イオンカルチャークラブはイオングループのカルチャー教室です

東習志野店 イオンタウン東習志野内

2018.5/8 〜 2018.6/30 保存版

ロイヤルホームセンター
連絡通路前

初夏のさわやかキャンペーン !

初夏の講座案内 1,620円 540円
体験料

入会金

2018 年5 月 8 日〜 6 月 30 日期間中お申し込みの方限定 !!

※金額は全て消費税込価格となります。
※全講座対象となります。※他の優待との併用はできません。

ご予約は
こちら

）
会員は こんなに おトク!（詳しくは店頭にお問い
合わせください。
●

東習志野店

☎047-455-5578

受付時間 月〜土 10:00~18:30

（日曜 10:00~15:30）

イオンカルチャークラブ

検索

おトク

1

らくらく月謝 引き落とし
WAON POINT
ときめきポイントがたまる!

おすすめ講座一覧（ 体験随時受付中 ! ）
※一部体験会を実施していない講座もあります

【美術・書道】
くどう さとし 水彩画教室〜風景画〜
第 4（火）13:00 〜 16:00
月謝 3,546 円
（教材費 600 円）
講師 水彩画家 日本透明水彩会（JWS）
会員 くどう さとし

【手芸・工芸】
華やかに♪季節の寄せ植え

【手芸・工芸】
心と体のメンテナンスヨガビリー®
第 2・4（金）13:00 〜 14:00
月謝 4,320 円
（教材費初回のみ 2,400 円）
講師 ヨガビリー®インストラクター 岡田 典子

講師 ウールーシュシュインストラクター、ニードルフェルトアーティスト

第 3（水）13:00 〜 16:00
月謝 2,700 円
（教材費 3,000 〜 5,000 円）
講師 寄せ植えデザイナー 西山 恭枝

（火）
体験会 5/22・6/26

【手芸・工芸】
色を楽しむ 水引アクセサリー
第 3（金）12:30 〜 14:00
（教材費 400 円〜）
月謝 2,160 円
講師 アクセサリーデザイナー 岡永

狭いところでも楽しめる寄せ
植えとハンギングバスケットを
作って、寄せ植えデザイナー ®
が「ココデ ザ」( ここからデザ
インを始めるデザイン方法 )
と、不安な管理面も上手にな
る方法が学べる教室です。

第 3（木）10:30 〜 12:30
月謝 2,700 円
（教材費初回 1,500 円・1,000 円〜 / 月）
講師 日本編物文化協会指導員 ｋｕｒｉｚａｒｕ

素焼陶器への手描きの下絵付
け講座です。手描きの一点物
の食器でテーブルコーディ
ネートを楽しんでみてはいか
がですか？ファンシーグレイ
スの初級コースを一年間かけ
て学ぶことが出来ます。

（金）
体験会 5/11・5/25・6/8
※写真はイメージです。※表記している価格には消費税が含まれています。
※体験受講料は通常 1,080 円です。体験の際に別途教材費をいただく場合がございます。
※受講料は全て一カ月のお支払となります（一部講座除く）
※受講料の他に運営維持費（216 円）をお支払いいただきます。
※別途教材費をいただく講座があります。

（金）
体験会 5/18・6/15

【生活・趣味】
パソコン教室＆フォトショップ(6か月コース)
第 1・3（土）15:00 〜 16:30
月謝 4,800 円
（教材費 580 円）
講師 ＩＴインストラクター Ｌａｈｉａ 太田
フィルム写真の時代では考え
られなかった様な画像処理で
自分で撮った写真を加工して
みましょう、パソコン初心者
でも心配無しです。撮った写
真はネットで公開も可能です
（公開料は無料）

広瀬光治先生に師事した講師
による講座です。タディング
レース、ニードルポイントレー
ス、クロッシュレース、花カー
ドレースなど多彩な技術が学べ
ます。編物検定受検も対応！

（土）
体験会 5/19・6/2・6/16

体験会 5/17・6/21（木）

まずは体験を!

ＰＣ・スマートフォンからもご予約頂けます !!

めぐみ

日本の伝統工芸でもある水引
細工を、現代のセンスに合わ
せて、アクセサリーを作りま
す。毎回お好きな色を選んで
いただくので、カラーコー
ディネートの知識も身につき
ます。

体験会 5/16・6/20（水）

【手芸・工芸】
楽しく手あみ ニット＆レース

篠田 恵子

お写真を見ながら、毛色にこ
だわったオリジナル羊毛でか
わいいペットを作ります。ポー
ズのかわいい立体、飛びだす
迫力の 3D フレームからお選び
ください。

体験会 5/21・6/18（月）

（火）
体験会 5/8・6/12

詳しくはＨＰを
ご覧ください。

第 4（火）10:10 〜 12:40
月謝 3,780 円
（教材費 1,296 円〜）

仏像彫刻はうまく彫れなくて
も愛着の持てる作品になりま
す。そして自分の彫った仏様
は生涯飽きることがなくお付
き合いできるのです。この体
験を是非味わって頂きたいと
思います。

あなたも日常生活の小さな発
見、感動を誰かに伝えてみませ
んか？感じたことを感じたまま
に素直に描きます。切手の選び
方や、より楽しい絵手紙になる
一工夫をお伝えします。

3
映画やお買い物に
使える会員優待

【手芸・工芸】
羊毛フェルトで作るかわいいペットたち

第 3（月）13:00 〜 16:00
（教材費 500 円〜）
月謝 3,240 円
講師 仏像彫刻講師 高野 俊夫

（火）
体験会 5/22・6/26

第 2（火）13:00 〜 14:30
※初回 :8,000 円程度
月謝 2,500 円
（教材費０〜 500 円程度 / 月）
（道具をお持ちで無い方）
講師 画家 古谷 良美

前月10日までに窓口にて
お手続きください。

●

おトク

充実の全 120 講座 !!

【美術・書道】
仏像彫刻

毎月の課題を通して、ステッ
プバイステップで水彩画の技
法を学びます。自分自身で自
分なりの水彩画を描くという
ことを目標にして、皆さんと
楽しみながら講座を進めてい
きます。

【美術・書道】
気軽に絵てがみ

2
1ケ月休会制度
おトク

●

公式 Webサイトで最新情報をチェック!!
イオンカルチャークラブ

検索

※スマートフォンによっては、QRコードを読み取るための
アプリのダウンロードが必要な場合があります。

2018 年 5 月８日〜 6 月 30 日期間中お申し込みの方限定 !!

今だけの2 大特典 !! 1 入会金 1,620 円 2 体験受講料 540 円

※キャンペーン期間以外の体験受講料は通常 1 回 1 講座につき 1,080 円となります。
※体験の際に別途教材費をいただく場合がございます。詳しくは店舗にお問い合わせください。
※他の優待との併用はできません。

【キッズ】エイベックス・ダンスマスター
キッズ ①スターター ②ベーシック

体験随時受付中！ ※一部体験会を実施していない講座もあります。詳しくは店舗に
お問い合わせください。
【キッズ】ほっぺんくらぶ ママキッズ
入園準備園児（年少〜年長）

【キッズ】
カワイ体育教室（年中・年長）〈年40回〉

第 1・2・3・4（火）スターター①17:10 〜 18:10 ベーシック②18:20 〜 19:20
月謝 8,640 円
（教材費なし）
講師 エイベックス・ダンスマスター 認定講師（カトゥー）

「エイベックス・アーティスト
アカデミー」で開発・導入さ
れているプログラムです。初
めての方大歓迎！基礎的技術
を学びましょう。ダンスのス
キルを上げましょう♪

第 1・2・3・4（月）15:40 〜 16:40
（初回教材費 5,400 円 )
月謝 6,274 円
講師 カワイ体育教室専任講師
お子さまの年齢に合わせて体
を育て、
社会性を学ぶ教室です。
一緒のユニフォームでお友達
を作り、目標を持ってお子さ
まのモチベーションを高めま
す。

第 1・3（月）
（ママキッズ・入園準備）第 1・2・3・4
（木）
（園児）
◎ママキッズ 10:15 〜 11:15◎入園準備 11:30 〜 12:30
◎園児 15:30 〜 16:30
月謝 3,240 円 〜（教材費 1,479 円〜）園児 5,151 円（教材費 2,505 円）
講師 ほっぺんくらぶ専任講師
まずは１本の線を描くことか
ら始めます。アートが身近な
ものに感じられるように、講
師は子供たちとお話しながら
一緒に創作活動を進めます。
体験会
ママキッズ・入園準備
5/7・5/21・6/4・6/18
（月）
園児 5/10・5/24・6/7
（木）

【キッズ】子ども卓球教室（年長〜中学生）
①12：00〜②13：00〜
第 1・3（日）
①12:00 〜 13:00 ②13:00 〜 14:00
月謝 3,240 円
（教材費なし）
講師 ＪＳＡ専任講師 鈴木 智晶

卓球は全身を使った反復運動
です。小さい頃から始める事に
よって基礎体力・運動能力の
向上を目指します。初めての
お子様大歓迎です。腕に自信
のある子は先生に挑戦ができ
ます。
ラケットは貸し出します。

第 1・3（火）18:00 〜 19:00
（教材費 100 円程度 )
月謝 3,240 円
講師 韓国語講師韓国語能力試験６級合格（TOPIK 最上級資格）ＮＥＭＯ
アンニョンハセヨ♪K-POP が
大好きなティーンズのための
ハングル講座です。ハングルの
歌詞を訳したり、大好きなアー
ティストにファンレターを書
いてみましょう !!

第 1・2・3・4（月）15:00 〜 15:30
（教材費 216 円 )
月謝 3,240 円
講師 田中書道学院 公認講師 東習志野
文字を書く喜び、
覚える喜びは、
学習の基本としてきっと将来
の成長に役立ちます。まだ文
字の書けないお子様にも、親
切丁寧に指導させていただき
ます【年 42 回】

体験会 5/15・5/29・6/5（火）

（日）
体験会 5/20・6/17

【キッズ】
基礎から学ぶIT講座（中学生以上）

【キッズ】エジソンアカデミー
ロボットプログラミング教室（小2〜小6）

【キッズ】
キッズプログラミング講座（小学生)

第 1・3（土）17:00 〜 18:30
月謝 7,800 円
（教材費 580 円）
講師 ＩＴインストラクター Ｌａｈｉａ 太田

本講座はＩＴの基礎を学ぶ事
によりＩＴ技術者への石杖と
なればと思ってます
パソコン向けアプリやスマホ・
タブレット向けアプリの開発
に携わる前段階のＩＴ基礎を
重点的に学ぶ講座となります。

第 1（土）14:00 〜 15:30
月謝 2,160 円
（教材費 1,620 円 )
講師 プログラミング教室「ソラ」講師 髙橋 梨絵
VISCUIT や Scratch 等、低学
年でも簡単に扱えるタイピン
グをあまり必要としないビ
ジュアル言語から、JavaScript、
PHP といった一般的なプログ
ラミング言語まで楽しく学習
できます。

【キッズ】
こどものアトリエ（小学1〜4年生）

第 1・3（日10:30 〜 12:00/ 金 17:00 〜 18:30・13:00 〜 14:30）
第 2・4（火 17:00 〜 18:30）
月謝 8,964円 〜
（初回教材費 27,000円全 24 回
（1 年）
分セット）
講師 こどもの寺子屋認定講師 池田 亜紀代
ブロックを組み、自分でプロ
グラミングをしてロボットを
動かします。月2回のカリキュ
ラ ム で は、1 回 目 に 基 礎 編
（90 分）
、
2 回目が応用編
（90 分）
となっており、論理的思考力
と問題解決力を鍛えます！

体験会 6/2・6/30（土）

（土）
体験会 5/19・6/2・6/16

第 2・4（月）16:30 〜 18:00

【キッズ】
幼児かきかた教室 満３才〜年長

【キッズ】
ティーンズのKーPOPハングル

【キッズ】
みんなで楽しく♪フラダンス (親子参加OK！)

【キッズ】
クラッシックバレエ（幼児〜小学生）

第 1・2・3・4（土）幼児 15:00 〜16:00 小学生 16:00 〜17:00
月謝 6,480 円
（教材費なし )
講師 現役バレエダンサー 籔谷 桃花
床のストレッチ・バー・センター
まずは 1 本の線を描くところ
レッスンと、バレエの基礎的
から始めます。アートが身近
な動作を学び音楽に合わせて、
なものに感じられるように、
リズム感や音感を養います。
講師は子供たちとお話しをし
年に一回、ご家族の方が参観
ながら一緒に創作活動を進め
できる小さな発表会を開催し
ます。
ます。

月謝 4,320 円
（教材費 500 円程度）
講師 臨床美術士・美術家 池田 智子

第 2・4（火）17:00 〜 18:15
月謝 親子 1 名ずつ 4,320 円 /1 名 3,240 円
（教材費 500 円 )
講師 ハーラウ・フラ・オ・キエレ主宰 春川 範子
基本の姿勢、ステップから親
切に指導いたします。ハワイ
の音楽にのって足腰を鍛えな
がら、踊りで表現する楽しさ
を体験してみましょう !

体験会 5/12・5/26・6/2（土）

（月）
体験会 5/14・5/28・6/11

入会と受講のご案内

東習志野店 イオンタウン東習志野内

ロイヤルホームセンター連絡通路前

☎047-455-5578
〒275-0001
千葉県習志野市東習志野6-7-8 イオンタウン東習志野内
●駐車場/駐輪場：無料

受付 10:00~18:30
時間 （日曜 10:00 〜 15:30）

●初回入会時は入会金（3,240円）が必要です。
（1day講座・体験は除く）
●ご入会いただくイオンカルチャークラブの会員資格に有効期限はござ
いません。
●受講料は全て1か月ごとのお支払となります。
（一部講座を除く）
●「第○週」の表記は目安です。詳しい日程はお問い合わせ下さい。
●受講料には材料費等は含まれておりません。別途、材料費等が必要な
講座もございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
●受講料とは別に運営維持費として毎月￥216（税込）が必要となります。
●定員に達しない場合や、その他の事情により開講できない場合がござ
います。
●講座によっては満員で受講頂けない場合がございます。
●受講料のお支払いは、イオンクレジットカード、その他各種クレジット
カード、または口座振替による月々の引き落としとなります。
●表記している価格には消費税がふくまれています。

講 師 募 集

個人情報の取扱い
入会、受講申込の際には、氏名、電話番号、メール
アドレス等を頂いております。講座に関する連絡
やお知らせ、サービス向上のために利用させて頂
きます。又イオンカルチャー㈱の個人情報保護方
針により、機密保持には万全を期し、大切にお取
り扱いを致します。

ご入会時にお持ちいただくもの
入会金と受講料2ヶ月分
イオンクレジットカード、
その他各種クレジットカード、
または、銀行キャッシュカード

web サイト
「講師募集のご案内」
より
イオンカルチャークラブ
お申込みフォームにてご登録ください。

検索

