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土曜日

学びの春

スクール 特 集

子ども

子ども

水泳

楽しく通ってグングン上達！

子ども

教育

ベストスイミングクラブ

英語

ふたば会

附属小受験は早めの対策が◎

プール遊びを交えた水慣れレ

毎年、熊大附属小学校の合格

ッスンから、本格的なフォーム

者を多数輩出し、確かな実績で

指導まで、個人のレベルに合わ

評判の「ふたば会」。詰め込むだ

せた指導を徹底！ 「無理なく上

けの学習ではなく、考える力を

春の新規入会キャンペーン

まずは無料体験から参加を。

☎096
（363）
6591
●戸島校（東区戸島 7-4-1）

☎096
（388）
6116

春休み短期水泳教室開催
※詳細は各校へ直接問合せを
※定員になり次第締切

●松橋校（宇城市松橋町久具 327）

☎0964
（25）
4010

大人

育み、楽しみながら学ぶ力を付
す。詳細は電話にて。お気軽に。

10120・816・415
問合せ／９:00 〜15:00、18:00 〜、日祝休
住 所 ／ 中 央 区 京 町 本 丁 6-43 UK ビ
ル 101（幼児クラス教室は中央区壺川
1-18-4- ２階）
ふたば会

同校のバイリンガル養成コー
スでは、独自の母語学習法で読

●クラス案内……………………
年中・年少／水・金・土曜
年長／火・水・金・土曜
小学生クラスもあり
※対象は幼児〜小学６年生
コース・料金は問い合わせを
附属小
附属中

● ふたば会

セブン ●
イレブン

友愛保育園
●

幼児クラス ●
教室

芳寿会グループ

介護資格が３万7000円でOK！

日練習でき 英語脳 が育ちます。

教師養成

陶芸と文化の森

4 月末まで。体験・入会金割引中

就職や家族の介護にも役立つ資格

テキストには載っていない
コツやポイントも実践形式
で学べるから、そのまま職
場で活かせます。また、楽
しく学べると好評です！

検索 ←

初任者研修」の受講生を募集中。
合格率が高く、介護だけでなく
「子育てにも活かせる」と人気の
資格。また、転職や就職にも有
利ですよ。受講料の支払い方も

先着 介護職員初任者研修
20人

受講生募集

申込・問合せ／水〜日＝ 10:00 〜
16:30 ※月曜、火曜、第1・3 日曜
休 ※税込
住所／中央区上通町 8-14-3 階
陶芸と文化の森

子ども

大人

英語

☎096（212）5300

幼児からTOEFLまで幅広く対応

●個別カウンセリング & 授業見学
2/9（土） ９:00 〜 12:10
か？ 同校では、週2回の授業で ●セミナー「現役日本語教師が答
える、日本語教師の仕事って？」
指導資格を取得できます。現役
2/11
（祝・月）10:00 〜12:00
教師が1から教えるから指導経 ●現役日本語教師や修了生を
ゲストに座談会
験ゼロでも大丈夫。定年後のセカ
2/6 （水） 18:30 〜 19:30
ンドキャリアにもオススメ。
2/13（水） 19:00 〜 20:00
2/16（土） 15:00 〜 16:00
☎
2/20（水） 18:30 〜 19:30
2/23（土） 13:00 〜 14:00
申込・問合せ／ 10:00 〜 21:00、
※事前に予約を、当日参加や上記
日曜〜 18:00
以外の日程は問合せください
住所／中央区上通町 2-30-3 階
※上記参加で入会特典あり！

096（359）6083

●温石惣菜
●肥後銀行

長崎書店●

検索 ←

●
パス―ト24
上通
●大谷楽器

※レッスン時間や曜日は要問合せ
ワシントン外語学院 日本語

検索 ←

「日本語教師養成講座」文化庁届出
受理番号 H29080443002

大人

ブリヂストンゴルフアカデミー

ゴルフスクール

英会話 ビッグアップル

●

上通り

子ども

検索 ←

日本語教師養成講座
ガイダンス等日程

が増えているのを知っています

Kシードビル３階

芳寿会グループ

日本語教師講座

20〜70代 まで、幅 広 い 世
代が受講中。“日本語を日
本語で教える”仕事なので、
英語が話せない人でも、県
内外問わず活躍の場がたく
さんあります。熊本弁を話
す授業が「実用的だ」と喜
ばれることも！

国内で「日本語教師」の需要

幅 広い世代に楽しまれている
上通の陶芸教室から、4月末まで
お得な 体 験・入 会のお 知らせで
す！ 体験は「手びねり体験」通常
2600円が2100円、
「ろくろ体験
（器2点）
」通常3700円が3200円
と500円引き。今なら、入会金も
通常6180円が5180円に。
陶芸と文化の森

3/3（日）〜 7/21
（日）の日曜
【定 員】先着 20 人
☎096（324）2600
【対象者】
受付・問合せ／ 8:30 〜 17:30
熊本県内に住所がある人
（ケアホーム蓮台寺内・担当ツチダさん）
【会 場】熊本市流通情報会館
住所／西区蓮台寺 3-4-5
【受講料】3 万 7000 円
（テキスト代込み・税込）

以外の日程は問合せください

1年後、あなたも日本語教師に！

ご夫婦、親子、お友達同
士で！ 街なかに寄ったら、
気軽に陶芸体験してみま
せんか？ 初心者も楽しめ
るよう、気さくな女性講師
たちが 丁 寧にお 教えしま
す。温かみのある手作りプ
レゼントにもおすすめです

並木坂

相談にのってくれるので、ぜひ！ 【スクーリング】※計16 回

2 / 9（土）
10:00 〜
2/11（祝・月）10:30 〜
2/16（土） 10:00 〜
2/21（木） 15:00 〜
2/23（土） 10:00 〜

ワシントン外語学院

前田 百合子さんの作品

真和福祉会では、
「介護職員

バイリンガル養成講座
説明会日程

大人

陶芸

真和福祉会

ステムや教材も充実、自宅で毎

ワシントン外語学院 バイリンガル

大人

介護

に週3回のレッスンです。自習シ 授業以外の楽しいイベントも充実！

申込・問合せ／ 10:00 〜 21:00、
日曜〜 18:00
住所／中央区上通町 2-30-3 階
※レッスン時間や曜日は要問合せ
※事前に予約を、当日参加や上記

● 三苫歯科

肥後銀行 ●

検索 ←

み・書き・会話のスキルを自然と
マスター。少人数制で、放課後

☎096（353）1889

〒

旧国道３号線

●入会金
通常1万 800 円→無料！
●バッグ・水着・帽子の
3 点セットをプレゼント！

●熊本校（中央区南熊本 3-1-3）

教師や留学生との実践の
場を通して“生の英語”にた
くさん触れるから、大人顔
負けのコミュニケーション
力も身につきます。まずは
説明会へ。教室から聞こえ
る、生徒の流暢な英語に、
きっとびっくりしますよ！

附属小受験を目標に、勉強の
楽しさを学ぶ「年長受験クラ
ス」
は２月よりスタート。受験
を目指すなら、少しでも早め
が◎。年少・年中もお気軽に

けていく独自の学習法が自慢で

バイリンガル

英語脳 を育てるなら早めが◎

「年長受験クラス」
２月から始まります！
無料体験レッスンは随時受付中

達できる」と人気の同校で、お得 進級制度や表彰で、やる気があがる！

ワシントン外語学院

小学校入学後も、授業がキ
チンと理解でき、さらに学
力アップをはかる小学生ク
ラスも充実しています

「水泳」は成長期のお子さ
んの体づくり、健康維持に
ぴったり。同校には、水深
65㎝で安全柵付きの幼児
用プールもあるから、小さ
い子や水が苦手な子も安
心です。 便利な無料送迎
バスも運行中です

な春の入会キャンペーンが開催。

新しいことに
挑戦しませんか？

２月末までのチャンス！ 通常1万 800円の入会金が無料

大学受験でも役立つ高校生
からのTOEFL対 策 講 座 が4
月から開講。小学生から受
けられる英検講座もあります

これからゴルフをはじめたい初心者の人も、
もっ
と上達したい人も、
ブリヂストンゴルフアカデミー
におまかせ。初心者にはグリップの持ち方から、上

上達するコツを、楽しく分
かりやすくお伝えします！

級者には飛距離を伸ばす秘訣を伝授。
ぐんぐん上
達できると評判です。
中でも なんさん３カ月コー
ス は通常より２万2720円もお得！ また、
「リビ
ングを見た」
で入会すると2月末まで通常1万800

小学３年クラス。外国人講師とのふれ
あいで、ネイティブの発音がわかる！

円の入会金が無料です。
ぜひこの機会に。

外国人・日本人講師の授業で

料金システム

文法理解や 聴く力・話す力 を
養います。小学校の授業で理解
しているのか不安、大学受験の
の対策をしたいなど、お子さん
のレベルや目的に合わせて幅広

御幸 ●
中央公園

●

浜線バイパス

ゴルフプラザ熊本

ゆめタウン
はません

●

至田迎

ブリヂストン
ゴルフアカデミー

●

東バイパス
田井島
交差点
至御船

●

青山

流通団地
入り口

検索 ←

ゆめタウン
●
サンピアン
●
日産
セブン
プリンス
● イレブン
●
東バイパス
●
● つかさ
パチンコ
レクサス

ファミリーマート

ビッグアップル 熊本

＜中学生・高校生対象コース＞
中 学 生、 高 校・ 大 学 受 験 対
策、英検対策（小学生〜ＯＫ）、
TOEFL対策

ゴルフプラザ託麻

至帯山

申込・問合せ／14:00 〜 19:00、
土曜は 10:00 〜 17:00、日祝休
住所／京町校＝中央区京町本丁 1-72
上通校＝中央区上通町 4-18-3 階
小峯校＝東区小峯 2-6-58

ブリヂストンゴルフアカデミー
熊本ＩＣ 至阿蘇

10120・35・6846

＜幼児・小学生対象コース＞
ベビー親子（6カ月〜 3歳）、kids
（3歳〜 6歳）、小学生、グローバル
エデュケーションクラス、プレグロ
ーバルエデュケーションクラス

※入場料、ボール代等は別

●
「なんさん3カ月コース」
月会費
（3カ月分）
＋レッスンチケット
22回付 2万4800円
※ボール代別

※入場料、ボール代は別

●クラブレンタル無料

●レッスンチケット
・10回 5400円 ・22回 1万800円
●お試しレッスン2回 2160円

レッスン風景。レッスンは、タイムテーブルの中から好き
な時間・曜日を選べるので自分のペースで続けられます
平成大通り

いレッスンを用意しています。

●月会費【ジュニア・法人・ファミリー割引あり】
・託麻 8640円 ・熊本 9180円

小学１年クラス。少人数制で１人１
人の様子をしっかり見てもらえます

各レッスン生徒募集中

※記載料金はすべて税込 ※レッスンは完全予約制

ゴルフプラザ託麻

☎070（4552）
9165

住所／東区上南部 2-6-10

ゴルフプラザ熊本

☎070（4552）
9150

住所／南区幸田 2-2-1

※熊本校は女性・初心者のみ

2 校共通
受付時間／ 11:00 〜（土日祝は 8:00 〜）
※事前予約が必要
ブリヂストンゴルフアカデミー

検索 ←

