今だけの2 大特典 !! 1 入会金 3,240円

2017 年 9 月末日までに
お申し込みの方限定 !!

半額 2 体験受講料 1,080円 半額

つくば店 イオンモールつくば 3F

※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。
※一部体験会を実施していない講座もございます。※他の優待との併用はできません。

【1DAY】イオンリカーソムリエと楽しむ
「ワインテイスティングセミナー」

入会金
不要

8/27
（日）13：00〜14：30
参加費:2,500円

【1DAY】ミネラル醗酵ドリンクで
身体スッキリ！

入会金
不要

9/18・10/16（月）10:30〜12:30
参加費:1,620円 教材費:2,000〜3,000円

講師 堀内 久美子

講師 杉田 加奈子

スパークリングおすすめ
5種の飲み比べと産地や
製造方法の違いを解説。
ワインに合うオススメ料
理のご紹介もあります。
お土産付。

美容と健康、食の安全、ミ
ネラルの重要性について
学びます。ミネラル醗酵
ドリンク、2ヶ月で簡単み
そ作りなどをご指導致し
ます。

【1DAY】ヒンメリを作ろう

入会金
不要

9/4・10/2（月）10：00〜12：00
参加費:2,160円 教材費:2,500円

第1・2・3・4（土）15:50〜16:50
月謝:4,320円

講師 市塚 亜希

講師 INA

学研ほっぺんくらぶ入園準備分離2〜3才

Kidsモデルウォーキング

第1・2・3・4（木）
【幼児】16:00〜17:00【児童】17:05〜18:05
月謝:6,274円 教材費:別途

第1・2・3・4（金）11:15〜12:25
月謝:6,458円 教材費:別途

第１・３（火）19:00〜20:00
月謝:5,400円

講師 カワイ体育教室専任講師

講師 ほっぺんくらぶ専任講師

体験会

随時受付中

体験会

美味しいハーブティーと
クラフト講座（全5回）

NEW

第1（金）10:00〜11:30
月謝:2,484円 教材費:別途

体験会

9/15（金）体験教材費540円

抹茶と和菓子を楽しむ茶道

NEW

第2・4（金）13：30〜15：00
月謝:4,320円 教材費:別途

こども日本舞踊
第１・３（金）16:30〜17:30
月謝:3,240円
講師 尾上敬嘉

憧れのファッション
ショーに出よう！都内の
コレクション、テーマパー
クのファッションショー
演出等で活躍中の講師が
指導します。
【対象】6才〜15才
体験会

9/19（火）

入園前の小さなお子様も
受講OK。歩く基本からは
じ ま り 、正 し い 姿 勢 や 正
座、お辞儀の仕方など、優
雅な動作が身に付きます。
【対象】２才〜小６（保護者
同伴可）
体験会

一筆で素敵な花を描く
CSローズ・ペインティング

NEW

第2・4（月）10：30〜12：30
月謝:4,320円 教材費:別途

第1・3（木）10:00〜12:00
月謝:4,320円

講師 伊藤 加代子

講師 永谷 智恵美

ハーブティーは、美味し
いだけではなく身体の中
から元気にしてくれま
す。ハーブティーのブレ
ンド方法や日常生活に活
かせるクラフトも作りま
す。

季節の和菓子と茶花で日
本の四季を楽しみながら
椅子に座って茶道を勉強
しましょう。年齢、性別、
国籍を問いません。

丸筆に何色もの絵の具を
付け一筆で描く技法の
トールペイントです。鮮
やかな「ＣＳローズ」オリ
ジナルの花を描きましょ
う。

初心者向けクラスです♪ 通
園・通学グッズ、ご自分やお
子様のお洋服作り、既製服の
リメイク・リサイズ等、手づ
くりしませんか？

9/22（金）体験教材費500円

体験会

9/25（月）体験教材費200円

体験会

パフュームフラワー

革工芸

アートプリント

第2（土）10:00〜12:00
月謝:2,160円 教材費:別途

第1（火）10:00〜12:00
月謝:2,160円 教材費:別途

第1・3（月）12:30〜15:30
月謝:4,320円 教材費:別途

第1（土）10:00〜13:00
月謝:2,916円 教材費:別途

講師 関 敦子

講師 飯渕 祝子

講師 高宮 英子

講師 手塚 秀子

樹脂素材に石鹸の成分を
練り込んで作った新素材
のパフュームフラワーを
使用します。色々とアレ
ンジを楽しんでいただけ
ます。

新しい時代の革工芸を楽
しもう！ 初めての方も基
礎を終えるとバッグ作り
に チャレンジできる講座
です。一緒に楽しんでみ
ませんか。

デザインシートやジュエ
リーシートを使い洋服や
小物などにアイロンで転
写します。自分だけのお
洒落が楽しめリメイクも
出来ます。

体験会

9/5（火）体験教材費2,700円

体験会

9/18（月）体験教材費500円

体験会

グラスインフラワー

フレンチカルトナージュ講座

ポーセラーツ

第2・4（金）10:00〜12:00
月謝:4,320円 教材費:別途

第1（金）10:30〜12:30
月謝:2,700円 教材費:別途

第1（日）10：30〜12：30
月謝:2,160円 教材費:別途

第4（水）10:00〜13:00
月謝:3,240円 教材費:別途

体験会

講師 平 百代

講師 岡崎 喜代子

講師 石橋 真由美

コールドプロセス法で石け
んを手作りする基本を学び
ま し ょ う 。毎 回 テ ー マ に
沿った、約370ｇの石けん
を作ります。

ガラス細工内の空間に色
とりどりの「四季の花」で
個性を大切に自分だけの
オリジナル作品を作りま
す。プレゼントにも最適
です。

ヨーロッパの工芸で厚紙に
紙や布を貼って箱やステー
ショナリーを作ります。お
好みのサイズで作れます。
初心者大歓迎です。

白磁器、ガラスに転写紙、
セラミックペン等を使っ
て彩りを生活の中に取り
込んでみませんか？自分
のオリジナル作品を作れ
ます。

体験会

NEW

クンダリーニヨガ
第1・2・3・4（金）13:30〜15:00
月謝:6,480円 教材費:別途

体験会

9/15（金）

10/6（金）体験教材費1,000円

初級英会話
レッツトーク・ウィズ・マイケル

体験会

NEW

第１・２・３・４（月）19:00〜20:00
月謝:8,640円 教材費:別途

10/1（日）体験教材費1,500円

体験会

季節の唱歌を歌おう（初心者）

初めてのステンドグラスレッスン

第2・4（木）14:00〜15:00
月謝:4,320円 教材費:別途

第1・3（金）10：00〜12：00
月謝:4,320円 教材費:別途

講師 マイケル・ウェバー

講師 柿添 京子

講師 横田 美子

日常会話の基礎を中心に
身近な話題、興味のある
事など、話す・聴くから始
める初級講座です。生き
た英語を楽しく学びま
しょう。

昔、音楽の時間に歌った
曲を歌ってみませんか？
腹式呼吸と発声練習から
始めてお腹から声を出し
て楽しく一緒に歌いま
しょう。

ステンドグラスの基本的な
技術を、 灯り をテーマに
学べる講座です。エッチン
グも取り入れながらガラス
ワークを楽しみます。

つくば店 イオンモールつくば 3F

体験会

イオンホールの隣り

☎029-839-2073
〒305-0071
茨城県つくば市稲岡66-1 イオンモールつくば3F
（イオンホールの隣り）
●駐車場：無料 駐輪場：無料

受付
時間

9:00〜20:00
※土日は 18:00 まで

9/28（木）

体験会

9/15（金）体験教材費1,080円

入会と受講のご案内

個人情報の取扱い

●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。

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。

講 師 募 集

NEW

ママの為の写真教室

NEW

喜楽にカリグラフィー

第3（木）
13:30〜15:00

第1・3（月）10：00〜12：00

第4（水）14:00〜16:00

講師 佐藤 結佳

講師 鳥羽田 重直

講師 岡田 康一

講師 長尾 真子

月謝:2,700円

教材費:別途

月謝:2,160円

教材費:別途

月謝:4,320円

世界で最も短い文学であ
る俳句の実作講座です。
日常の生活の中での喜怒
哀楽を、五・七・五の17音
で表現してみませんか。

9/10（日）
体験会 体験教材費500円

9/21（木）
体験会 体験教材費60円

NEW

月謝:2,700円

一眼レフカメラを購入し
たけれども期待した写真
が撮れなくて悩んでいま
せんか？どなたでも参加
可能です。
（ お子様連れも
ＯＫ）

NEW

気軽に詩吟を楽しもう

カリグラフィーの基本、
イタリック体から学び、
生活の中で使えるカード
や小作品を制作していき
ます。

9/27（水）
体験会 体験教材費600円

体験会 9/4（月）
・9/18（月）

はじめてのクラフトバンド

NEW

初めてのフラメンコギター講座 NEW

第1・3
（金）13：00〜15：00

第2・4（水）10：00〜11：00

第2（月）14：00〜15：30

講師 長峰 幸代

講師 瀬賀 達美

講師 中島 園心

講師 生熊 修一

教材費:別途

月謝:4,320円

基本の地割から丁寧にご
指導いたします。1回の講
座で1つのまりを制作し
て、1年（11回）で基本の
かがりが習得できます。

教材費:別途

月謝:2,160円

ク ラ フ ト バ ン ド（ 牛 乳
パックや小麦の袋などの
リサイクル紙紐）を使い、
カゴやバッグ、小物など
を楽しく作りましょう。

NEW

教材費:別途

第３（火）13：30〜15：30

体験会

講師 Dya Singh

お問合せ下さい

俳句を楽しむ

教材費:別途

月謝:5,400円

詩吟は詩に節をつけて味
わい深く謡います。お腹
から大きな声を出し、年
齢や性別に関係なく、誰
でも楽しめる気楽な趣味
です。

未経験者大歓迎です！グ
ループレッスンなので、
みんなで楽しく学べま
す。今日からあなたもフ
ラメンコギタリストに！

9/27（水）体験教材費2,420円

瞑 想 や 呼 吸 法 、ダ イ ナ
ミックな動きのあるポー
ズ な ど を 通 じ て 、心・精
神・身体に働きかけ新た
な自分を発見します。

体験会

NEW

第３（日）13：30〜15：30

月謝:3,240円

講師 長谷川 美和

9/22（金）体験教材費1,500円

魔法の日本茶時間

手まり教室

10/7（土）体験教材費1,620円

ココロとカラダにやさしい
手作り石けん基本コース【全６回】

9:00〜20:00 ※土日は18:00まで

急須で丁寧に日本茶を淹
れおいしい一杯のための
知識をお茶の香りに包ま
れながら学びましょう。
毎回3〜４種類のお茶と
お菓子付。

結婚式に使えるアイテムを
１つずつ作っていきます。
新婦や母上の他、贈り物に
も使えるのでどなたでもご
参加いただけます。

9/9（土）体験教材費3,000円

受付時間

9/21（木）体験教材費500円

結婚式までに揃えたい！手作りアイテム
プリザーブド＆アートフラワー

体験会

☎ 029-839-2073

手づくりソーイング教室（木曜クラス） NEW

講師 佐藤 宗博

体験会

つくば店

9/29（金）

講師 岡崎 喜代子

11/3（金）体験教材費1,500円

イオンモールつくば3Ｆ
イオンホール

9/16（土）

講師 吉田 ヒトシ

学研の研究から導き出した
プログラムで、お子様の身体
や頭脳を育てるだけでなく、
無限の可能性を引き出し
様々な力を育てます。
【対象】2才〜3才
（2013/4/2〜2014/4/1生まれまで)

カワイ体育教室は、お子さ
まの活動の場の提供と子
供の遊びを保障する「あそ
びのルネッサンス」を提供
し続けてまいります。
【対象】幼児：年少の10月
〜年長・児童：小1〜小6

NEW

☆☆☆ 入 場 無 料 ☆☆☆

ストリート・ジャズ・ファ
ンク・ソウルを踊ります。
柔軟さリズム感覚を身に
付け、音感とバランス感
覚を鍛えます。
【対象】
４才〜６才
体験会

カワイ体育教室

つくば店・土浦店 合同文化祭
9/16 ・17 開催決定！

Jisedai リトルキッズヒップホップ NEW

「ヒンメリ」は幸福を呼ぶ
と言う意味もある北欧
フィンランドの伝統工芸
品です。スワロフスキー
付でお部屋に飾ることが
できます、

イオンホールの隣り

9/19（火）
体験教材費1,080円

こども将棋教室

体験会

NEW

9/1（金）
・9/15（金）
体験教材費400円

ケイキフラ

体験会

NEW

9/13（水）
・9/27（水）
体験教材費30円

体験会

9/11（月）
体験教材費：ギターレンタル100円

アンチエイジングウォーキング NEW

ハワイアンフラで楽しく

第2・4
（日）10:00〜11:30

第2・4
（水）17：00〜18：00

第2・4（水）10：30〜11：30

第2・4（水）19：00〜20：30

講師 堀江 透

講師 幸子kuliaikeakea山本

講師 井野 めぐみ

講師 幸子kuliaikeakea山本

月謝:3,780円

教材費：別途

月謝:3,240円

まずは、楽しさと面白さ
を学び将棋を好きになり
ましょう。集中力、コミュ
ニケーション力、勝負感、
人生勉強にも役に立ちま
す。
【対象】
小学生

教材費:別途

基本ステップを重視し、
柔軟性、リズム感など、子
供の素直な心で踊り、フ
ラダンスを楽しみましょ
う。最初は踊れなくても
大丈夫です。
【対象】小学生

月謝:4,320円

正しい姿勢、歩き方をご
存知ですか？正しい歩き
方 を 学 ん で 、い く つ に
なっても若々しく元気に
歩ける自分を手にいれま
しょう。

月謝:4,320円

教材費:別途

楽しみながら心豊かにな
れる時間を過ごしません
か？ハワイの踊りを分か
りやすく丁寧に、レベル
に応じた踊りもご指導し
ます。

ご入会時にお持ちいただくもの

webサイト
「講師募集のご案内」
より
お申込みフォームにてご登録ください。

体験会 9/10（日）
・9/24（日）

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

イオンカルチャークラブ

検索

※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（税込）です。
※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。

体験会 9/13（水）
・9/27（水）

体験会 9/13（水）
・9/27（水）

NEW

体験会 9/13（水）
・9/27（水）

今だけの2 大特典 !! 1 入会金 3,240円

2017 年 9 月末日までに
お申し込みの方限定 !!

花を楽しむ！
パリスタイルアレンジメント

中国語HSK試験対策講座
第1・2・3・4
（水）13:00〜14:00
月謝:9,450円 教材費:別途

第4（火）
13:30〜15:30
月謝:2,160円 教材費:別途

半額 2 体験受講料 1,080円 半額

気軽に楽しくクリスタルフルート

すぐに使える手相術

健康体操自彊術

アロハエンジョイフラ入門クラス

第1・3（火）
14:00〜15:00
月謝:5,400円 教材費：別途

第3（土）13:00〜14:00
月謝:3,240円 教材費:別途

第1・3（金）13:30〜15:00
月謝:3,240円

第2・3・4（火）19:00〜20:00
月謝:5,400円

講師 羅 瑾碧

講師 河原 由美

講師 TOMOKO

講師 青山 松令

昇進・昇格の要件及び中
国赴任者・中国語を使用
する部門担当者の選定基
準でもありますHSKの試
験対策講座です。

リーフで花器を作ったり
お洒落なデザインアレン
ジを楽しんで頂きます。
季節のお花は市場より直
接仕入れた新鮮な花を使
います。

素敵なガラスの横笛を吹
いてみませんか？ 楽器が
初めてでも楽譜が読めな
くても大丈夫！ 丁寧に楽
しくレッスンしていきま
す。

手相には情報が満載。鑑
定を交えながら手のひら
が教えてくれるサインを
見つけます。未来を自分
の手でつかみましょう。

体験会 9/20（水）

体験会

【表の見方】 第 1 週、第 2 週などの週の順番を表しています

講座

9/26（火）
体験教材費3,240円

①②③④

週・曜日

火

体験会 随時受付中

体験会

9/16（土）
体験教材費100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。
※一部体験会を実施していない講座もございます。

時間

月謝

講座

週・曜日

時間

月謝

火 13:30〜15:30

2,160円

パフュームフラワー

①

火 10:00〜12:00

2,160円

4,320円

グラスインフラワー

①

金 10:30〜12:30

2,700円

水 10:00〜12:00

4,860円

美味しいハーブティーとクラフト講座（全５回） ①

金 10:00〜11:30

②④

水 13:00〜15:00

4,860円

素敵な手づくりギフト

①

経験ゼロから始める絵画入門・夜

②④

水 18:30〜20:30

4,860円

楽しみましょう 草月流いけばな

木曜絵画倶楽部

②④

木 10:00〜12:30

6,480円

ポストに笑顔を届ける絵手紙

④

月 13:30〜15:30

2,160円

紙上にリアルを表現する「初めての鉛筆写実画」 ③

水 13:30〜15:30

2,160円

色彩を楽しむ 透明水彩

②

水 13:00〜15:00

3,240円

気軽に本格絵画！スケッチ水彩画

①③

金 13:30〜15:30

4,320円

キラキラ☆ホビー チョークアート

②

土 13:00〜16:00

3,240円

はじめてのクラフトバンド

①③

金 13:00〜15:00

4,320円

手まり教室

③

火 13:30〜15:30

3,240円

手づくり ソーイング教室 月曜クラス

②④

月 10:00〜15:00

4,320円

手づくり ソーイング教室 木曜クラス

①③

木 10:00〜12:00

4,320円

和裁

②④

金 10:15〜12:15

5,400円

はじめてのつまみ細工

③

金 10:15〜12:15

2,700円

私のインテリア小物カルトナージュ

③

水 10:00〜12:00

2,160円

フレンチカルトナージュ講座

①

日 10:30〜12:30

2,160円

パッチワークで小物づくり

②④

金 13:00〜15:00

4,320円

卓上織機使用の手織り 裂き織り

①③

日 10:00〜12:00

4,320円

大人のビーズジュエリー講座

③

金 10:00〜12:00

2,160円

革工芸

①③

月 12:30〜15:30

4,320円

革工芸〜レザークラフトに親しむ〜

②

日 12:30〜16:00

2,160円

やさしい押し花

①③

木 10:00〜12:00

4,320円

アートプリント

①

土 10:00〜13:00

2,916円

グルーデコ スワロフスキーでキラキラアクセ作り ①

水 10:00〜12:00

2,160円

UVレジン＆デコクラフト

①

水 10:00〜12:00

2,700円

プラントドール

②④

火 10:00〜12:00

3,780円

初めてのステンドグラスレッスン

①③

金 10:00〜12:00

4,320円

楽しいグラスアート

②

水 10:00〜12:00

2,160円

ポーセラーツ

④

水 10:00〜13:00

3,240円

トールペイント

①③

月 10:00〜12:00

4,320円

一筆で素敵な花を描く CSローズ・ペインティング ②④

月 10:30〜12:30

4,320円

2,700円

ベイビーギフトマイスター講座

大人の書道教室（午前）

①②

火 10:00〜11:30

4,320円

大人の書道教室（午後）

①②

火 13:00〜14:30

4,320円

目標は特技の欄に「ペン習字」

①③

火 18:30〜19:30

経験ゼロから始める絵画入門・午前

②④

経験ゼロから始める絵画入門・午後

①

日 時
場 所

講座

週・曜日

火

9 月 16 日 ・17 日
10：00〜17：00
イオンモールつくば 3Ｆ
イオンホール

入場
無料

※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。
※一部体験会を実施していない講座もございます。

曜日を表しています ※他の優待との併用はできません。

時間

月謝

講座

週・曜日

時間

月謝

②④

アンチエイジングウォーキング

②④

水 10:30〜11:30 4,320円

Let s Talk！楽しく英会話・幼児

①②③④

月 18:00〜18:55

6,480円

エジプシャンベリーダンス（午前）

①②③④

月 10:30〜12:00 8,640円

こども英会話 マミー＆園児クラス

①②③④

金 16:00〜16:50

6,480円

2,484円

エジプシャンベリーダンス（夕方）

①③

月 17:00〜18:30 4,320円

こども英会話 小学低学年

①②③④

金 17:00〜17:50

7,020円

木 13:00〜15:00

2,700円

女子力アップ 妖艶ベリーダンス

②④

日 11:00〜12:30 5,400円

②

土 14:00〜15:30

2,160円

こども英会話 小学高学年

①②③④

金 18:00〜18:50

7,500円

全6回完結！アロマデビュー講座

③

火 10:30〜12:00

2,700円

お仕事帰りの社交ダンス（入門）

②④

火 19:30〜20:30 3,240円

3,240円

②④

金 10:00〜12:00

4,320円

火 15:00〜16:00 4,320円

金 10:00〜11:00

手作り石けん 基本コース（全6回）

社交ダンスを踊りましょう（初・中級） ②④

学研ほっぺんくらぶママベビ（4か月〜1才） ①③

3,240円

土 14:00〜16:00

3,240円

月 13:00〜14:00 4,860円

金 10:00〜11:00

④

①②③

学研ほっぺんくらぶママキッズ（1〜2才） ②④

写真入門 〜見る、感じる、決める〜

ミノアカ☆笑顔のフラレッスン

女性におすすめ！健康マージャン教室・初級 ②④

木 10:00〜12:30

4,320円

フラは心のエッセンス☆初級クラス

②③④

月 19:15〜20:15 5,400円

学研ほっぺんくらぶ入園準備分離（2〜3才） ①②③④

金 11:15〜12:25

6,458円

女性におすすめ！健康マージャン教室・中級 ②④

木 13:10〜15:40

4,320円

アロハエンジョイフラ 入門クラス

②③④

火 19:00〜20:00 5,400円

学研ほっぺんくらぶ園児（3〜5才）

①②③④

火 16:00〜17:00

5,151円

②④

木 16:00〜18:00

6,000円

木 17:00〜18:00

5,184円

土 10:00〜11:30

3,240円

木 13:30〜15:00 4,860円

①②③④

③

①②③

そろばん学校

運命開運学

本格的で美しい、はじめてのフラ

月 17:00〜18:00

4,320円

土 13:00〜14:00

3,240円

金 19:00〜20:30 6,480円

①③

③

①②③

小学生のプログラミング

すぐに使える手相術

フラメンコで自分磨き！

タロットマスター講座（資格取得12回） ③

土 14:10〜15:10

5,400円

立ち姿を美しく バレエストレッチ

②④

水 13:00〜14:00 3,240円

一緒に学ぼう ジュニアいけばな

②

土 16:00〜17:30

1,620円

立ち姿を美しく クラシックバレエ

①②③④

水 14:15〜15:30 9,720円

親子フラ

①③

水 16:45〜17:45

3,240円

バレエ ロシアンスタイル（大人）

①②③④

木 19:00〜20:30 10,800円

カワイ体育教室（幼児）

①②③④

木 16:00〜17:00

6,274円

初めてのバレエ（大人）

①②③④

土 10:20〜11:30 9,504円

カワイ体育教室（児童）

①②③④

木 17:05〜18:05

6,274円

アロマ＆ベーシックヨガ

①②③④

木 11:00〜12:15 6,480円

極真空手道

①②③④

金 19:00〜20:00

6,480円

キッズ合気道

①②③④

日 10:00〜11:00

6,480円

こども日本舞踊

①③

金 16:30〜17:30

3,240円

ダンス・健康

ハワイアンフラで楽しく

Let s Talk！楽しく英会話・児童

①②③④

月 17:00〜17:55

6,480円

火 18:30〜19:50

8,800円

はじめての中国語

②④

金 10:00〜12:00

5,400円

中国語HSK試験対策講座

①②③④

水 13:00〜14:00

9,450円

たのしい韓国語（中級）

②④

土 10:00〜11:30

6,480円

たのしい韓国語（初級）

②④

土 11:45〜13:15

6,480円

トラベル英会話

②④

月 10:00〜11:00

4,860円

夜のアロマ＆ベーシックヨガ

①②③④

木 19:00〜20:15 6,480円

やさしい旅行英会話

①③

土 10:00〜11:30

5,400円

はじめての リラクゼーションヨガ

①②③④

Let s Talk！初級英会話

①②③④

月 13:40〜14:40

火 10:00〜11:00 6,480円

8,640円

初級英会話 レッツトーク・ウィズ・マイケル ①②③④

月 19:00〜20:00

8,640円

クンダリーニヨガ

①②③④

金 13:30〜15:00 6,480円

クラシックバレエ 初等科

①②③④

水 17:00〜17:50

8,640円

Let s Talk！大人の英会話

①②③④

木 19:10〜20:20

8,640円

はじめてのバレリーナヨガ®

①③

土 10:00〜11:00 4,320円

バレエ ロシアンスタイル（プレ）

①②③④

木 15:30〜16:15

7,020円

話せない人のための英会話

①②③④

金 12:30〜14:00

8,640円

疲れた身体にリラックス整体

①③

水 19:00〜20:00 3,240円

バレエ ロシアンスタイル（初級）

①②③④

木 16:20〜17:20

7,560円

大人のための英会話（中級）

①②③④

金 14:00〜15:30

8,640円

心と身体のリラックス整体

②④

土 10:00〜11:00 3,240円

ディビッド先生のやさしい大人の英会話 ①③

土 11:45〜13:15

5,400円

バレエ ロシアンスタイル（中級）

①②③④

木 17:30〜18:50

ディビッド先生の使える大人の英会話 ②④

土 10:00〜11:30

5,400円

自力整体 ピラティスエクササイズ

①③④

月 15:00〜16:00 4,860円

8,640円
7,128円

水 10:00〜11:00

2,160円

火 11:20〜12:20 6,480円

土 11:40〜12:25

②④

①②③④

①②③

気軽に詩吟を楽しもう！

子連れOK！ 産後ボディリセット

エンジェルバレエ（3才〜小1）

土 12:30〜13:20

8,640円

月 14:00〜15:30

5,400円

火 10:30〜12:00 4,860円

①②③④

②

①②③

エンジェルバレエ（小2、経験者〜）

初めてのフラメンコギター講座

シニアのための 3Bエクササイズ

初めてのオカリナ

②④

火 13:30〜15:00

5,400円

健康体操 自彊術

①③

金 13:30〜15:00 3,240円

エンジェルバレエ（トウシューズ）

①②③④

土 13:00〜14:00

9,180円

①

水 10:00〜16:00

3,240円

3,456円

シニアのためのウクレレ

6,480円

水 17:00〜18:00 3,240円

火 16:30〜17:30

日 10:00〜11:30

②④

楽しく踊ろう！キッズダンス（4才〜小1） ②④

①③

ケイキフラ

3,456円

水 19:00〜20:30

5,400円

日 10:00〜11:30 3,780円

火 16:30〜17:30

①③

②④

楽しく踊ろう！キッズダンス（小1〜3）①③

楽しく二胡を弾こう！初中級クラス

こども将棋教室

楽しく二胡を弾こう！入門クラス

①③

木 19:00〜20:30

5,400円

こども絵画造形教室

②④

月 17:00〜18:30 4,320円

楽しく踊ろう！キッズダンス（小4〜6） ①③

火 17:40〜18:40

3,456円

楽しく二胡を弾こう！中級クラス

②④

木 19:00〜20:30

5,400円

みんなで楽しむ こども造形

②④

金 17:00〜18:30 4,320円

あなたにもできます！津軽三味線

①

土 10:00〜12:00

4,320円

描く力と個性を育てる子供絵画教室Ⅰ ②④

土 13:00〜14:30 4,320円

楽しい篠笛＜経験者＞

②④

木 10:00〜11:30

4,320円

初めての篠笛＜初心者＞

②④

木 11:40〜13:10

4,320円

描く力と個性を育てる子供絵画教室Ⅱ ②④

土 14:30〜16:00 4,320円

美しい文字を書こう！ 裕心習字教室Ⅰ ①②③④

日 10:00〜11:00 4,320円

日 13:30〜15:30

2,700円

ママの為の写真教室

①③

月 10:00〜12:00

4,320円

俳句を楽しむ

③

木 13:30〜15:00

2,160円

てづくり醗酵教室（午前）

④

火 10:30〜12:30

1,620円

てづくり醗酵教室（午後）

④

火 13:30〜15:30

1,620円

抹茶と和菓子を楽しむ茶道

②④

金 13:30〜15:00

4,320円

枯れないプランツ＆フラワーアレンジ ②

火 18:45〜20:30

2,160円

気軽に楽しく クリスタルフルート

①③

火 14:00〜15:00

5,400円

季節を楽しむ プリザーブドフラワー ①

木 13:00〜15:00

2,160円

季節の唱歌を歌おう（経験者）

②④

木 12:50〜13:50

4,320円

美しい文字を書こう！ 裕心習字教室Ⅱ ①②③④

日 11:00〜12:00 4,320円

結婚式までに揃えたい！プリザーブド ②

土 10:00〜12:00

2,160円

季節の唱歌を歌おう（初心者）

②④

木 14:00〜15:00

4,320円

美しい文字を書こう！ 裕心習字教室Ⅲ ①②③④

月 18:00〜19:00 4,320円

講 師 募 集

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

キッズ

③

※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。※ご入会の際には入会金
（3,240 円）
が必要です。
※体験受講料は通常 1,080 円（税込）です。 ※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。

キッズ

①②③④

初めての大人の簡単キーボード♪
（ご希望の30分間）

音楽・舞踊

生活・趣味

スペイン語講座（入門）

魔法の日本茶時間

※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。※ご入会の際には入会金
（3,240 円）
が必要です。
※体験受講料は通常 1,080 円（税込）です。 ※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。

「つくば店・土浦店 合同文化祭」開催決定！

体験会 随時受付中

①②③④

9:00〜20:00
受付時間 （土日は
18：00 まで）

水 19:00〜20:30 4,320円

女性におすすめ！健康マージャン教室
（初めてクラス・全2回）

語学・教養

手芸・工芸

花を楽しむ！パリスタイルアレンジメント ④

水 14:00〜16:00

生活・趣味

美術・書道

2,160円

④

講師 池野辺 典子
初めは正しい姿勢と基本
ステップを学びます。
「楽
しみながら上達できるフ
ラ」をご指導致します。一
緒にアロハを踊りましょ
う。

【表の見方】 第 1 週、第 2 週などの週の順番を表しています

木 10:00〜12:00

喜楽にカリグラフィー

講師 剱 早百合
各動作の目的、効果を理
解しながら、独自の呼吸
法や動作に伴った緊張と
弛緩が身に付くように指
導を進めます。

体験会 9/15（金）

曜日を表しています ※他の優待との併用はできません。

☎ 029-839-2073

つくば店

ご予約・お申込みはこちら

Jisedai リトルキッズヒップホップ

①②③④

土 15:50〜16:50

4,320円

Jisedai キッズヒップホップ

①②③④

土 17:00〜18:00

4,320円

ロイックス☆チアダンススクール
【ENJOYクラス 幼児】

①②③④

土 13:00〜13:50

4,990円

①②③④

土 14:00〜14:50

4,990円

キッズミュージカル

②④

火 17:45〜19:00

4,860円

Kidsモデルウォーキング

①③

火 19:00〜20:00

5,400円

ロイックス☆チアダンススクール
【ENJOYクラス 小学生】

講 師 募 集

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

