
 

 

 

福住教室福住教室福住教室福住教室    ：：：：    札幌市豊平区札幌市豊平区札幌市豊平区札幌市豊平区福住福住福住福住２２２２条条条条１１１１丁目丁目丁目丁目    イトーヨーカドーイトーヨーカドーイトーヨーカドーイトーヨーカドー    福住店福住店福住店福住店    6666 階階階階    駐車場駐車場駐車場駐車場 3333 時間時間時間時間無料無料無料無料    

英会話と学習塾の英会話と学習塾の英会話と学習塾の英会話と学習塾の両方両方両方両方にごにごにごにご参加参加参加参加のののの小学生小学生小学生小学生はははは8.4008.4008.4008.400 円円円円    （各月４回１回１時間）（各月４回１回１時間）（各月４回１回１時間）（各月４回１回１時間）    教材費無教材費無教材費無教材費無料料料料    【やさしいギター】【やさしいギター】【やさしいギター】【やさしいギター】    

講師：草ヶ谷講師：草ヶ谷講師：草ヶ谷講師：草ヶ谷    敏夫敏夫敏夫敏夫 ギター教室主催 

第第第第 2222････4444 金曜日金曜日金曜日金曜日 13:0013:0013:0013:00～～～～14:3014:3014:3014:30    

   受講料：月受講料：月受講料：月受講料：月 2222 回回回回 4.2004.2004.2004.200 円円円円    

【【【【かなかなかなかな書道書道書道書道】】】】    

講師：長佐古講師：長佐古講師：長佐古講師：長佐古    良子良子良子良子 道展会員 

第第第第 1111・３金曜日・３金曜日・３金曜日・３金曜日        11:0011:0011:0011:00～～～～12:3012:3012:3012:30    

受講料：月受講料：月受講料：月受講料：月 2222 回回回回 3150315031503150 円円円円    

【【【【いけばないけばないけばないけばな池坊池坊池坊池坊】】】】    

講師：国母講師：国母講師：国母講師：国母    静子静子静子静子    

第第第第 2222････4444 木曜日木曜日木曜日木曜日 10:010:010:010:00000～～～～12:0012:0012:0012:00    

受講料：受講料：受講料：受講料：2100210021002100 円～円～円～円～    花代花代花代花代：：：：1050105010501050 円円円円    

    支部会費支部会費支部会費支部会費:1000:1000:1000:1000 円（入会時）円（入会時）円（入会時）円（入会時）    

受講料受講料受講料受講料：：：：月月月月 4444 回回回回    ５．２５０５．２５０５．２５０５．２５０円円円円            

月２回月２回月２回月２回    ３．１５０円３．１５０円３．１５０円３．１５０円    ・・・・教材費教材費教材費教材費無料無料無料無料 

受講料受講料受講料受講料：：：：月月月月 4444 回回回回    （（（（1111 回回回回 1111 時間）時間）時間）時間）    ５．２５０５．２５０５．２５０５．２５０円円円円   

教材費教材費教材費教材費    中学生中学生中学生中学生 1111 ヶ月一教科ヶ月一教科ヶ月一教科ヶ月一教科 525525525525 円円円円    小学生無料小学生無料小学生無料小学生無料 

 

【【【【おかあさんと一おかあさんと一おかあさんと一おかあさんと一緒緒緒緒のののの英会話】英会話】英会話】英会話】（（（（0000～～～～3333 歳）歳）歳）歳）外国人講師外国人講師外国人講師外国人講師【【【【45454545 分】分】分】分】 

水曜日水曜日水曜日水曜日：：：：13131313：：：：00000000～～～～13131313：：：：45454545    無料体験できます無料体験できます無料体験できます無料体験できます    

【【【【少人数少人数少人数少人数制完全制完全制完全制完全個別個別個別個別指導】指導】指導】指導】    

【【【【子供子供子供子供とととと大人大人大人大人のののの編編編編みみみみ物物物物】】】】    

講師講師講師講師：：：：高橋高橋高橋高橋    悦子悦子悦子悦子    社）日本編み物文化協会手編み師範 

        第第第第 1111・・・・２２２２・・・・３３３３金曜日金曜日金曜日金曜日 16:3016:3016:3016:30～～～～18:0018:0018:0018:00    

受講料受講料受講料受講料：：：：月月月月 3333 回回回回    3150315031503150 円円円円    

                                        材料費材料費材料費材料費：：：：実費実費実費実費（（（（子供子供子供子供    500500500500 円前後円前後円前後円前後・・・・    大人大人大人大人 500500500500 円円円円～）～）～）～） 

【【【【こと・こと・こと・こと・三味線三味線三味線三味線】】】】    

講師講師講師講師：：：：米田米田米田米田    哲子哲子哲子哲子 札幌文化アカデミー講師 

・朝日カルチャー講師 

※※※※練習時楽器練習時楽器練習時楽器練習時楽器おおおお貸貸貸貸しししし致致致致しますしますしますします[[[[無料無料無料無料]]]]        

第第第第 2222････4444 土曜日土曜日土曜日土曜日 12121212：：：：00000000～～～～14141414：：：：00000000    

受講料：受講料：受講料：受講料：    月月月月 1111 回回回回 2100210021002100 円・月円・月円・月円・月 2222 回回回回 4200420042004200 円円円円 

【【【【カワイピアノカワイピアノカワイピアノカワイピアノ教室教室教室教室】  

講師：河合専任講師講師：河合専任講師講師：河合専任講師講師：河合専任講師    個人個人個人個人レッスンレッスンレッスンレッスン 

金曜日金曜日金曜日金曜日 時間お問い合わせ下さい 

入会金入会金入会金入会金:5.250:5.250:5.250:5.250 円円円円    受講料：受講料：受講料：受講料：7.2507.2507.2507.250 円円円円 

教材費教材費教材費教材費:7250:7250:7250:7250 円（年間円（年間円（年間円（年間 40404040 又は又は又は又は 22222222 回回回回））））    

【幼児の英会話】【幼児の英会話】【幼児の英会話】【幼児の英会話】（（（（3333～～～～6666 歳）歳）歳）歳）外国人講師外国人講師外国人講師外国人講師（（（（60606060 分）分）分）分）    

       月曜日月曜日月曜日月曜日：：：：15:0015:0015:0015:00～～～～15:4515:4515:4515:45 無料体験できます無料体験できます無料体験できます無料体験できます 

       火曜日火曜日火曜日火曜日：：：：15:1515:1515:1515:15～～～～16:0016:0016:0016:00 無料体験できます無料体験できます無料体験できます無料体験できます    

       水曜日水曜日水曜日水曜日：：：：15:1515:1515:1515:15～～～～16:0016:0016:0016:00 無料体験できます無料体験できます無料体験できます無料体験できます 

       木曜日木曜日木曜日木曜日：：：：15:2515:2515:2515:25～～～～16:1016:1016:1016:10 無料体験できます無料体験できます無料体験できます無料体験できます 

       土曜日土曜日土曜日土曜日：：：：16:1016:1016:1016:10～～～～16:5516:5516:5516:55 無料体験できます無料体験できます無料体験できます無料体験できます    

小・小・小・小・中中中中：：：：全教科全教科全教科全教科、高校生：、高校生：、高校生：、高校生：英語英語英語英語    

毎週毎週毎週毎週火火火火曜日曜日曜日曜日：：：：19191919：：：：30303030～～～～21212121：：：：30303030 無料体験可無料体験可無料体験可無料体験可    

小・小・小・小・中：全教科、中：全教科、中：全教科、中：全教科、高校生：数・国・物理・化高校生：数・国・物理・化高校生：数・国・物理・化高校生：数・国・物理・化学学学学        

毎週毎週毎週毎週木曜日木曜日木曜日木曜日：：：：19191919：：：：30303030～～～～21212121：：：：30303030 無料体験可無料体験可無料体験可無料体験可    

第第第第 2222・４・４・４・４土曜日：土曜日：土曜日：土曜日：19191919：：：：30303030～～～～21212121：：：：30303030 無料体験可無料体験可無料体験可無料体験可    

        【子供と大人の簡単【子供と大人の簡単【子供と大人の簡単【子供と大人の簡単スケッチスケッチスケッチスケッチ】】】】    

講師：大野講師：大野講師：大野講師：大野    恵里恵里恵里恵里    北海道教育大学大学院北海道教育大学大学院北海道教育大学大学院北海道教育大学大学院・・・・    

教育学研究科教科教育専攻美術教育専修修了教育学研究科教科教育専攻美術教育専修修了教育学研究科教科教育専攻美術教育専修修了教育学研究科教科教育専攻美術教育専修修了    

スケッチブックに色鉛筆、水彩等でさらっと描き方をスケッチブックに色鉛筆、水彩等でさらっと描き方をスケッチブックに色鉛筆、水彩等でさらっと描き方をスケッチブックに色鉛筆、水彩等でさらっと描き方を    楽しくまなびます。楽しくまなびます。楽しくまなびます。楽しくまなびます。                    

毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日    9999：：：：00000000～～～～11111111：：：：00000000    （１回 2 時間） 

第第第第 1,31,31,31,3 木曜日木曜日木曜日木曜日    10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000        

受講料：月受講料：月受講料：月受講料：月 4444 回回回回 5.2505.2505.2505.250 円・円・円・円・    

月月月月 2222 回回回回 3150315031503150 円円円円 

        【【【【タティングタティングタティングタティング・・・・レースレースレースレース】】】】 

    

今、人気の今、人気の今、人気の今、人気の    ビクトリア女王も愛した宝ビクトリア女王も愛した宝ビクトリア女王も愛した宝ビクトリア女王も愛した宝石のような出石のような出石のような出石のような出

来上がりの、小さな用具ひとつで意外と簡単にアク来上がりの、小さな用具ひとつで意外と簡単にアク来上がりの、小さな用具ひとつで意外と簡単にアク来上がりの、小さな用具ひとつで意外と簡単にアク

セサリーなどが作れるレース編みです。セサリーなどが作れるレース編みです。セサリーなどが作れるレース編みです。セサリーなどが作れるレース編みです。    

講師講師講師講師：：：：大阪大阪大阪大阪    加奈美加奈美加奈美加奈美    

                                日本編み物検定協会審査委員日本編み物検定協会審査委員日本編み物検定協会審査委員日本編み物検定協会審査委員    

第第第第 2,2,2,2,４４４４月曜日月曜日月曜日月曜日    11110000：：：：00000000～～～～11112222：：：：00000000    （１回 2 時間） 

受講料：受講料：受講料：受講料：月２回月２回月２回月２回    ３．１５０円３．１５０円３．１５０円３．１５０円  用具＋糸代用具＋糸代用具＋糸代用具＋糸代    500500500500 円円円円 

【【【【すぐすぐすぐすぐ使使使使えるえるえるえる中国語中国語中国語中国語】】】】    

講師講師講師講師：：：：平野平野平野平野    美奈美奈美奈美奈 中国黒龍江省生まれ 

毎週土曜日毎週土曜日毎週土曜日毎週土曜日    14141414：：：：00000000～～～～15151515：：：：00000000 

受講料：月受講料：月受講料：月受講料：月 4444 回回回回 5.2505.2505.2505.250 円円円円    

月月月月 2222 回回回回 3150315031503150 円円円円    教材費無し教材費無し教材費無し教材費無し    

中国語の標準語である北京語をきれいな発音で学中国語の標準語である北京語をきれいな発音で学中国語の標準語である北京語をきれいな発音で学中国語の標準語である北京語をきれいな発音で学

びます。びます。びます。びます。    講師は中国人の父、日本人の母、講師は中国人の父、日本人の母、講師は中国人の父、日本人の母、講師は中国人の父、日本人の母、31313131 年間年間年間年間

中国に住んでいたバイリンガル中国に住んでいたバイリンガル中国に住んでいたバイリンガル中国に住んでいたバイリンガル 

【小学生低学年の英会話】【小学生低学年の英会話】【小学生低学年の英会話】【小学生低学年の英会話】 （（（（60606060 分分分分））））外国人講師外国人講師外国人講師外国人講師 

月曜日月曜日月曜日月曜日：：：：15:4515:4515:4515:45～～～～16:4516:4516:4516:45    無料体験できます無料体験できます無料体験できます無料体験できます    

火曜日火曜日火曜日火曜日：：：：１１１１6:056:056:056:05～～～～17:0517:0517:0517:05    無料体験できます無料体験できます無料体験できます無料体験できます    

水曜日水曜日水曜日水曜日：：：：16:0016:0016:0016:00～～～～17:0017:0017:0017:00    無料体験できます無料体験できます無料体験できます無料体験できます    

木曜日木曜日木曜日木曜日：：：：16:2016:2016:2016:20～～～～17:2017:2017:2017:20    只今新規募集中只今新規募集中只今新規募集中只今新規募集中    

土曜日土曜日土曜日土曜日：：：：17171717:00:00:00:00～～～～18181818:00:00:00:00    只今新規募集中只今新規募集中只今新規募集中只今新規募集中 

小・中小・中小・中小・中：：：：全教科全教科全教科全教科＆＆＆＆英検英検英検英検学習も学習も学習も学習も    

毎週土曜日毎週土曜日毎週土曜日毎週土曜日：：：：10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000 とととと    

13131313：：：：00000000～～～～16161616：：：：00000000    ・・・・17171717：：：：00000000～～～～19191919：：：：00000000    無料体験可無料体験可無料体験可無料体験可    

冬休み冬休み冬休み冬休みお好きなお好きなお好きなお好きな日時日時日時日時がががが選選選選べるべるべるべる    

３０３０３０３０時間講習時間講習時間講習時間講習    募集開始募集開始募集開始募集開始!!!!！！！！↓↓↓↓    

小学生・中学生・高校生小学生・中学生・高校生小学生・中学生・高校生小学生・中学生・高校生    対応対応対応対応        

費用：費用：費用：費用：小学生小学生小学生小学生    7.3507.3507.3507.350 円円円円    ・・・・    中学生中学生中学生中学生    15.75015.75015.75015.750 円円円円    

高校生高校生高校生高校生    3333１．１．１．１．5555００００００００円円円円    （高校生は日時指定あり）（高校生は日時指定あり）（高校生は日時指定あり）（高校生は日時指定あり）    

当塾指定の当塾指定の当塾指定の当塾指定の 100100100100 時間から時間から時間から時間から    ご自分の都合に合わせてご自分の都合に合わせてご自分の都合に合わせてご自分の都合に合わせて 30303030 時時時時

間選んでご参加して頂けます。間選んでご参加して頂けます。間選んでご参加して頂けます。間選んでご参加して頂けます。    完全個別指導完全個別指導完全個別指導完全個別指導なのなのなのなの

で一年間の総復習をしても、苦手な教科を克服しても、次で一年間の総復習をしても、苦手な教科を克服しても、次で一年間の総復習をしても、苦手な教科を克服しても、次で一年間の総復習をしても、苦手な教科を克服しても、次

の学年の予習をしても、道コンの為の学習に使ってもの学年の予習をしても、道コンの為の学習に使ってもの学年の予習をしても、道コンの為の学習に使ってもの学年の予習をしても、道コンの為の学習に使っても OKOKOKOK！！！！    

ご希望ご希望ご希望ご希望の方にはの方にはの方にはの方には    １０時間１０時間１０時間１０時間    （小学生（小学生（小学生（小学生 3333.1.1.1.155550000 円・円・円・円・

中学生中学生中学生中学生５．２５５．２５５．２５５．２５0000 円）円）円）円）    15151515 時間（小学生時間（小学生時間（小学生時間（小学生 5.2505.2505.2505.250

円、中学生円、中学生円、中学生円、中学生 8.4008.4008.4008.400 円）円）円）円）ももももあります。あります。あります。あります。    但し、但し、但し、但し、割引なし割引なし割引なし割引なし    

    

【【【【★★★★    冬講一般の方早割りご案内冬講一般の方早割りご案内冬講一般の方早割りご案内冬講一般の方早割りご案内    ★★★★】】】】    

11111111 月月月月 30303030 日までに日までに日までに日までに    お申込の方お申込の方お申込の方お申込の方    先着先着先着先着１０１０１０１０        

名名名名様に限り様に限り様に限り様に限り    ３０％ｏｆｆで３０％ｏｆｆで３０％ｏｆｆで３０％ｏｆｆで    ご参加頂けます。ご参加頂けます。ご参加頂けます。ご参加頂けます。 

    

【北海道学力コンクール参加者募集】【北海道学力コンクール参加者募集】【北海道学力コンクール参加者募集】【北海道学力コンクール参加者募集】    

中学１，２年：中学１，２年：中学１，２年：中学１，２年：1111 月１０日（木）・中３年：月１０日（木）・中３年：月１０日（木）・中３年：月１０日（木）・中３年：1111 月１１日（金）月１１日（金）月１１日（金）月１１日（金）    

小学生：小学生：小学生：小学生：1111 月月月月 5555 日日日日((((土土土土))))～１月１１日～１月１１日～１月１１日～１月１１日((((金金金金))))までのご希望の日時に受験可までのご希望の日時に受験可までのご希望の日時に受験可までのご希望の日時に受験可    

【かわいいあみぐるみ教室】【かわいいあみぐるみ教室】【かわいいあみぐるみ教室】【かわいいあみぐるみ教室】    

講師：長屋講師：長屋講師：長屋講師：長屋    夕子夕子夕子夕子    あみぐるみ作家あみぐるみ作家あみぐるみ作家あみぐるみ作家    

かぎ針かぎ針かぎ針かぎ針 1111 本でネットでもチョー人気のオリジ本でネットでもチョー人気のオリジ本でネットでもチョー人気のオリジ本でネットでもチョー人気のオリジ

ナルあみぐるみをつくります。ナルあみぐるみをつくります。ナルあみぐるみをつくります。ナルあみぐるみをつくります。    ネットショッネットショッネットショッネットショッ

プでの販売も可能です。プでの販売も可能です。プでの販売も可能です。プでの販売も可能です。    

毎週月曜日毎週月曜日毎週月曜日毎週月曜日    11110000：：：：00000000～～～～11112222：：：：00000000  （（（（1111 回回回回    

隔週金曜日隔週金曜日隔週金曜日隔週金曜日    10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000        2222 時間時間時間時間））））    

    受講料受講料受講料受講料：月 4 回 5.250 円・月 2 回 3150 円 

【フラワーアレンジメント】【フラワーアレンジメント】【フラワーアレンジメント】【フラワーアレンジメント】    

講師講師講師講師：：：：                                専任講師専任講師専任講師専任講師    

    

月曜日月曜日月曜日月曜日････....土曜日土曜日土曜日土曜日....        10:3010:3010:3010:30～～～～12:3012:3012:3012:30    

13:0013:0013:0013:00～～～～15:0015:0015:0015:00    

水曜日水曜日水曜日水曜日    20:3020:3020:3020:30～～～～22:0022:0022:0022:00 花代花代花代花代：：：：1111 回回回回２１００２１００２１００２１００円円円円 

生花生花生花生花、、、、プリザーブド・フラワープリザーブド・フラワープリザーブド・フラワープリザーブド・フラワー共通共通共通共通    

フラワーアレンジメント受講料フラワーアレンジメント受講料フラワーアレンジメント受講料フラワーアレンジメント受講料    

月月月月 1111 回回回回 1575157515751575 円・月円・月円・月円・月 2222 回回回回 2100210021002100 円円円円    

月月月月 3333 回回回回 2625262526252625 円・月円・月円・月円・月 4444 回回回回 3150315031503150 円円円円 

体験者募集体験者募集体験者募集体験者募集・受講料無料花代【・受講料無料花代【・受講料無料花代【・受講料無料花代【2100210021002100 円】のみ円】のみ円】のみ円】のみ    

【【【【美美美美しいしいしいしい韓国語韓国語韓国語韓国語】】】】    

講師講師講師講師：：：：飛澤飛澤飛澤飛澤    世眞世眞世眞世眞((((ｾｼﾞﾝｾｼﾞﾝｾｼﾞﾝｾｼﾞﾝ))))    

   韓国の大学の国語国文学科（韓国語）卒 

        水曜日①初級水曜日①初級水曜日①初級水曜日①初級 10:0010:0010:0010:00～～～～11:0011:0011:0011:00    

       ②中級②中級②中級②中級 11:0011:0011:0011:00～～～～12:0012:0012:0012:00    

    受講料：月受講料：月受講料：月受講料：月 4444 回回回回 5.2505.2505.2505.250 円円円円    

【【【【韓国語韓国語韓国語韓国語ででででおしゃべりクラスおしゃべりクラスおしゃべりクラスおしゃべりクラス】】】】    

世眞先生と世眞先生と世眞先生と世眞先生と    韓国語で韓国語で韓国語で韓国語で気軽におしゃべりしながら気軽におしゃべりしながら気軽におしゃべりしながら気軽におしゃべりしながら韓国語を学ぶ韓国語を学ぶ韓国語を学ぶ韓国語を学ぶクラスクラスクラスクラス    

第第第第 1,31,31,31,3 土曜日土曜日土曜日土曜日 13131313：：：：00000000～～～～14141414：：：：00000000    月月月月 2222 回回回回 3.1503.1503.1503.150 円円円円    

【小学生高学年の英会話】【小学生高学年の英会話】【小学生高学年の英会話】【小学生高学年の英会話】 （（（（60606060 分）分）分）分）外国人講師外国人講師外国人講師外国人講師 

月曜日月曜日月曜日月曜日：①：①：①：①16:4516:4516:4516:45～～～～17:4517:4517:4517:45    ・②・②・②・②18:1518:1518:1518:15～～～～11119:159:159:159:15    

火曜日火曜日火曜日火曜日：：：：１１１１7: 107: 107: 107: 10～～～～18:1018:1018:1018:10    無料体験で無料体験で無料体験で無料体験できますきますきますきます    

        水曜日水曜日水曜日水曜日：：：：１１１１7: 107: 107: 107: 10～～～～18:1018:1018:1018:10    無料体験できます無料体験できます無料体験できます無料体験できます    

        木曜日木曜日木曜日木曜日：：：：17:2017:2017:2017:20～～～～18:2018:2018:2018:20    無料体験できます無料体験できます無料体験できます無料体験できます    

【中学生の英会話】【中学生の英会話】【中学生の英会話】【中学生の英会話】 （（（（60606060 分）分）分）分） 外国人講師外国人講師外国人講師外国人講師 

火曜日火曜日火曜日火曜日：：：：18:1018:1018:1018:10～～～～19:1019:1019:1019:10 無料体験できます無料体験できます無料体験できます無料体験できます 

木曜日木曜日木曜日木曜日：：：：18:2018:2018:2018:20～～～～19:2019:2019:2019:20 無料体験できます無料体験できます無料体験できます無料体験できます 

 クリスマスプレゼントクリスマスプレゼントクリスマスプレゼントクリスマスプレゼント    

を編むを編むを編むを編む    講師：長屋講師：長屋講師：長屋講師：長屋    夕子夕子夕子夕子    

11111111 月月月月 9999 日・日・日・日・30303030 日（金）日（金）日（金）日（金）    

10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00am00am00am00am    

1.0501.0501.0501.050 円円円円（材料費、受講料込み）（材料費、受講料込み）（材料費、受講料込み）（材料費、受講料込み）    

持ち物：持ち物：持ち物：持ち物：6666 号鈎針をお持ち下さい。号鈎針をお持ち下さい。号鈎針をお持ち下さい。号鈎針をお持ち下さい。    

XXXX’’’’masmasmasmas リースリースリースリース＆＆＆＆おおおお正月正月正月正月アレンジアレンジアレンジアレンジ        

11111111 月月月月 5555、、、、12121212 日（月）日（月）日（月）日（月）    12121212：：：：30303030～～～～14141414：：：：30303030    

12121212 月月月月 26262626 日（水）日（水）日（水）日（水）    10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000    

12121212 月月月月 28282828 日（金）日（金）日（金）日（金）    10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000    

XXXX’’’’masmasmasmas リース：リース：リース：リース：2.1002.1002.1002.100 円円円円            【受講料無料【受講料無料【受講料無料【受講料無料、、、、    

お正月アレンジ：お正月アレンジ：お正月アレンジ：お正月アレンジ：4.2004.2004.2004.200 円円円円            材料費のみ】材料費のみ】材料費のみ】材料費のみ】    

ネックレスをレースでネックレスをレースでネックレスをレースでネックレスをレースで編もう編もう編もう編もう    

講師：大阪講師：大阪講師：大阪講師：大阪    加奈美加奈美加奈美加奈美    

11111111 月月月月 19191919、、、、26262626 日日日日 12121212 月月月月 3333 日（月）日（月）日（月）日（月）    

10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000    

1.0501.0501.0501.050 円円円円    

（材料費、受講料込み）（材料費、受講料込み）（材料費、受講料込み）（材料費、受講料込み）    道具代道具代道具代道具代 200200200200 円円円円    

上野幌教室 

フラワーアレンジメント教室フラワーアレンジメント教室フラワーアレンジメント教室フラワーアレンジメント教室    

講師：講師：講師：講師：                                            専任講師専任講師専任講師専任講師    

    

    水曜日：水曜日：水曜日：水曜日：14141414：：：：00000000～～～～16161616：：：：00000000（（（（要予要予要予要予約約約約））））    

※※※※見学体験（材料費見学体験（材料費見学体験（材料費見学体験（材料費 2.1002.1002.1002.100 円のみ器プレゼント）出来ます。円のみ器プレゼント）出来ます。円のみ器プレゼント）出来ます。円のみ器プレゼント）出来ます。    

英会話英会話英会話英会話    外国人講師担当外国人講師担当外国人講師担当外国人講師担当    

    只今新規募集中只今新規募集中只今新規募集中只今新規募集中    

幼児幼児幼児幼児（（（（3333～～～～6666 才）才）才）才）    15151515：：：：00000000～～～～15151515：：：：45454545（（（（45454545 分）分）分）分）    

小学生小学生小学生小学生（（（（1111～～～～3333 年）年）年）年）    16:0016:0016:0016:00～～～～17171717：：：：00000000（（（（60606060 分）分）分）分）    

小学生小学生小学生小学生（（（（4444～～～～6666 年）年）年）年）    17:0017:0017:0017:00～～～～18181818：：：：00000000（（（（60606060 分）分）分）分）

無料体験無料体験無料体験無料体験予約承り中予約承り中予約承り中予約承り中        

    

 
【大人の英会話】【大人の英会話】【大人の英会話】【大人の英会話】    （（（（60606060 分）分）分）分）    外国人講師外国人講師外国人講師外国人講師 

月曜日月曜日月曜日月曜日：19:1519:1519:1519:15～～～～20:1520:1520:1520:15 無料体験無料体験無料体験無料体験可可可可  

水曜日水曜日水曜日水曜日：13:5013:5013:5013:50～～～～14:5014:5014:5014:50    無料体験無料体験無料体験無料体験可可可可 

水曜日水曜日水曜日水曜日：19:1519:1519:1519:15～～～～20:1520:1520:1520:15 無料体験無料体験無料体験無料体験可可可可   

【初めての【初めての【初めての【初めての大人の大人の大人の大人の英会話】英会話】英会話】英会話】    （（（（60606060 分）分）分）分） 日本人講師日本人講師日本人講師日本人講師 

月曜日月曜日月曜日月曜日    ①①①①    9:459:459:459:45～～～～10:4510:4510:4510:45    只今新規募集中只今新規募集中只今新規募集中只今新規募集中        

②②②②    11111111：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000    只今新規募集中只今新規募集中只今新規募集中只今新規募集中        

火曜日火曜日火曜日火曜日：：：：①①①①1111１１１１:00:00:00:00～～～～1111２２２２:00:00:00:00    ルビナー陽子先生担当ルビナー陽子先生担当ルビナー陽子先生担当ルビナー陽子先生担当    無料体験できます無料体験できます無料体験できます無料体験できます

②②②②    13131313：：：：00000000～～～～14141414：：：：00000000 只今新規募集中只今新規募集中只今新規募集中只今新規募集中        

〇英検〇 

    

 

 

次は平成次は平成次は平成次は平成 25252525 年年年年１月１月１月１月 27272727 日日日日（日）（日）（日）（日）    

その次は平成その次は平成その次は平成その次は平成 25252525 年年年年 6666 月月月月 9999 日日日日（日）（日）（日）（日）            

福住教室で英検を受験の方は福住教室で英検を受験の方は福住教室で英検を受験の方は福住教室で英検を受験の方は        

福住教室はもちろん福住教室はもちろん福住教室はもちろん福住教室はもちろん    上野幌教室上野幌教室上野幌教室上野幌教室、、、、資生館前教室でも資生館前教室でも資生館前教室でも資生館前教室でも    

英検受験特別講習英検受験特別講習英検受験特別講習英検受験特別講習がががが特別割引特別割引特別割引特別割引（（（（1111 時間時間時間時間 315315315315 円）で、受けられます円）で、受けられます円）で、受けられます円）で、受けられます 

★お申込★お申込★お申込★お申込・お問合せ・お問合せ・お問合せ・お問合せ：：：：TELTELTELTEL：：：：520520520520----7773777377737773    ////    FAX:520FAX:520FAX:520FAX:520----7774777477747774    ////    EEEE ﾒｰﾙ：ﾒｰﾙ：ﾒｰﾙ：ﾒｰﾙ：satosatosatosato＠＠＠＠hana100.comhana100.comhana100.comhana100.com    ㈱花百科㈱花百科㈱花百科㈱花百科    までまでまでまで    

 


