
◎常時見学を行なっております。お気軽にお越しください。　◎詳しい講座の内容は、フロントまたはお電話にてお問い合わせください。 0778-21-0051〈越前本校〉□お問い合わせ 　www.echizen-culture.com

キッズ 趣味 芸術語学・教養 手芸・クラフト健康・運動・ダンスキッズ 趣味 芸術語学・教養 手芸・クラフト健康・運動・ダンス

SIPY

小松越前カルチャーセンター
（ルネッス越前本校）

＜ルネッス鯖江内＞

☎0778-51-6333
定休日／月曜

鯖江スタジオ鯖江スタジオ

＜ルネッス越前内＞

☎0778-21-0051
定休日／なし

式部の郷倶楽部［越前本校］式部の郷倶楽部［越前本校］
〒916-0013 鯖江市鳥羽1-10-13　　〒915-0883 越前市新町5-4-4　
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郵便局

越前カルチャーセンター
（鯖江スタジオ）

受講
期間受講生募集

9月30日（金）までにお申し込みで

ほとんどの講座が年間を通じて開催していますので、期間の途中からでもはじめられます。

特 典入会金無料!
通常価格1,100円（税込）

※受講料・教材費は消費税込みです。

鯖江スタジオ

11,517円（11回）

キッズ HIP HOP FUNK
（J-POP・K-POPヒット入門）【3名以上で開講】（5～12歳）

曜日

受講料

FUNKJAM・T代表　ファンクインストラクター

荒井淑子
講師

木曜／17:20～18:10
子供たちが大好きな最新の曲で踊れるように

11,517円（11回）

ジュニアバレエ
【5名以上で開講】（3～6歳）

曜日

受講料

前田美智バレエ教室　前田美智・石本恭子講師

金曜／15:50～16:50
健やかな身体と心、芸術性を育みます

体験

11,517円（11回）

はじめてのバトントワリング
【3名以上で開講】（4～9歳）

曜日

受講料
水曜／16:30～17:30

楽しみながら、正しい姿勢や身のこなしも

バトントワラーズ　フェリーチェ代表
バトントワリングインストラクター　　仙石晴子講師

11,517円（11回）

キッズ バトントワリング
【5名以上で開講】

曜日

受講料
バトントワラーズ　フェリーチェ代表
バトントワリングインストラクター　　仙石晴子講師

水曜／17:30～18:30（小学生クラス）

体験

全国大会金賞など実績ある指導者のもとで

チアダンスインストラクター　オカダ チズコ講師

基礎から始めようチアダンス
【5名以上で開講】（5～10歳ぐらい）

曜日

11,517円（11回）受講料

金曜／17:00～18:00

基礎から、バレエやHIPHOPの
動きを取り入れながら始めてみましょう

12,564円（12回）

キッズ チアダンス
【5名以上で開講】（5～10歳ぐらい）

曜日

受講料

チアダンスインストラクター　オカダ チズコ講師

火曜／17:00～18:00
バレエの動きを取り入れ、美しく可愛いチアガール

体験

プログラミング

月会費／8,580円（月4回）※教材費：330円/月

キッズプログラミング教室
【3名以上で開講】

曜日

受講料

㈱ International English School インストラクター講師

土曜／13:00～13:50、14:00～14:50

パソコンでゲームを作ったり、ロボットを動か
してみよう! 

体験

体験

10,377円（9回）

ケイキフラ

曜日

受講料

講師

月３回水曜／16:30～17:30

フクイ・アロハレイ・フラ・スタジオ　インストラクター　

増田由佳

幼児から小学生まで。楽しく踊りましょう
体験

12,564円（12回）

今話題のチアダンス
【5名以上で開講】（5～10歳ぐらい）

チアダンスインストラクター　オカダ チズコ講師

曜日

受講料

土曜／15:15～16:15
ステージを目標に始めてみませんか！

親子

全米ヨガアライアンス認定RYT 200，
Birth Light Motherhood Yoga 修了

ヨガインストラクター　奈良沙也子
講師

9,900円（9回）

親子ヨガ
【4組以上で開講】 対象:6ヵ月ぐらい～1歳半ぐらい

曜日

受講料

木曜／10:30～11:30

ママとのスキンシップで親子の絆を深め、
愛情と信頼関係を育てます

㈳REFORMATION　認定講師講師

9,423円（9回）

ベビーマッサージ
【2組以上で開講】 対象:生後2ヵ月～満1歳ぐらい

曜日

受講料

月3回金曜／10:30～11:30
マッサージで赤ちゃんの情緒も安定

ＥＱＷＥＬチャイルドアカデミー認定講師　谷野邦江講師

11,000円（4回）

胎教マタニティ

曜日

受講料

木曜／13:30～14:30

すこやかなマタニティライフの過ごし方。
簡単なマタニティエクササイズもあります

ダンス・バレエ

体験

11,517円（11回）

ジュニアバレエ＜水＞
【5名以上で開講】

曜日

受講料

水曜／16:25～17:25（3～8歳）
健やかな身体と心、芸術性を育みます

11,517円（11回）

ジュニアバレエ＜土＞
【5名以上で開講】

曜日

受講料

前田美智バレエ教室　前田美智・石本恭子講師

前田美智バレエ教室　前田美智・石本恭子講師

土曜／15:40～16:40（3～ 6歳）
　　　16:45～17:45（6～10歳） 
　　　17:50～19:00（8～15歳）

健やかな身体と心、芸術性を育みます

11,517円（11回）

キッズ HIP HOP FUNK
【3名以上で開講】（5～12歳）

曜日

受講料
FUNKJAM・T代表　ファンクインストラクター

荒井淑子
講師

金曜／17:30～18:20
子供たちが大好きな最新の曲で踊れるように

開講日にいつでも体験できます

無料体験新規講座 NEW

◆中国語　◆茶道 表千家　◆茶道 裏千家　◆皇風煎茶禮式　◆華道 池坊　◆華道 草月流　◆花を楽しむ教室　◆美しい押し花　◆はじめてのリボンアクセサリー
◆折紙教室　◆組紐 　◆越前しきぶ花てまり　◆はじめての朗読　◆絵本読み聞かせ上達講座　◆ペン習字と小筆書道（木、夜講座）　◆くらしの書　◆親子の書道教室
◆ペン字・実用書道　◆歌謡教室 薪水　◆声楽個人レッスン　◆はじめてのヴォイストレーニング　◆やさしいフラダンス　◆フラダンス　◆はじめてのフラメンコ　◆極真カラテ
◆スーパーリラックス太極拳（鄭子37式）　◆やさしいこども・おとなのおどり（日舞）　◆キッズプログラミング　◆子供フラワーデザイン　◆ケイキフラ　◆今話題のチアダンス
◆キッズチアダンス【鯖江スタジオ】　◆はじめてのバトントワリング【鯖江スタジオ】　◆キッズバトントワリング【鯖江スタジオ】

HIP HOP FUNK入門クラス

子供から大人までが楽しめるクラス

8,376円（8回）
曜日

受講料

土曜／15:30～16:20

FUNKJAM･T代表　ファンクインストラクター講師

【3名以上で開講】

荒井淑子

カルチャー講座

キッズ向け習いごと

キッズ向け習いごと

フラダンス
【4名以上で開講】

基礎のステップと、美しくフラを踊れるように

10,377円（9回）
曜日

受講料

火曜／15:45～16:45

フクイ・アロハレイ・フラ・スタジオ

アシスタントインストラクター
講師

人気の講座が充実！習いごとをはじめるチャンスです。 人気の講座が充実！習いごとをはじめるチャンスです。 

音楽
4歳からの
ピアノのおけいこ

曜日 ①木曜／15:00～17:30
②土曜／10:30～12:00
　　　　16:00～17:00

初心者向け。わかりやすく指導します
※30分間の
個人レッスン

①12,576円（8回）
②17,292円（11回）

受講料

ピアノ講師　近藤智子講師

11,517円（11回）

こども書道

曜日

受講料

県書作家協会会員　若越書道会同人 　前田美智講師

土曜／13:30～15:00
筆の持ち方から書道の基礎を身につける

11,517円（11回）
マミフラワーデザインスクール 福井指定教室
（社）日本フラワーデザイナー協会 本部講師　

一ノ瀬淳子・倉内美恵子

子供フラワーデザイン

曜日

受講料

講師

土曜／10:00～12:00

体験

小さな花束から作ってみましょう

お花・書道

趣味

楽しみながら声で想いを届けましょう。朗読は認知症予防にも
効果が認められています

はじめての朗読 【3名以上で開講】

日本朗読検定協会プロフェッサー 梅田悦世
13,200円（6回）
第2・4水曜／15:30～16:45曜日

受講料

講師

趣味

己書 福うさぎ道場 越前幸座
文字を絵の様に描く己書。筆ペン1本で笑顔になれます

【2名以上で開講】

日本己書道場 公認師範 加藤さち子
15,000円（6回）
第2・4水曜／14:00～15:30曜日

受講料

講師

有料体験

10
2022 ＜最初の3カ月間＞

月スタート

音楽

中高年から始めるらくらくピアノ 
木曜午前クラス、午後クラス
9/15（木）、
10/6（木）、10/20（木）　
10:30～11:30、13:00～14:00　　

日時

キッズ

ジュニアバレエ〈土〉
【越前本校】

9/10（土）
15:40～16:40（3～6歳）
16:45～17:45（6～10歳）
17:50～19:00（8～15歳）

日時

キッズ

はじめてのバトントワリング
【鯖江スタジオ】

9/14（水）、9/21（水）
16:30～17:30

日時

キッズ

キッズバトントワリング
【鯖江スタジオ】

9/14（水）、9/21（水）
17:30～18:30

日時

趣味

ハーブ＆アロマテラピー
＆アーユルヴェーダ
＜アンチエイジングのクリーム作り＞

9/21（水）14:00～15:30日時
※材料費:1,400円

語学

韓国語（初級1）
韓国語（初級2）
水曜の開講日  17:00～18:00日時
※体験料：800円まずはお気軽に体験・見学へお越しください。


