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英語
子ども

　SSH英語教室に通う子たちは、
自分の頭で英語のルールを理解
するから発音がネイティブ。初見
の英単語もスラスラ読めます。入
会は4年生の4月のみ。英語の土
台をしっかり作ってお子さんの未
来に自信をつけませんか？

英語の基礎を学ぶ新4年生募集！
英単語には英語が読めるよ
うになる93％以上のルー
ルが詰まっています。理解
して「読む」「書く」「話す」
「聞く」を完璧に！

電話受付／9：00～17：00
黒髪教室／中央区黒髪5-24-23
　　　　　桜山ハイツ101
江津教室／東区下江津6-5-7
　　　　　ワールド・グリーン内2F

本物の英語が身につくPoint

黒髪教室＆江津教室で説明会

詳しくはHPへ⇒
わかりやすい説明
動画もあります！

◎英単語のルールがわかる！
　読み方がわかるルールで、
　発音もネイティブに！

◎小4から3年間徹底指導！
クセがない状態だからグング　

　ン伸びて、中学生では差が歴然

SSH英語教室

＊参加は電話かメールにて受付

●時間 すべて13:00～14:00
●2/18（土） 黒髪教室
●2/19（日） 江津教室
●2/25（土）Zoom
●3/ 4　（土） 黒髪教室
●3/ 5（日） 江津教室

サウンド・スペリング・
ハーモニー

☎096（366）9393
メール／info@sshenglish.com

流泳館 熊本西部スイミングクラブ
りゅうえいかん

水泳
子ども

　「流泳館」では２月の４DAYキ
ャンペーンを開催！　入会金や
用具代などコミコミで一律880
円。申込みは４日間限定ですが、
始める月を３月か４月から選べ
ます。3歳～中学生ＯＫ。お子
さんの体力向上に期待大。ぜひ。

2月4・11・18・25日は、入会が880円
熊本で唯一「公認水泳教師
在籍施設」のスイミングクラ
ブ。安心・安全に泳ぐ楽し
さを教えます。自宅近くま
で無料バス送迎があるのも
通いやすいポイントです！

☎096（329）6660
営業／9:30～21:30
（土曜～16:00）
住所／西区城山半田
4-6-18 ※日曜休、
無料送迎バス有。税込 詳細はHP↑

※送迎バス利用は別途、バッグ
2750円（キャンペーン価格）
※半年以上の継続が条件

＊前日までの要予約で
事前に無料体験ができます！

入会金            3300円
初回月会費      7150円～
スイムキャップ 660円
タオル袋       330円

●平日（月～金曜）

●土曜

１万2000円相当が⇒880円

●受付： 2 月の毎週土曜日
（4・11・18・25日）9:00～13:00

４日間限定！入会キャンペーン

ジュニアコース レッスン時間

①15:05～16:15（未就学児限定）
②16:30～17:40
③17:40～18:50

①10:00～11:10 ②11:10～12:20

（一財）今日庵　裏千家

10120・311・166
受付／９:00～18:00、
土日祝休
場所／中央区新町
2-2-6（福田病院 地域文
化交流館 寿心亭）、P有
裏千家　初心者 検索←

公
式
Ｈ
Ｐ
⇐

【先着16人】早めに申込みを！
【期間】４/20～ 9/14、毎週木曜
（5/4・8/10を除く）、全20回
【時間】①14:00～ 16:00、
　　　②18:00～ 20:00
【定員】①②コース各８人
【入会金】１万1000円
　　　　※中学生以下は無料
【受講料】５万5000円
　　　　※初級資格の申請料込

茶道
子ども

　気軽に楽しめる、初心者のた
めの茶道教室が４月から開講。
ただ今、受講者を募集中です！
茶道の基本だけでなく、美しい
立ち方や挨拶の仕方など、日常
生活の作法も自然と身に付きま
すよ。詳しくはHPへ。※税込

「初心者のための茶道教室」開講
２人以上のグループまたは
HPからの申込みで、入会
金が半額（税込5500円）に。
茶道を通して「おもてなしの
心」を学び、資格もゲット！

本
格
的
な
茶
室
で
習
え
ま
す

大人

水泳
子ども

リビング特典

入会金1万1000円⇒半額
※税込、R5.２.８～３.31まで

TERAスイミングクラブ

　高い水泳技術が習得できるア
スリートクラスが新設！　クロー
ル25ｍ以上泳げるお子さんなら
誰でもＯＫ。泳ぎが初めてのお子
さん向けの少人数クラスもありま
す。まずは無料体験を。料金や空
き状況など、詳しくはHPへ。

水泳大会に挑戦できるクラス新設

ジュニアクラスは定員残りわずか！

対象／小学生１年生～
※クロール25m以上
泳げるお子さん

対象／小学生１年生～
※年中・年長さんは
チケットレッスンあり

アスリートクラス

ジュニアクラス（少人数制）

インターハイ出場＆入賞
経験のある、同クラブ代
表・インストラクターの竹
之下さん（画像左）が丁寧
に指導してくれますよ！

☎080（1533）7209
時間／15:00～19:30、火・日曜休
※接客やレッスン中は電話が繋がらな
い場合あり
場所／熊本県立総合体育館プール

テラスイミングクラブ 検索←

教育
子ども

　不登校生、通信制高校生、中
退生、浪人生の「もう一度勉強し
たい」「未来を切り拓きたい」の
願いを応援！　高校受験からレポ
ート指導、高卒認定試験、大学受
験まで対応。不登校生・高校中
退生専門の個別指導予備校です。

不登校・中退から志望校合格へ！
ゆとりある空間で、落ち着
いて学べる少人数の個別
指導制。分数の計算から
国公立大入試まで、自分の
ペースで学力と自信を着実
に身につけられます。午前
9時開講、通塾日数や時間
は月ごとに変更可能です

☎096（223）6623
住所／中央区大江
5-17-29 グランピア
味噌天神1階
（味噌天神前電停そば）

くまもと学舎 個塾 検索←

「本気で勉強すれば、自分の“現在”
“未来”“過去”が変わります。
一緒に頑張りましょう！」

●合格実績／
【大学】熊本大、熊本県立大、大
分大、宮崎大、信州大、亜細亜大、
京都産業大、龍谷大、関西大、大阪
医科薬科大、関西外国語大、近畿
大、福岡大、立命館アジア太平洋
大、熊本保健科学大、熊本学園大、
九州ルーテル学院大、崇城大　…
【高校】熊本高専、東稜、真和、
九学、マリスト、文徳　…　等

●開講時間／
平日＝9:00～ 17:20
土曜＝9:00～ 15:20
→進学後の生活を見据え、徐々に生
活リズムを整えることができます

大人

くまもと学舎 個塾
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※1コマ50分

水泳 ベストスイミングクラブ
子ども

　水泳は、心肺機能向上や筋力
づくりだけでなく、姿勢も良くな
るなどメリット満載。同クラブで
は水慣れから本格的な泳法まで
幅広く指導します。定期的なテ
ストで上達を実感できるのでやる
気もアップ。無料体験も実施中！

“泳ぐ”全身運動で強い体を育む
プールは湿度が高く、水も
消毒されているから、感染
症対策は万全。コーチも水
泳用マスクを着用してい
るので安心です。有酸素運
動で免疫力が活性化し、「体
調を崩しにくくなった」と
いう声も多数です

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

2 月 25 日（土）まで
入会キャンペーン実施中

エステローズ

☎080（2774）0026
レッスン時間／10:00
～12:00（応相談）
住所／東区花立3丁目
※エステ情報は21ページ

エステローズ 検索←

イ
ン
ス
タ

①整体レッスンコース

②猫背矯正レッスンコース

●1回2時間×6回
●レッスン料／ 15万2000円

●1回2時間×4回
●レッスン料／ 6万 8000円

①と②両コース受講で
通常22万円⇒2万円引き！

整体

　性別問わず、一人でも開業で
きる整体サロン。そのマッサー
ジ技術をプロから学んでみませ
んか？　体の知識から実技、経
営のノウハウまで手厚くマンツ
ーマン指導が受けられます。開
業の夢も叶いますよ！ ※税込

技術から経営まで、丸ごと伝授
現役でエステ・マッサージ
サロンを経営する女性オー
ナーが丁寧に教えてくれま
す。誰でも気軽に挑戦でき
ますよ。レッスン時間は午前
10時～ 12時（応相談）です

猫背矯正に特化したレッスンも！

大人

英会話 こども英語・英会話 アミティー
子ども

　イーオンのこども専門校とし
て今年で創立50周年。熊本の2
校は10年目を迎え、幼児だった
生徒さんは今年中学卒業を迎え
ます。満６カ月の赤ちゃんから、
大学受験まで、成長過程に合わ
せた英語教育を提供しています。

興味関心を最大限に引き出す！
大画面のタッチボードを使
い、お子さんが楽しみなが
ら英語を学べる仕掛けがた
くさん！　生徒も先生も笑
顔いっぱいのレッスンを実
施しています。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（火）まで！
さあ、始めようキャンペーン

乗り換えキャンペーン

・入会金通常1万1000円⇒無料
・3000円分優待券プレゼント
（ペア・紹介・復学入会の人が対象）
・4月スタートを予約した人限定
  ３月月謝授業料⇒無料

・他スクールからの乗り換えで
  上記＋スクールバッグ進呈

☎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

※税込

　受／11:00～19:00、月・日曜休

NPO法人スポレク・エイト

☎096（200）8014
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）
スポレク・エイト 検索←
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年会費（保険料込み）

一般………………………8000円
高校生以下、65歳以上…6000円
ファミリー（３人まで）
　　　　   …………１万5000円

リビング特典
「リビングを見た」の３月新規入会で
粗品プレゼント！

スポーツ
子ども

　卓球や野球、サッカー、フリス
ビーなど、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。年会費や各サークルについ
てなど、詳しくはHPへ。

いろんな種目を体験してみよう！
３月末までは何種目、何
回でも（トランポリンは１
回）無料体験OK！　体験
希望は電話またはHPから
問合せください

タグラグビー全国大会出場決定！

この機会に始めてみませんか？

※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

大人

【コロナ割引価格】※税込


