであるリフレクソロジー。お手持ちの
カメラを上手に使いこなせるカメラ講座。1講座お選びいただき修了書もお渡しします。

4/24（月）、5/22（月）、6/26（月）、7/24（月）、8/28（月）、9/25（月）10:30〜14:00
◯受講料／10,800円 ◯教材費／7,560円
◯講師／橋本奈三江（ロイヤルセラピスト協会認定講師）

1回完結 未来をつくる 乳幼児の足育
乳幼児の足は、大きくなってからの「姿勢」
「かみ合わせ」
「運動能力」
「ケガをしにくい体」
ｅｔｃにつながる体の基礎です。知っているか知らないかで大きく差のでる講座です。

4/15（土）、5/20（土）、6/17（土）10:30〜12:00（0歳〜6歳対象）
◯受講料／2,160円 ◯教材費／2,160円（テキストソックス代）
◯講師／柄本亜紀子（JCCA認定 足育インストラクター）

楽しくやる気もＵＰ！
1回完結 子どもの足と姿勢づくり教室
「あそぶよう」に発達にそった体の動きをやることで、子どもの体
幹を育てます！体からの感覚が脳機能の発達につながります！

4/15（土）、5/20（土）、6/17（土）
4歳〜6歳対象14:30〜16:00 小学生対象16:30〜18:00
◯受講料／2,160円 ◯講師／柄本亜紀子（JCCA発育発達講演講師）

安心・楽ちんな体に！
！

3回完結 骨盤底筋講座

気になる体の部分、でもデリケートな話なので誰にも言えない悩み。女性
だけの安心講座です！ウエストシェイプや姿勢も良くなりますヨ！！

4/15（土）、5/20（土）、6/17（土）12:30〜14:00
◯受講料／6,480円 ◯教材費／2,900円（ツール代初回のみ）
◯講師／柄本亜紀子（JCCA認定 ひめインストラクター）

火
①②③

水
18：30〜20：30
①②③

教材費：実費

（公益財団法人日本習字教育
体験費：540円 財団師範）

松本由希

緒方淳子
心も体も元気に！ 空手教室
（公益社団法人 日本空手協会
じゅんじゅん（幼児〜小学生対象）体験費：1,080円 小城支部）

（幼児〜小学生対象）

土②
土③

10：30〜12：00
10：30〜12：00

師

曜日

（ヘルスエイジング協会認定

体験費：1,080円 ベーシックヨガインストラクター）

大人から始めるバレエ＆ストレッチ

火
①②③ 19：00〜20：15

体験費：540円

福田眞弓

（九州大谷短期大学 ジャズダンス
体験費：540円 講師・振付師 元劇団四季）

元気アップ若返り体操

月
①②③④ 18：30〜20：00
火
①③

小木三幸

体験費：540円

間

月
①②③ 12：00〜13：15

山田悠

大人から始めるバレエ＆ストレッチ （福岡加奈子バレエ研究所）

（中学生〜大人）

時

月
①②③ 10：30〜11：30

13：30〜14：30

教材費3ヶ月
500円程度

月謝

5,400円

5,184円

14：30〜15：30

納富裕子

金
①③

14：00〜15：30

西村美和

金
11：00〜17：00
②④
（内60分）

体験費：540円 （声楽家、音楽教諭）

体験費：1,080円 （趙国良に師事）

講

講座名

師

はじめての南京玉すだれ

いけうちしん

フルーツ＆ソープカービング

中村幸美

火②

10：30〜12：30

やさしい手相入門（6回完結）
東明学院専任講師
（開講人数3名〜） 体験費：1,080円 教材費：300円 （東明総研株式会社）

火①

13：00〜14：30

火
①③

10：30〜12：00

火①

10：30〜12：30

火②

13：00〜15：00

斎藤八穂子

火②

10：30〜12：30

宗俊朗

火
③④

手軽に楽しく着付けましょう

（12回完結）

体験費：540円

小木三幸

AEAJアロマテラピーアドバイザー 福井由香
資格取得講座（6回完結） 無料説明会 （aroma aroma香りの学校）
大塚裕子
はじめてでも可愛く作れる♡
（一般社団法人 日本サロネーゼ協会
アイシングクッキー 体験費：1,080円 教材費：540円 アイシングクッキー認定講師）

5,000円

パッチワーク・和布小物教室

3,240円

楽しく描ける似顔絵講座

体験費：540円 教材費：1,000円〜1,500円

体験費：540円

（パッチワーク作家）

（生涯学習1級インストラクター
九州漫画の会会長）

水
①③

19：00〜20：15

4,320円

大塚由紀子
季節を楽しむフラワーデザイン教室 （日本フラワーデザイナー協会本部

水
②④

18：30〜19：30

3,240円

ポーセラーツ

水
現JDC九州チャンピオン 岸本プロによる 岸本真臣
①②③④ 10：30〜12：00
レベルアップ社交ダンス 体験費：1,620円 （日本ダンス議会JDCアソシエート、
キシモトダンスアカデミー所属）

8,640円

マクラメジュエリー

エレガントにベリーダンス

体験費：1,080円

中・高

音楽）

Ｈaruhi

（ダリラオリエンタルファンタジー）

乘冨明日香
ビューティーウォークレッスン
〜きれいになる歩き方講座〜 体験費：540円 （アルレスカウォーキング
インストラクター）

ストレッチ・リズムトレーニング

（開講人数3名〜）

松本由希

体験費：540円

水
①②③④ 14：15〜15：15

アロマ・セルフリンパトリートメント 古賀清美

木
②④

（リンパトリートメントインストラクター
公益社団法人日本アロマ環境協会認定
アロマテラピーアドバイザー）

（全6回コース）
（開講人数2名〜）

体験費：540円 教材費：540円
（体験は60分）

癒しの ゆる ヨガ

田中智恵美

（全米ヨガアライアンス認定

体験費：1,080円 200時間トレーニング修了）

体験費：1,620円 セルフケアマスター）

金
①③

金丸広美

金
（ＺＵＭＢＡⓇインストラクター） ①②③
体験費：500円

ヒーリングヨガ
はじめてのヨガ

大石のりこ

（ヘルスエイジング協会認定
体験費：1,080円 ベーシックヨガインストラクター）

原口久美子

（ヘルスエイジング協会認定

金
①③

☆若さの源 チベット体操＆ヨーガ☆ 東ももこ
〜簡単健康体操〜自彊術
健康アップ体操 自彊術

植田京子

奥伝 林静香

（公益社団法人 自彊術普及会
体験費：0円 正会員）

10：30〜11：30

教材費：600円

体験費：540円 教材費：1,620円 講師・審査員フラワー装飾1級技能士）

疋田恵子

（日本ヴォーグ社ポーセラーツ

体験費：1,080円 教材費：1,620円 インストラクター）

体験費：1,080円 教材費：540円

チャレンジ習字
「いい文字」
見つけよう

4,860円

栗山貴子

（公益財団法人日本習字教育

体験費：540円 財団師範）

楽しく学ぼう！犬との暮らし方教室 古賀美帆
体験費：1,080円
（教材費込み）（I n

平山純子

たのしくできる韓国語会話

金京淑

（開講人数4名〜）

3,000円

N a t u r a l）

（社団法人 プリザーブド全国協議会講師
教材費：1,620円 （アトリエJunGreen主宰））

体験費：1,080円

（DECOクレイクラフトアカデミー
教材費：1,500円 上級師範）

体験費：540円

水②

13：30〜15：00
18：30〜20：00

水③

13：30〜15：30

水③

10：30〜12：30

水
①②③ 18：30〜20：30
木①

10：30〜12：00

木④

13：00〜14：30

木
①②③ 19：00〜20：00

ソフト粘土で作るデコレーションフラワー 庄島真由美

（デコクレイクラフト）体験費：1,080円

基礎から楽しく学べる書道教室

19：00〜20：00

Their

手作りプリザーブドフラワー
体験費：540円

5,400円

石橋佳子

（楽習フォーラム講師）

14：00〜16：00

栗原大嬉

（佐賀県書作家協会会員）

金③

10：30〜12：00

金
14：00〜15：30
①②③

重冨美佐子
いちから始めるフラワーデザイン （NFD日本フラワーデザイナー協会講師

金③

13：30〜15：30

土
①②

13：00〜15：00

体験費：1,080円 教材費：2,500円前後 国家資格フラワー装飾1級技能士）

3,600円

水彩画教室

13：30〜14：30

5,400円

福田まゆみ
初めてのパソコン教室〜Windows限定〜 （マイクロソフトオフィス
体験費：864円 パソコンご持参下さい
（体験は50分） スペシャリスト）

土
17：00〜20：00
①③
（内60分）

18：30〜19：30

6,300円

やさしいハンドメイドアクセサリー講座 日野久子

土②

10：30〜12：00

土
①③

13：30〜15：00

2,160円

無添加化粧品作り

土④

10：30〜12：00

土
②④

10：15〜11：45

2,160円

調和と癒しのプリザーブドフラワー＆
アーティフィシャルフラワー

金
金

（愛真美yogaカルチャー講師） ①②③

（公益社団法人 自彊術普及会
体験費：0円 正会員）

10：30〜11：30

4,320円

体験費：540円

10：00〜12：00

11：00〜12：00

体験費：1,080円 ベーシックヨガインストラクター） ①②③

体験費：1,080円

19：00〜20：30

木
①②③ 19：00〜20：00

古賀公子
だれでもできるセルフリンパケア （国際ウェルネス協会

ＺＵＭＢＡ ®

13：30〜15：00

5,400円

間

（タイ国マリサランゲージスクールディプロマ取得

体験費：1,080円 教材費：250円 日本カービング協会会員）

送ってもらって楽しい絵手紙講座

（教員免許

時

18：30〜20：00

3,780円

体験費：540円

10：30〜11：45

月①

体験費：540円 教材費：100円

10：30〜12：00

健康音楽療法

土
①③

曜日

火
②④

百武厚子

土 11：00〜15：00
②④
（内45分）

文化 講 座

教材費：
1,080円〜2,160円

1,620円

月 18：30〜20：00
①③
（内45分）

水
②④

体験費：0円 （生田流 宮城社 大師範）

2,160円

絵具道具
ご持参下さい

10：30〜12：00

林浩子

なつかしいメロディーで
福田まゆみ
体験費：864円
健康ハーモニカ 教材費：実費(体験は45分）（ハーモニカ指導員）

山崎智子

（火曜コース）

体験費：540円

3,888円

健康講座

体験費：540円

（GEN九州支部長）

木
17：30〜18：30
①②③④

北村克郎

（月曜コース）

寺田健一郎

二胡教室（個人）

KIDS☆アーティスト〜こども造形 椛島恵＆久保山裕香
：1,080円
絵画教室〜（4歳〜小学生対象） 体験費
（教材費込み） ＆山口結美

季節のヨガ

火 16：30〜20：15
①③
（内45分）

体験費：540円

5,400円

2,160円

間

ギター講座（個人）
火曜日コース
ギター講座（個人）
土曜日コース

体験費：540円 （都山流尺八大師範）

水
15：30〜16：30
①②③④

13：30〜15：00

時

月
②④

カンティアーモ！！

土①

体験時楽器レンタル有
曜日

手軽に気軽に和の音色♪
山田桂子
たのしい文化箏（ミニ箏） 体験費：540円 （文化箏箏遊会所属・文化箏認定講師）
たのしく吹ける尺八教室（個人） 久石妙志山

3,240円

体験費：0円
（日洋会会員 佐賀美術協会会員）
絵具道具ご持参下さい

講

師

初めてのお箏

重冨美佐子

講座名

講

講座名

5,400円

（ＮＦＤ日本フラワーデザイナー協会講師
体験費：1,080円 教材費：実費 国家資格フラワー装飾1級技能士）

こども絵画教室

17：30〜18：30

4,860円

栗山貴子

チャレンジ習字
「いい文字」
見つけよう

花育！ＫＩＤＳフラワー造形

16：00〜17：00

M！sato

体験費：540円

体験費:540円 教材費:1,000円〜1,500円

パッチワーク専門誌に掲載されたものを中心に、生活が豊
かになる実用的な小物作りを学びながら作りましょう！

5,000円

火
19：00〜20：00
①②③④

（小学4年生〜中学生対象）

体験費：540円

月謝

月
17：30〜18：30
①②③④

（福岡加奈子バレエ研究所）

リズム・hiphop（3歳以上対象）

間

5,400円

体験費：540円

（開講人数3名〜）

時

月
17：00〜18：00
①②③④

山田悠

体験費：540円

ジャズダンスクラス

シール状の転写紙を白磁に貼って焼成するだけで、世界に
ひとつだけの自分オリジナル作品が作れます♪

ZUMBA®とは世界中の音楽を楽しむラテン系のダンスフィットネスです。皆さ
んとパーティー気分で楽しみましょう。
体験500円で前日まで受付けています！

NEW

体験費:0円 水彩画道具ご持参下さい

季節の草花や果物など身近な物をモチーフに楽しく絵を描
きましょう！水彩画を通して絵画の基礎を学びます。

第1・3水曜日19:00〜20:15
◯月謝／4,320円
◯講師／Haruhi（ダリラオリエンタルファンタジー）

NEW

NEW 水彩画教室

曜日

（健康運動実践指導者、エアロビクス

（3〜6歳対象）

音楽講座

師

体験費：0円 ダンスインストラクター（ADI））

DANCE HIPHOP

第2・4木曜日
（昼コース）13:30〜15:00（夜コース）19:00〜20:30
第2土曜日10:30〜12:00
◯月謝／4,320円 ◯教材費／600円
◯月謝／2,700円 ◯教材費／2,160円〜
◯講師／古賀清美（リンパトリートメントインストラクター 公益社団法人日本アロマ環境協会認定アロマテラピーアドバイザー） ◯講師／日野久子 （楽習フォーラム講師）

第1・2・3・4月曜日18：30〜20：00
◯月謝／5,000円
◯講師／福田眞弓（九州大谷短期大学 ジャズダンス講師・振付師

第1・2・3火曜日 3歳〜6歳クラス16:00〜17:00 小学生クラス17:30〜18:30
◯月謝／4,860円
◯講師／山田悠（福岡加奈子バレエ研究所）

第1・2・3・4木曜日17:30〜18:30
◯月謝／3,888円
◯講師／緒方淳子（公益社団法人 日本空手協会

オス
スメ！

小栁まい

はじめてのダンス教室

文 化 講 座

ダンス未経験の方大歓迎！音楽に合わせて身体を動かす楽
しさを一緒に味わいましょう！！

体を動かすことによって、踊ることへの興味を引き出し、協調性
と自立心を育てていきます。お友達と楽しく踊りましょう♪

オス 心も体も元気に！空手教室
スメ！（幼児〜小学生対象）

culturetown.mallage@gmail.com

健 康 講 座

花や木、葉っぱなど植物に触れながら、創造力を伸ばします。自
然の面白い色や形を観察し、自分の世界を作り出そう〜！

NEW

メール

講

講座名

入会と受講のご案内
●キャンペーン期間以外は入会金3240円が必要です。
（複数受講可能）

北村克郎

体験費：0円 水彩画道具ご持参下さい

（日洋会会員 佐賀美術協会会員）

体験費：1,080円 教材費：1,750円 （楽習フォーラム講師）

永渕美鈴

体験費：540円 教材費：500円 （aroma aroma香りの学校）

（開講人数2名〜）体験費：1,080円 教材費：2,160円

ICE BLUE 山口三貴子 日③ 13：00〜15：00

（CA/FEJライセンススクール）

月謝

4,104円

教材費：実費

5,000円

教材費：2,700円
（初回のみ）

6,480円

教材費：実費

5,184円

教材費：実費

3,780円

教材費：実費

8,640円

教材費：実費

2,700円
教材費：実費
楽譜代

月謝

2,160円

教材費：実費

1,944円

教材費：540円

2,160円

教材費：3,000円
（初回のみ）

4,320円
3,240円

教材費：540円

2,000円

教材費：1,000円

2,700円

教材費：1,000円〜
1,500円程度

2,160円

教材費：432円

1,620円

教材費：2,500円
前後

2,700円

教材費：2,160円

2,500円

教材費：2,000円
程度

3,240円

教材費：実費

3,000円

（教材費込み）

2,052円

教材費2,700円

4,320円

教材費：2,160円
程度

2,700円

教材費：700円
程度

3,240円

教材費：実費

2,160円

教材費：2,500円
前後

4,000円

水彩画道具
ご持参下さい

2,160円

教材費・テキスト代：
実費

2,700円

教材費：2,100円〜

1,620円

教材費：1,000円〜
2,000円

2,160円

教材費：1,500円〜
5,000円

レッスン日に体験・見学できます（事前予約制）

☎ 080- 4458 -0246

●月謝は3ヶ月の前納制となります。
●体験は初回のみ、複数講座の体験可能です。
●最低人数に達しない場合は、講座を中止または延期する事があります。
●教材費別途必要になる講座もございます。

0120-177-202

