
2022年2月12日　土曜日　＜14＞春はすぐそこ！ 新しい自分春はすぐそこ！ 新しい自分 いろんな世代にうれしい
“学び”の情報を集めました！

英会話 こども英語・英会話 アミティー
子ども

　アミティーは、英会話イーオ
ンの「子ども専門校」としてまも
なく50年。英語に慣れ親しみ
たい令和生まれの赤ちゃんから、
受験や将来の仕事で英語を強み
にしたい中高生まで、幅広いニ
ーズに対応している教室です。

人気の4月スタート体験受付中！
大人が「子どものときにこん
な風に習いたかった！」と、
うらやむレッスン。興味や
関心を引き出す大型電子ボ
ードを使い、生徒も先生も
笑顔いっぱいです。コース
の組合せは100通り以上。
一人ひとりに最適な組合せ
を随時相談できますよ！

2月 28日（月）まで！
バレンタインキャンペーン

・入会金通常1万1000円⇒無料
・オリジナルグッズプレゼント
・4月スタートを予約した人限定

  ３月分の月謝無料！☎096（213）0080

☎096（348）1550

●熊本水前寺校
　住／中央区水前寺1-10-12

●熊本武蔵ケ丘校
　住／北区武蔵ケ丘3-14-8

無料体験レッスン実施中！
詳しくは各校HPをチェック

※税込、詳細はHPでの確認を

受／11:00～19:00、月・日曜休

• 第１～４週の月・火曜
　①15:00～ 17:00
②18:00～ 20:00
• 毎週水曜 10:30～12:30

鈴の家料理教室（月１回）

•月謝／6000円（税込）
※材料費込み、振替制あり

リビング特典

入会金（通常6000円）が無料！
R2.2.9～2.28まで

料 理
大人

江戸懐石 近茶流　鈴の家料理教室

☎096（324）5717

江戸時代から続く、関東で有
名な和食の料理教室「近茶流」。そ
の教授資格をもつ、豆腐と郷土料
理の名店「鈴の家」の女将が、和
食を基礎から丁寧に直接指導す
る月１回の料理教室。初心者に
も分かりやすいと評判です。

申込・問合せ／10:00～ 20:00
鈴の家教室／中央区安政町5-3 2階
※新町教室は電話時に
伝えます。インスタでは
作った料理を多数掲載、
インスタからHPもぜひ

イ
ン
ス
タ
⇐

少人数制、基礎から学ぶ日本料理
コロナ対策のため少人数制
で実施。家庭料理からおも
てなし料理まで５品ほど作
ります。調味料を入れる順
番や煮炊きの順番など基本
をレクチャー。20代～ 80
代までが受講中です！

スポーツ NPO法人スポレク・エイト

　野球やサッカー、バレーボール、
バドミントンなど、様々なスポーツ
を初心者からでも参加できる総合型
地域スポーツクラブ。会員登録する
と、時間帯曜日ごとに多種目参加が
可能です。年会費や最新情報、各サ
ークルについてなど、詳しくはＨＰへ。

3月中無料体験OK、始めるなら今！
３月中に何回でも（トランポリ
ンは１回）無料体験OK！　こ
の機会にたくさん体験してみ
て。体験希望は電話または
ＨＰから問い合わせください

2028年五輪追加種目のフリスビーも！

受付／10:00～16:00、
土日祝休
住所／西区城山半田
4-16-1（城山公園管理
棟内）

公式HP

☎096（200）8014

粗品プレゼント！
「リビングを見た」の３月新規入会で

この機会に始めてみませんか？

リビング特典

スポレク・エイト 検索←

子ども 大人

一般……………………6000円
高校生以下、65歳以上…5000円
ファミリー（３人まで）…１万円

年会費（保険料込み）

※ファミリー追加１人毎＋1500円
※別途各サークルで月謝or活動費有

【コロナ割引価格】※税込

スポーツ GOLD’S GYM 合志熊本店
ゴールド ジム

子ども

　フィットネスクラブ「ゴールド
ジム」ではキッズスクールも充実！
ヒップホップ・Kポップダンスや
チアダンス、空手の３つ。どれ
も全身を使った運動だから、強
い身体づくりができると人気で
す。３歳から通えるものもあり。

「空手・チア・ダンス」体験無料！
エイベックス所属のプロや現
役チアメンバー、名門の講
師が指導。スキル面から挨
拶や礼儀面まで教えてくれる
ので、パパママから「習わせ
て良かった！」と、うれしい声
多数。初心者でも丁寧なサ
ポートで続けやすいですよ

☎096（348）3000
営業／7:00～23:00
（日曜9:00～21:00）
住所／合志市幾久富
1866-1339、P50台

ゴールドジム 合志 検索←

公
式
Ｈ
Ｐ
⇐

～２/28（月）体験１回無料！

入会金1万1000円⇒無料
※空手は入会金5500円、道着進呈

●「ハニーズ ダンスアカデミー」
（チアダンス）…毎週日曜
●「エイベックスダンスマスター」
（ヒップホップ・Kポップ）…毎週木・土曜
●「新極真会空手」…毎週水曜

リビング特典 ※税込
チア・エイベックスは

※要電話予約、詳細時間はHPへ

高等学校
子ども

　本校(山都町)への年間15日程
度の通学で、高校卒業の資格が
得られます！ 充実のオンライン
学習に加え、桜町にある学習等
支援施設 ｢そよ風学舎｣ では教師
による直接指導も。多彩な活動
も魅力的。転入学相談もどうぞ。

4月開校！ 願書は2月14日から
今の学校になじめない、夢
を追う時間がほしい、高卒
資格がほしい…。そんな方
のための学校です。これか
らは“自分らしく、自分のペ
ースで”学んでみませんか？

2022年度

新入学生募集
●専願・併願 2 期

大人

広域通信制やまと高等学校

10120・333・053
電話受付／平日10：00～16：00
開校準備室／中央区桜町2-17
　　　　　　第2甲斐田ビル4階
※画像はポスター

やまと高校　熊本 検索←

出願期間 :2/14㊊～18㊎
試験日 :2/26㊏・27㊐、3/5㊏・
6㊐・12㊏・13㊐の中から希望日

詳しくはHPへ⇒
個別のオンライン
相談も随時受付中

●一般1期・編入学

●一般2 期

出願期間 :3/7㊊～11㊎
試験日 :3/19㊏・20㊐・26㊏・
27㊐の中から希望日

出願期間 :3/22㊋～25㊎
試験日 :3/26㊏・27㊐の
いずれかから希望日

☎096（249）3150
営業／9:00～ 18:00、
土日祝休
住所／北区武蔵ケ丘
8-6-1-2 階

さくらゼミナール 検索←

教 育 さくらゼミナール　武蔵ケ丘校
子ども

　子どもに家での勉強習慣を付
けさせるなら、同校のオンライ
ン授業「すらら」がオススメ！“続
けたくなる”工夫が満載、ゲーム
感覚で出来るから、飽きっぽい
お子さんでも“ついもう１問”挑戦
しちゃうそう。まずは問合せを。

やる気に火が付くオンライン学習
お子さんの特性に合わせて
学習設計を立てていきます。
学年に捉われない「無学年
方式」なので、復習や先取
学習も思いのまま。全国の
全利用者と競う「すららカッ
プ」でやる気もアップします

オンライン授業「すらら」

今なら無料で1回お試し！

●入会金／3教科…7700円
　　　　　5教科…1万1000円
●月謝（４カ月継続コース）／
３教科…8288円
　５教科…1万428円　※税込

各メディアでも注目の「次世代型
教育システム」。担当コーチがし
っかり学習設計を立てるので安心

毎週の学習状況をチェックできます
●同級生と同時期に卒業可能
在籍高校での単位を引き継げる
ので、短期間で卒業できます

●在宅コースがある
週２回の通学コースか、在宅コ
ースかが選べます
●学費の負担が少ない
支援金制度を利用できる場合も
●鹿児島の名門「神村学園普
　通科」の卒業証書を発行

「神村学園くまもと」が
選ばれる理由とは？

高等学校 神村学園高等部　熊本学習センター

☎096（249）3155

　「家族だけで悩まずに、まずは
プロに話してみませんか？」。県
内どこからでも入学できる、通信
制「神村学園くまもと」では、高校
生の学習相談を随時受付中。退
学や留年の不安はもちろん、どん
なささいな悩みも相談できます。

営業／平日9:00～18:00
住所／北区武蔵ケ丘
8-6-1-3 階
※画像はパンフレット

「高校辞めたい」人へ、新たな道
「卒業できないのはイヤだ」
「親に申し訳ない」「勉強
がどうしても分からない」な
ど一人で悩んでいるお子さ
んがたくさんいます。同校
の講師は、生徒一人ひとり
にしっかり寄り添い、時には
小学校範囲の復習、時には
友だち目線での生活相談役
としてサポート。アットホー
ムな空間は、卒業生もつい
遊びに来たくなるほどです

神村学園くまもと 検索←

子ども

サッカー・体操 TKUちゃぼスポーツスクール
子ども

　J1鹿島の荒木選手、J3宮崎の
田中選手などのプロも育ったクラ
ブ。天然芝でのサッカーはもちろ
ん、トランポリンなどで体幹を鍛
える人気体操教室もあり。個性に
合った指導で、楽しんで“出来た”
が実感できます。3歳～入会ＯＫ。

プロサッカーの世界、先輩に続け！
サッカーや体操の技術だけ
でなく、スポーツの楽しさ・
マナー・友情・礼儀なども
学べるスクール。生徒も講師
も一緒に成長する“共育”をモ
ットーに夢を追い続けること
の大切さを伝えています。見
学や無料体験も受付中。ぜ
ひ友だちと一緒に参加して！

・入会金：1万円（紹介は半額）
・週１回：7500円～（体操） 　
　　　    7200円～（サッカー）
・週２回：どちらも9000円
・選手育成（サッカー）9400円～等

月謝制（サッカー・体操）

消毒・換気をして感染症対策も徹底

※送迎は要相談、税込

受付／13:00～21:30
無休
住所／北区徳王1-6-52
（TKUぷらざ1F）

TKUちゃぼスポーツスクール 検索←

公
式
Ｈ
Ｐ
←

☎096（326）3121

シャルムFC熊本・体操教室

うれしい兄弟姉妹割引制度あり！{charme0211@yahoo.co.jp

テニス ルーセントテニスクラブ 熊本
子ども

屋外コート・半インドアコート
合わせて全7面と県内最大級規
模！　熟練コーチによる少人数レ
ッスンだから、グングン上達し
ますよ。初心者にもラケットの
握り方から指導。もちろん、大
人向けコースもあります。

家族や友だちと！ 無料体験会

同クラブは、日曜午前中に
無料の親子テニス体験会を
実施中です。親子一緒に練
習することで、お子さんのや
る気が刺激されますよ！　詳
しくは問合せください

☎096（338）6615
体験予約申込・問合せ

【参加方法】
①申込フォーム
から仮予約を
②後日スタッフ
が連絡します

毎週日曜 午前中
親子テニス教室

冬のテニス無料体験会

ラケットとシューズは無料貸出！

参加は無料
入会特典もあり
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大人

営業／平日＝9:00～ 22:00
　　　土曜＝8:00～ 21:00
　　　日曜＝8:00～ 18:00
住所／北区龍田5-12-56

予約HP


