
○企業名が見出しに表示されているものは
その企業からのPR情報です 
○紙面の無断転載を禁じます

■記事・広告のお問い合わせ（日・祝休）

2017年1月7日号 〈36Ｐ+特集8Ｐ〉
〒860-8511熊本市中央区水道町8-6朝日生命熊本ビル8階

■配布に関するお問い合わせ

（土日・祝休） TEL.096-359-3611
TEL.096-359-3311

休日在宅医は26ページに掲載

検索ファミリーステージ 熊本

不動産のことなら、まずは何でも気軽にお電話を！

TEL.096-285-8091 

土地・戸建て

相談
無料

不動産 買い取ります！
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好奇心くすぐる講座がたくさん
お子さんの、「新しい世界との出合い」にぜひ

 オススメ12講座！ 問合せ・申込みはお電話を

【申込・問合せ】
リビングカルチャーセンター はません校

☎０９６（３７０）１１１２

成長、ワクワク…子どもの“好き”が見つかる！

キッズ講座 新規入会受付中
リビングカルチャーセンターはません校

●正道会館幼児空手（4歳～6歳）
室原 正史
（正道会館 初段準教士・熊本支部指導員）
日/第①③日曜　時/13:00～14:00　
料/2700円

●キッズヒップホップ（3歳～小学生）
TO-KO（ダンススクールリズムマーケットスクールマネージャー）
日/第①②③火曜　時/17:00～18:00　料/4420円

●正道会館ジュニア空手（小中学生）
室原 正史（正道会館 初段準教士・熊本支部指導員）
日/第①③日曜　時/14:10～15:30　料/3780円

●HIP-HOPニューヨークスタイル（3歳～高校生）
HIDE（ヒデ）
（バレンタイン・デュウ ダンスインストラクター）
日/第①②③水曜　
時/18:00～19:00
料/4420円

●クラシックバレエ（エンゼル・学童）
上野 希枝（KIEダンシングプラザ 主宰）
日/第①②③④金曜　
時/エンゼル3歳～16:30～17:30 学童小学生以上17:30～18:30
料/5450円

●護身マーシャルアーツ（小学5年生以上）
MAKOTO TANAKA
（カリフォルニア州公認マーシャルアーツインストラクター）
日/第①③月曜 時/19:30～21:00 料/月2回3090円

●ワクワク！子ども絵画（3歳～小学生）
山崎 さえ（熊本県美術家連盟 会員・東光会会員・銀光会 会員）
日/第①③日曜　時/14:00～15:30　料/3090円

●ジュニアバレエ（J1・J2・J3）
清田 早苗（サナエバレエスタジオ 主宰）
日/第①②③④月曜
料/5450円

●幼児のための合氣道（3歳～6歳）
佐成 隆司（心身統一合氣道県支部 代表）
日時/第①②③④水曜 17:00～17:30   
　　 第①②③④土曜 17：00～17:30 料/2670円

●少年・少女合氣道（小学生）
佐成 隆司（心身統一合氣道県支部 代表）
日時/第①②③④水曜 17:30～18:30   
　　 第①②③④土曜 17：30～18:30 料/5450円

●チアダンス
久末 和美（全日本チアダンス選手権九州大会優勝経験者）
日/第①②③金曜　
時/3歳～ 16:30～17:30
　 小学生～17:30～18:30
料/4420円　

●鉛筆の持ち方から始める子ども硬筆（4歳～小学生）
田代 亜希子（習字研究社 熊本田代支部）
日/第②④土曜　
時/10:30～12:00 13:30～15:00 料/3090円

時/J1（幼児）16:00～17:00 
    J2（小中）17:00～18:00
    J3（小中）18:00～19:00

　2017年もスタートし、心機一転新しい何かを始める
絶好の機会。お子さんにも、いろいろなことにチャレン
ジして欲しいですよね。リビングカルチャーセンターは
ません校では、キッズ講座の新規入会を受付中！　ヒッ
プホップで楽しく体を動かしたり、空手でたくましい心
が育めたり…。楽しさと成長がいっぱいの講座ばかりで
す。詳細はリビングカルチャーセンターはません校まで。

熊本市南区田井島1-2-1（ゆめタウンはません 本館 2階）
受付 /10:00～ 19:30（日曜～16:30、祝日は通常営業）

HPもリニューアル
ジャンル別に講座が一覧できて
見やすくなりました（QRコー
ドからチェックを）。受講手続き
などの詳細もこちらから

500円で体験もできます。※価格はすべて月額料金・税込

入会金
3240円

はません校

カルチャー
センター

TV番組表はweb公開
できません。
リビング新聞紙面で
ご覧ください。


