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ダンス ほうかごHIPHOPクラブ
子ども

　６月に白山、西原、菊陽で始
まった「ほうかごHIPHOPクラ
ブ」。一緒にダンスをする小学1
年生～6年生の子たちを募集中！
初めても大歓迎。リズムにのる
ところから一緒に始めるので安
心ですよ。予約して体験にぜひ。

ダンス教室、今なら1万円もお得！
全国優勝も果たした、ダン
ス歴10年以上の若手イン
ストラクターたちが先生に。
週１回60分でぐんぐん上手
になりますよ。レッスンは月
に4回まで（祝日は休み）。

友だちと一緒に楽しく踊ろう！

９月末まで！ お得な特典

受付／10:30～ 22:30、日曜休
・白山地域コミュニティセンター（中央区
白山1-10-12）　・西原地域コミュニテ
ィセンター（東区西原1-6-28）　・菊陽町
南部町民センター（菊池郡菊陽町498-3）

水曜 白山地域コミュニティセンター
木曜 西原地域コミュニティセンター
金曜 菊陽町南部町民センター

☎096（273）6095

メール／mail@dfzen.com

●レッスンは各18:00～19:00

①入会金5500円→無料
②事務手数料550円→無料
③月謝1カ月分3980円→無料
※価格は税込、体験無料は、1人１レ
ッスンのみ。通常入会時には入会金＋
事務手数料＋２カ月分の月謝が必要

水泳 ベストスイミングクラブ
子ども

　お子さんの体力・筋力づくりに
ぴったりの水泳。同クラブでは、
年齢や個人のレベルに合わせて
的確に指導。定期的な泳力テスト
で自分の上達を実感できるから、
大勢のお子さんが楽しく通ってい
ます。まずは無料体験レッスンへ。

体を強く！　今なら入会金無料
有酸素運動だから免疫力
が活性化し、「体調を崩し
にくくなった」という声が
多数。湿度が高く、水も
消毒されているから、感
染症対策に優れた環境で
す。コーチも水泳用マス
クを着用しています

友だちと頑張るからグングン伸びる

☎096（363）6591

☎096（388）6116

☎0964（25）4010

●熊本校（中央区南熊本3-1-3）

●戸島校（東区戸島7-4-1）

●松橋校（宇城市松橋町久具327）

水着・帽子・バッグの
3点セットをプレゼント！

スクール入会金
税込 1万1000円→無料に！

※詳細は各校へ問い合わせを

9 月 24 日（土）まで
入会キャンペーン実施中

水泳 ほか ユウベルスポーツ
子ども

　泳ぎをマスターして命を守る
スイミング、ゲーム感覚で挑戦
できるボルダリング…ユウベルな
ら両方できます！　どちらも無料
体験が可能。曜日やコースによ
っては定員に達し入会待ちもあ
るので、問い合わせはお早めに。

水泳&ボルダリング無料体験
ユウベルスポーツの魅力は
なんといっても施設の良さ。
スイミングは体にやさしい
温泉水を使用。ボルダリン
グは九州最大級規模を誇
り、子ども・大人問わず一般
利用(ビジター )も多数です

ボルダリングも感染症対策万全です

住所／北区鶴羽田3-10-1（あがんなっせ隣）
※無料体験は前日までに電話で申込み

☎096（344）6550

☎096（277）1122

●菊南スイミングクラブ

体験レッスン無料
受付／10:00～21:00
（土曜～19:00）、日曜休
※対象は中学生迄

体験レッスン無料
受付／13:00～23:00、
土日祝10:00～17:00）、
木曜休 ※対象は中学生迄

●クライミングパーク菊南

キッズスイミング

キッズボルダリング

大人
趣味・教養 メガネのヨネザワ

　ヨネザワ本店の「おしゃれサロ
ン」ではベテラン講師による、ほ
っと心が和む習い事が多彩に催
されています。毎月の教室ほか、
コサージュ作りなどの1回完結
型のサロンも再開予定です。気
軽に電話で問合せを。

心豊かに…。“嗜み”のある習い事
刺しゅう教室は、和気あい
あいとしたサロンです。野
澤講師・井出講師がしっか
りフォローするので、初心
者も安心。上達するほど楽
しくなっていきますよ

☎096（382）2112
電話受付／平日10：00～18：00
会場／メガネのヨネザワ本店2階
（中央区水前寺6-1-38）
「駐車場の数が少ないので公共交通
機関の利用をお願いしております」
※税込、新型コロナ対策の上開講中

開催予定の教室【単発】

※日時・会場等が変更の場合あり

●ビーズ教室（月3300円）
　第①水曜13:00～16:00

●ビスクドール（月謝は講師管理）
　第②水曜11:00～17:00

●刺しゅう教室
（月3回・各回2000円）
　不定期10:00～16:00

●絵画教室（月2000円）
　都度決定18:00～20:00

●野の花生け花（月3200円）
　第②火曜10:30～12:30

●煎茶教室（月2000円）
　第①金曜13:30～17:00

大人
おしゃれサロン

●帽子作り教室
●テディベア教室
●古裂れ遊び教室…など

GOLD’S GYM 合志熊本店
ゴールド ジム

☎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←
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～10/9（日）体験１回無料！

入会金1万1000円⇒5500円
※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

ダンス・空手
子ども

　「ゴールドジム」のキッズスク
ールがすごい！　Kポップやヒッ
プホップダンスに、チアダンス、
そして空手といった子どもに習
わせたいものばかり。未就学児
から通えるものもあります。ま
ずは気軽に体験を。

「チア・ダンス・空手」体験が無料！
ダンスはエイベックス所属
のプロのダンサー。チアは
ソフトバンクホークスオフィ
シャルチーム「ハニーズ」の
メンバーが講師になって本
格指導してくれます！

技術だけではない礼儀も学びます

ルーセントテニスクラブ熊本

実力派コーチ陣が初めてのテニスをサポート！　まずは無料体験会へ

テニス

　テニスが上達するかは、指導者との相性も
大切。レベルの高いコーチが多数在籍する「ル
ーセント」なら、相性ピッタリのコーチが見つ
かります！　インターハイや実業団全国大会
など数々の大会で活躍してきた経験で、丁寧
に指導。ラケットの持ち方からゲームの楽し
み方まで、実演しながら分かりやすく教えて
くれるから、初心者でもメキメキ上達できま
す。まずは３連休の無料体験会へ参加して。
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ルーセントテニス熊本 検索←

無料体験予約申込み・問合せ
☎096（338）6615

子ども 大人

●親子テニス…小学生とその家族
●ジュニア初心…小学生のテニス初心者
●初心・初級…テニス歴1年未満の中学生から大人
●初中級…テニスのゲームができる高校生から大人
●中上級…経験豊富な高校生から大人

●体験会スケジュール　※「親子テニス」「ジュニア初心」のレッスンは1時間

9月23日（祝・金）～25日（日）　テニス無料体験会
＊ラケットとシューズのレンタルは無料、事前予約制

住所／北区龍田5-12-56
営業／平日9:00～ 22:00
　　　土曜8:00～ 22:00
　　　日曜8:00～ 19:30

●上原智史コーチ
「明るく笑いの絶えないレッ
スンを目指しています！」

●望月浩至コーチ
「初心者は丁寧なレッスン、経験
者はたくさん打つレッスンを！」

●村山隆治コーチ
「的確なアドバイスで、“最短
距離”で上達させます」

●上田真里那コーチ
「インターハイ3年連続出場の経験
を活かし、基本から指導します」
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親子テニス 初心・初級 初心・初級 初心・初級親子テニス 親子テニス

親子テニス 女子ダブルス
中級

女子ダブルス
中上級

親子テニス 親子テニス

親子テニス 初中級 初中級 初中級親子テニス 親子テニス

ジュニア初心 中上級 中上級 中上級ジュニア初心 ジュニア初心

ジュニア初心 ジュニア初心 ジュニア初心

9月23日（祝・金） 25日（日）24日（土）

村山コーチ 村山コーチ 上田コーチ望月コーチ 上原コーチ 上原コーチ

望月コーチ 上原コーチ 上原コーチ村山コーチ 村山コーチ 上田コーチ

村山コーチ 村山コーチ 上田コーチ望月コーチ 上原コーチ 上原コーチ

望月コーチ 上原コーチ 上原コーチ村山コーチ 村山コーチ 上田コーチ

望月コーチ 上原コーチ 上原コーチ村山コーチ 村山コーチ 上田コーチ
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女子ダブルス
中上級

女子ダブルス
中級

女子ダブルス
中上級

女子ダブルス
中級

今回の体験会では、「女子ダブルスコース」
が新登場。友だちと一緒でも楽しめるから初
心者も安心。レベルの詳細は問合せを

対
象
レ
ベ
ル

高等学校 広域通信制

子ども

　今年開校した「やまと高校」は、
株式会社が設立した新しい通信
制高校です。オンライン学習や多
彩な体験活動、桜町バスターミナ
ル近くの学習等支援施設 ｢そよ風
学舎｣ での直接指導等充実の体制
です。転入・編入相談は随時受付。

新しい通信制高校が熊本に開校
高校卒業をめざす人、個性
を伸ばすために通信制高
校を選択した人、大学受験
をめざす人、そんなあなた
に寄り添う学校です

10120・333・053
電話受付／平日10：00～16：00
熊本事務所／中央区桜町2-17
　　　　　　第2甲斐田ビル4階
※画像はポスターの一部

やまと高校　熊本 検索←

2023年度入学生募集！

Q. 英会話を身につけたい
週に一回、学校現場での指導経
験豊富なALTの先生から学ぶ
ことができます。

詳しくはHPへ⇒
個別の相談会も随
時受付中

Q. 悩み相談できますか

Q. どんな先生がいますか

担任や養護教諭だけでなく、病
院勤務している経験豊富な臨床
心理士のカウンセラーがあなた
の学校生活を支援します。

公立高校の元校長や難関大受験
指導経験者など実績ある講師陣
ほか、養護教諭も在籍。

大人
株式会社立

やまと高等学校


