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●見学・体験、随時承っております。（体験料 1,080円 ／教材費・材料費は別途）
●受講料は月謝制です。出席・欠席にかかわらず受講料は全額を納入していただきます。
●納入後の入会金、受講料、更新料は原則としてお返し致しません。
●教材費・材料費等は受講料には含まれておりません。
●金額は全て内税表記です。消費税法改正による税率引き上げの際には料金が変わります。
●定員に満たない場合には、開講できないこともございます。ご了承ください。

一般講座

 ダルクローズ・メソードによる リトミック教室

入会金　5,400円

入会金　1,080円

入会金　6,480円

子ども教室

※リトミックは人数等によりクラス編成が変わることがございます。あらかじめご了承ください。

（２年間３講座まで有効） ２年後の会員証の更新時には
更新料1,080円がかかります入会金　3,240円

初めての方から、より深く音楽を楽しみたい方まで、年令を問わず楽しくレッスン！

Pi acere!ピ  ア チ ェ ー レ

♪ ジュニア レッスン （小学６年生まで）
♪ 一 般　 レッスン （中学生以上）
♪ 受験生  レッスン （音高・音大受験者対象，応相談）

♬ Ａコース （月２回）
♬ Ｂコース （月３回）

体験レッスン（30分） …  1,080円

【レッスン】

【コース】
♩ ジュニア … 5,400円／月より
♪ 一 般　  … 6,480円／月より

【レッスン料】

※個人レッスンです

受講料 (月額 )

3,240円

4,320円
通常の材料費は含む

5,400円

( 月額 )

6,480円

7,560円

2,160円

受講料

受講料 (月額 )

3,780円

4,320円

5,400円

4,320円
アンサンブルレッスン
※個人レッスン応相談

受講料 (月額 )

5,400円
スタンダードコース

2,160円
ホビーコース

2,160円
ヨーロピアンフラワーデザイン

2,160円
※半額前納制

4,320円

4,320円

4,320円

  初級

4,320円～

4,320円

5,400円

4,320円

4,320円

5,400円

6,480円

2,700円
毎回ティーテイスティング
プチ土産あり

7,560円

3,780円

5,616円

5,400円

4,860円

3,780円

3,780円

3,780円

3,780円

3,780円

3,780円

3,780円

時 間

10：00～ 11：30

13：30 ～ 15：30

16：30 ～ 17：30

17：30 ～ 18：30

時　間

13：30～ 15：00

13：30 ～ 15：30

14：00 ～ 16：00

14：00 ～ 16：00

13：30 ～ 15：00

13：30 ～ 15：00

時 間

10：30～ 11：00

16：15 ～ 16：45

16：00 ～ 16：45

13：00 ～ 13：45

14：00 ～ 16：00

時　間

16：00～ 18：00

10：00 ～ 12：00

10：00 ～ 12：00

  9：30 ～ 11：30

  9：30 ～ 12：00

10：00 ～ 12：00

10：30 ～ 12：30

13：30 ～ 15：30

10：00 ～ 12：30

10：00 ～ 13：00

10：00 ～ 13：00

  9：30 ～ 11：30

13：30 ～ 15：30

10：00 ～ 12：00

  9：30 ～ 11：30

13：30 ～ 15：30

14：00 ～ 16：00

13：30 ～ 16：00

13：30 ～ 15：30

13：30 ～ 15：00

19：15 ～ 20：45

10：30 ～ 11：30

13：30 ～ 14：30

19：30 ～ 20：30

10：00 ～ 11：30

10：30 ～ 11：30

10：00 ～ 11：30

10：00 ～ 11：30

14：00 ～ 15：30

10：00 ～ 11：30

19：00 ～ 20：30

19：00 ～ 20：30

19：00 ～ 20：30

曜　日

）土（3・2・1第

第2・4   　　（日）

第1・2・3・4（金）

第1・2・3・4（金）

曜　日

第1・3   　　（月）

第2・4   　　（金）

第2・4   　　（月）

第2・4   　　（日）

第1・3   　　（土）

第2・4   　　（火）

曜　日

）火（

）火（

）月（

）土（

）土（4第

曜　日

）土（3・2・1第

）土（3第

）木（3第

）水（3第

第1・3   　　（水）

第2・4   　　（木）

第1・3   　　（金）

第1・3   　　（金）

第1・3   　　（金）

第1・3   　　（木）

第2・4   　　（木）

）月（4・2・1第

）水（4・2・1第

第1・3   　　（火）

第2・4   　　（金）

第2・4   　　（金）

第1・2・3 　（水）

第1・2・3・4（木）

）火（3第

第1・2・3・4（水）

第1・3   　　（火）

第1・2・3・4（木）

第1・2・3・4（火）

第1・2・3・4（木）

第2・4   　　（土）

第2・4   　　（月）

第1・3   　　（金）

第1・3   　　（土）

第1・3   　　（金）

第1・3   　　（水）

第1・3   　　（火）

第2・4   　　（火）

第1・3   　　（金）

講　師

講　師

対　象

講　師

国立音楽大学教育音楽科Ⅱ類（リトミック）卒業
サーティフィケイト免許取得 
日本ジャック＝ダルクローズ協会会員

日本絵手紙協会会員
公認講師

ハワイアンキルトスタジオ  マカナニ 

国家検定　陶磁器製造技能士
（１級絵付士），J・P・P・A会員

日本手芸普及協会認定講師

東華書院師範

日本健康麻将協会認定レッスンプロ

日本紅茶協会認定  ティーアドバイザー，
シニアティーインストラクター，　　　 
中国政府認定 高級評茶師，中級茶藝師

きさらづアートスタジオ 

きさらづアートスタジオ 

内閣府認証  NPO法人日本予防医学療術協会
認定  ヨガインストラクター　　 
シグマストレッチ協会 峯岸道子ヨガ棒エクサ
サイズ指導者

NBA バレエ団スタジオカンパニー

Diamond Bellydance Company

ホークーアオ  ヤエコ  フラスタジオ

ホークーアオ  ヤエコ  フラスタジオ

Tiare nui Hulastudio 主宰
Mahinalani

インストラクター

インストラクター

ハラウ  フラ  オ  カワイ  オ  カプア所属

ハラウ  フラ  オ  カワイ  オ  カプア所属

ハラウ  フラ  オ  カワイ  オ  カプア所属

ハラウ  フラ  オ  カワイ  オ  カプア所属

若柳流

明暗流・琴古流

 １～3歳  ママと一緒

 ３歳～ 年中

 年中 ～ 年長

 小学生

東華書院師範

ヒップホップダンス基本技能指導士

y o u

講　座　名

 書　　　道

 自  由  画  室
児童画,水彩画,工作,木版画

Jazz Dance Kids 
ジャズ ダンス キッズ

等

レッスン科目

 ピ　ア　ノ

 フ  ル  ー  ト

 声　　　楽

聴音・ソルフェージュ

講　座　名

月曜日の
ハワイアンフラダンス

 日  本  舞  踊

虚無僧尺八

古典本曲尺八

たのしい
クラシックギター

ク　ラ　ス

リトミック
 幼児科

年間
40回

年間
10回

リトミック
 児童科

講　座　名

 フラワー
アレンジメント

小池邦夫の
絵　手　紙

 パッチワーク

ハワイアンキルト

 着物リメイク

白磁器上絵付け
ポーセリンアート

トール
ペインティング

 淡　彩　画

 日　本　画

 油　　　絵

 書　　　道

健康マージャン
～お茶をご一緒に～
 紅茶・中国茶

 ヨ　　　ガ

 パ ワ ー ヨ ガ

ヨガ棒を使った健康ヨガ
シニアヨガクラス

 エアロビクス

大人のための
 バ レ エ
美しくなる
 ベリーダンス

 ハワイアン
 　フラダンス
はじめての
ハワイアンフラダンス

やさしい
ハワイアンフラダンス

おつとめ帰りの
ハワイアンフラダンス

楽器または
リトミック
の経験者


