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○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6月17日号 〈28Ｐ〉
〒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

タヒチ＆フラ、3つの講座の魅力は？

7月から新講師を迎え新たにスタート

美しき母娘、本格タヒチ＆フラ
リビングカルチャーセンターはません校

オリタヒチ（タヒチアンダンス）

　全国的なコンテストで多数入賞、各種イベントでも活躍する「吉永フラ・タヒチアンダンススク
ール」。中でも指導術・ダンスの実力ともにトップクラスのインストラクター（田崎親子）が、当カ
ルチャーセンターの講座を担当。初心者でも踊る楽しさ、技を磨くやりがいが見つかります。

【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
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）

講
座
の
詳
細
は

こ
ち
ら
か
ら
←

吉永フラ・タヒチアンダンススクール講師。熊本市内のスクー
ルのほか、上天草でも講座を担当。フラ・タヒチの指導歴は
13年以上。今月、指宿のフラ大会で3位入賞

●講師／田崎　蒼衣
●受講料／4730円（月3回）
●受講日／第②・③・④火曜
●時間／20:00～21:00

基礎から大会出場へ。夢が広がります

　リズミカルな音楽にのって、時には激しく、そし
て柔らかく体を動かす「タヒチアンダンス」。シンプル
なステップと優雅な手の動き、豊かな表情が融合す
る「フラダンス」。どちらもベーシック(基本の動き)を
身につけながら、曲に合わせて楽しく踊ります。美
と健康磨きにぴったりのプログラム。希望者は華や
かな衣装でイベントなどに参加することもできます。

●講師／田崎　蒼衣
●受講料／4730円（月3回）　
●受講日／第①・②・③水曜
●時間／19:15～20:15　　　

はません校

カルチャー
センター

体験（500円）・見学可

タヒチアンダンス
シェイプUp効果抜群＆運動不足解消に

70以上の
多彩な

講座があり
ます

※受講料のほか、別途教材費・入会金（3240円）が必要です　※価格はすべて税込

◎各講座とも2カ月ほどで1曲をマスター。途中入会
でも、すぐに馴れて一緒にレッスンに参加できます

●講師／田崎　広美
●受講料／4730円（月3回）　
●受講日／第①・②・③水曜
●時間／20:15～21:15　　　

基礎から学べるフラ
ステップや曲の意味…基本からしっかり

7月～

7月～

左／田崎 広美

吉永フラ・タヒチアンダンススクール トップインストラクター。
5歳からダンスを始める。今年5月のタヒチアンの大会（大阪）
で優勝、4月の大会（東京）では2位など多数の受賞歴あり

右／田崎 蒼衣

大会では魅せる衣裳
とダンスを披露

◎オリタヒチはとにかく“汗をかく！”。キツイの一歩
手前くらいで、レッスン後は気分も爽快です
◎ゆったりとした動きのフラ。運動が苦手でもキレ
イな姿勢や美しい仕草が自然とマスターできます
◎仕事帰りにも通える時間帯。ゆめタウン内なので
レッスン前後に買い物もできて便利です

TV番組表はweb公開
できません。
リビング新聞紙面を
ご覧下さい。


