こども 1 日講座＆常設クラス

藤枝ＴＥＬ054-634-3330
スクール

夏休み

詳細は HP から↓

特集！

お問い合わせ

講座のご受講には、入会金大人 3,300 円、中学生以下 1650 円がかかります。1 日講座・体験レッスンは入会不要です。
別途維持費が、継続講座 1 か月 330 円、1 日講座 110 円がかかります。全て税込表示。キャンセルはご入金前に要連絡。

藤枝スクールはこちら JR 藤枝駅南口、徒歩 2 分
受付営業時間（月）～（土）10：00～20：00 ※（月）は 15 時迄、第 2.4（日）は変則
駐車場はオーレ藤枝第 1.3.4 パーキングをご利用下さい。※受講時に限り 2 時間無料になります。

ドールハウスで作る（縦横 12×奥行 15ｃｍ）

1日
講座

チョコレートハウス

1日
講座

「どうぶつの絵」にも対応（小学 1 年～）

読書感想画を描こう

夏休みの工作に！（４才～小学生）

キラキラ万華鏡作り

粘土・ビーズ・バルサなど

水彩絵の具を使って本

夏らしくスケルトンタイプの

を使って、本物そっくり
なチョコケーキやカラフル
ひと口チョコを作ろう！

を読んで感じた事や
印象的な場面を絵にし
てみよう。
「どうぶつ
の絵」も対応。①②
どちらか 1 日選択。

万華鏡を作ってみましょう。
ビーズやガラス玉などが、
ゆらゆら揺れる万華鏡です。

◆講師 渋谷 順子
◆受講日 8/8（日)
13：00～15：30

※未就学児は、保護者同伴

◆講師 倉野 祥代
◆受講日 8/8（日)
13：30～15：00 高さ約 20ｃｍ

◆受講料：3,080 円（1 回分）

◆講師 ①山城 道也 ②倉野 祥代
◆受講日①8/8（日)13：00～17：00
②8/18（水）13：00～17：00

◆教材費：2,200 円（1 個分）

◆受講料：5,830 円 ◆教材費：165 円（用紙代）

◆教材費：990 円（材料費 1 個分）

夏休みのお楽しみ！生き物を作ろう

跳び箱や逆上がりのコツ（幼児～）

対象：幼児～大人（小学 3 年以下保護者同伴）

えだまめコーンパンを作ろう

1日
講座

キッズおうちパン

夏休み
県内産の枝豆とコーンで

11日
日
講座
講座

こどもバルーンアート
ひょうきんなタコやウサギ、犬

◆受講料：2,530 円

キッズ体育塾

随時
入会可

鉄棒・マット運動
跳び箱、縄跳びなど
運動のコツを伝授！

などの動物を風船で作ってみ
よう！先生は楽しい大道芸人！

作る地産地消のパン。
お子様向けの資料を基に
料理してみよう！

1日
講座

◆講師 ヤマ・
スポーツクラブ
◆第 2.4(土)
幼児 14：35～15：35

対象：小学 1 年生～ 、定員 10 名様

◆講師 大道芸人コンビ
☆そ～だ
◆受講日 8/3（火)
10：30～12：00
◆受講料：2,310 円（1 回分）

◆受講料：2,530 円（1 回分）

◆教材費：990 円（材料費）

◆受講料：9,900 円（3 カ月 6 回分）

◆教材費：946 円（材料費）

対象：小学 1 年生～（小学 2 年生までは保護者同伴）

体験各 1,980 円（要予約）【7/10.24.7/31.8/28】

ＩＮ エスパルスドリーム
フィールド藤枝

美しい姿勢が身につく（幼児～）

◆講師 Chika
◆受講日 8/8（日)
10：30～12：00

人気のため、増設クラス

8/7㈯

こども【４才～小学校低学年】
絵画造形クラブ

スタート

自由な発想を引き出
す絵画と造形クラス。
絵が好きなキッズに。

ＫＩＤ‘Ｓ（小１～6 年）
走り方教室（土）

小学生クラス 15：40～16：40

7/24㈯
スタート

※既存 13：00、14：30 クラスは、キャンセル待ち

◆講師 星 利光（ＪＡＡＦ公認ジュニアコーチ）
◆全６回(土)13：00～14：00

◆受講料：9,900 円（6 カ月 6 回分）

【7/24、7/31、8/7、8/28、9/11、9/25】

◆教材費： 1,650 円（3 カ月材料費）
事前体験会 7/17（土）16：00～17：30
体験料 1,980 円、教材費 275 円（要予約）

◆受講料：13,200 円（3 カ月全 6 回）

ヒット曲でＤａｎｃｉｎｇ（小１～中学）

ハワイアンミュージックで（小１～）

流行曲でキッズダンス

随時
入会可

◆会場：エスパルスドリームフィールド藤枝
（藤枝市青葉町 1-1-23）Ｐ有※現地集合＆解散

夏にぴったりフラガール

こどもクラシックバレエ
経験豊富な講師が基礎
から指導。美姿勢に！

短距離の指導経験な実力
派コーチが速く走る秘訣
を指導します。屋根付き
コートで雨でも大丈夫！

◆講師 倉野 祥代
◆第 1.3(土)16：00～17：30

随時
入会可

◆講師 Ｍクラシック
バレエアカデミー
◆幼児～小学３年
毎週(木)16：30～17：30
◆経験者：毎週㈭17：30～18：30

◆受講料：16,940 円（3 カ月 11 回分）
◆教材費：242 円（3 カ月分・著作権料）
体験各 1,870 円（要予約）【7/1.8.15.29.8/5.19.26】

ロボットプログラミング
随時
入会可

こどもＩＴロボット塾

随時
入会可

パソコンやレゴマインド
ストームなどを使用して
ロボットのプログラミング
を学んでみよう。

今流行のヒット曲で
ダンスグループの
曲を踊ってみよう。
柔軟性もアップ！

ダンスを身体で感じ
こどもならではの
柔軟性で感性を磨い
てゆきましょう。

◆講師 星景 友綺
体験・見学
◆毎週(金)
お気軽に！
18：50～19：50
◆受講料：18,150 円（3 カ月 11 回分）
◆教材費：242 円 体験各 1,980 円（要予約）

◆講師 Ｒｉｋａｎｏ
◆月 3 回(水)
17：15～18：15
◆受講料：14,850 円（3 カ月 9 回分）

◆毎週(土)13：20～14：40
※他にも（火）（金）（土）の多数クラス有

◆教材費：198 円（3 カ月分・著作権料）

◆教材費：16,500 円（入会月と 1 年更新時）

【体験可能日：7/2.9.16.30.8/6.20.27.9/3.10.17】

体験各 1,980 円（要予約）【7/7.14.21.8/4.18.25】

体験 7/24（土）15：00-16：20 1,650 円（要予約）

◆講師 ＩＴロボット塾専任講師

◆受講料：13,200 円（1 カ月）

12 カ月 46 回

のカリキュラム。※上記時間の他にもクラス有り。

16.】

◆新型コロナウィスル対策を徹底しています！◆◎手指消毒の徹底 ◎講座ごとに机・ドアノブの消毒 ◎入口での検温
◎向かい合わない机の配置 ◎教室は随時換気 ◎通常より定員を減らし開催 ※ご受講の際は、マスク着用をお願いします。

