
サッカー場 なかよし広場
（城東チャイルドセンターとなり）
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http://www.chitose-culture.com

086-942-4373
月～金曜日 9：00～18：00
土曜日 9：00～12：00祝日は除く

ホームページアドレス

受付時間

※お月謝は全て税込価格です。
高校生以下

大人／5,000円
子供／3,000円

入会金

086-944-9080

3つのコース

個別指導ひとすじ
30年の

から生まれた
幼 児 教 育

IQ診断 興味のある方、幼児教育に関心のある方、受けてみてはいかがでしょうか。
お気軽にお申し込みください。

お子様のIQを調べてみませんか?

知脳
育成
知脳
育成

2～6歳
【少人数制】

「学ぶ」メカニズムを、遊びながら
  自然と身につける

小学校
受験
小学校
受験

4～6歳
【少人数制】

お子さまを伸ばす丁寧な指導

バイ
エル
バイ
エル

7～10歳
【少人数制】

柔軟な思考力、発想の転換が
中学受験のカギ

うちの子はどう？

●学習スタイル
●対象学年
●授業開始日

集団による自立学習
小学2年生～
4月～随時入会できます。

テキスト代（年1回）　
国語・算数各1,500円　
英語6,000円程度必要

夏期講習もおすすめ！

086-944-9070
益野校

小学生から高校生を対象にした個別指導塾です。

専任講師／
オリジナルカリキュラム
＋パーソナルテキストで
完全個別指導
5科目対応（1科目から受講OK）

英語 水曜日 4,500円（税込）／月16：20～17：20 【60分】
英語 水曜日 4,500円（税込）／月17：25～18：25 【60分】

初級クラス
中級クラス

英語 水曜日 4,500円（税込）／月18：30～19：30 【60分】上級クラス
英語 水曜日 5,500円（税込）／月19：35～20：35 【60分】中学1年生クラス
英語 水曜日 5,500円（税込）／月00：00～00：00 【60分】中学2年生クラス

定員　各クラス10名

ちとせ英語アカデミーちとせ英語アカデミー

ちとせフレンズ
(月極・一時・託児保育)

保育日時 

保育形態

対象年齢

月曜～金曜 9:00～16:00
（時間帯はご相談下さい）

満1才～未就学児

☆月極保育コース

☆一時保育 ☆時間利用：1時間単位
異年齢保育の中で、一人ひとりに合った成長を応援します。
入会費・年会費はいただいておりません。

4時間コース（9：00～13：00）
7時間コース（9：00～16：00）

086-942-4373
受付時間：月曜～金曜 9時～17時 〒704-8175 岡山市東区益野町40

お気軽にお問合せ下さい。 登録者募
集中!

ダンス・リズム
❶❺❽❹　　　　
体育教室
❷　　　　　　　
バレエ
❸❹❽
❼（大人のみ）
ピアノ
⑫　　　　　　　
サッカー
❻　　　　　
日舞
❽

カラテ
❾
そろばん
⑩
英会話
⑪
硬筆・毛筆
⑬
学習・塾
⑭⑮　　

キッズリズムダンス１

運動に必要な体づくり♪
ストレッチ、リズムジャンプなどを取り入れ、
楽しくリズム感・運動能力向上を目指します。
4.5歳児 第2.4火曜日(月2回)
 16：00～16：50
月謝 2,160円
講師 ダンスBB

ダンスＢＢ5

日々の礼儀作法や徹底したストレッチや
など高度なダンスを支える基礎を大切に
しています。レベルに応じて複数の講師が
丁寧に指導します。
3歳～ 土曜日 9：45～10：35
小学低学年 土曜日10：40～11：40
小学髙学年 土曜日11：45～12：45
小学生コース 火曜日17：30～18：30
ジュニアクラス 木曜日19：00～20：30
大人入門・初級
 月曜日19：30～21：00
大人（中学生以上）
 火曜日19：00～20：45

オオタ体育教室2

楽しみながら身体を動かし、基礎的な運動
力を育みます。
3歳～ 木曜日15：00～16：00
月謝 4,320円
講師 大田体育研究所

日室バレエ3

クラシックバレエの基本に忠実に、基礎か
らステップアップする教室です。
初めての生徒にも分かりやすく優しく指
導します。

バレエは敷居が高いと思われる方、小さい
ころバレエを習いたかったけど出来なかっ
た方、バレエは姿勢を良くし、ダイエットに
も繋がります。是非一度ご見学下さい。

3歳～ 月曜日17：00～18：00
小学低学年～ 月曜日18：00～19：00
月謝 5,940円～
講師 日室バレエ学園

大人バレエ
One Step Company7

大人 水曜日19：30～21：30
月謝 お問い合わせください
講師 One Step Company
お問い合せ先：里見先生
　　　　　　  090-4806-0287

英会話スクール
GOODJOB！11

日本人講師によるしっかり学べるレッスン
です、少人数制でしっかりサポート。英会話
だけでなく読み書きもしっかり学びます。
３歳児～ 水・木曜日15：00～16：00
小学生 水・木曜日16：20～17：20
 水・木曜日17：30～18：30
月謝 幼児5,400円
小学生5,940円

講師 Good　Job!　西山昌江先生

そろばん教室10

概算・暗記　計算力をを育て計数感覚を養
うだけでなく、脳の発達を刺激しながら集
中力忍耐力も身につきます。
5歳～ 金曜日16：30～17：30
　　　 土曜日13：40～14：40
月謝 週1回3,240円
週2回4,320円

講師 岸本そろばん暗算教室

極真カラテ9

空手を通じて『正しく』『強く』『優しい』心
を育むことをテーマに稽古を行っていま
す。
3歳～ 月曜日17：00～19：00
大人 月曜日19：30～21：30
月謝 5,660円～
講師 極真カラテ アスリナ道場
お問い合せ先：086-232-9000

学研教室14

年少・年中・年長コース
エリートコース
化学実験教室
4歳～6歳 水曜日15：30～16：30
小学生 水曜日16：30～17：30
 　　　17：00～18：00
科学実験教室 第2土曜日10：00～11：30
講師 学研
お問い合せ先：0120-889-317

オンリーワンスクール 
益野教室15

これからの社会を生き抜く力『コミニュケー
ション力』『問題発見力・解決力』をじっくり
育てます。作文力も身につきます。
5歳児～高校生
 木曜日18：00～19：00
 木曜日19：00～20：00
月謝 6,480円
講師 オンリーワンスクール
お問い合せ先：086-243-5219

硬筆・毛筆13

鉛筆の持ち方から、ハネ､トビなどに注意し
正しい筆順で文字が書けるよう学びます。
4歳～ 火曜日15：00～18：00
 木曜日15：00～18：00
月謝 硬筆3,240円
毛筆3,780円

講師 阿部祐子先生

こだま楽器
ピアノ教室12

一人ひとりの年齢やレベルに合わせたき
め細やかなマンツーマンでのレッスン。音
楽を楽しむ心と豊かな人間性を育みます。
3歳～ 月曜日～土曜日
 30分の個人レッスン
月謝 6,480円～
講師 こだま楽器

オフィス星野
ダンススタジオ8

月謝 お問い合わせください
講師 オフィス星野086-272-5722

モダンバレエ・ダンス4

バレエの基礎で姿勢良くし、リトミックで
リズム感を養い、ダンスステップ、側転、
ジャンプ、幅広く取り組んでいます。
3歳～ 土曜日15：00～16：00
小学高学年 土曜日16：00～17：00
月謝 4,000円
講師 谷山享子先生
お問い合せ先：090-5263-5639

月謝 週1回5,400円、週2回7,020円、
週3回8,640円、週4回10,260円

講師 オオタFC

オオタFCサッカー教室6

「楽しく・上手く・そして強く」
おおたFCの指導方針です。スキル向上だけ
でなく、体、スピード、そして強い心も必要
です。自主性も大切に育みます。
4歳・5歳 木曜日16：00～17：00
(幼児・小学生合同クラス）
 月曜日17：30～19：00
小学生 火曜日18：30～20：00
　　　 金曜日18：30～20：00

小学生 金曜日17：30～18：30
★キッズヒップホップジャズ

中学生以上 金曜日19：00～20：00
★ジャズダンス

大人 金曜日12：30～14：00
★創作日舞

元宝塚歌劇団の先生が指導するクラスです。
 土曜日13：30～18：00

★Hoshino.coプロジェクト 宝塚受験コース

大人 火曜日10：00～12：00
　　 金曜日10：30～12：00

★シェイプアップジャズダンス 託児あり

プロとしてタレント活動を目的としたタレント
養成クラスです。小学5年生以上
☆ボイストレーニング

土曜日13：30～18：00
☆ダンスレッスン　

　　　土曜日18：00～20：00

★トーオンアクターズスクール岡山校

運動系運動系 子 大 運動系運動系 子

運動系運動系 子運動系運動系 子 運動系運動系 子

子：子供向け
大：大人向け

子 運動系運動系 子

運動系運動系 大

運動系運動系 子 大

文化系文化系 子 大

文化系文化系 子文化系文化系 子

文化系文化系 子 文化系文化系 子 文化系文化系 子

運動系運動系 子 大

凡　例

運動系の教室運動系の教室 文化系の教室文化系の教室
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2～6歳 知能育成コース １～４人の少人数制です

「幼児期には
 何を習うのがいいの？」
  と考えていませんか
お子様にとって一番大切なのは、
適切な時期に適切な内容が受けられるかということです！！
チャイルド・アイズでは小学校の先取りではなく、幼児期に必要な幅広く脳に刺激を与えると
いうことを教材となる具体物を使って「知的なあそび」の授業を行います。
楽しさ、出来た喜びがお子様のやる気に繋がります。

知能教育は年少から始めるほど知能指数（ＩＱ）の伸び数が高いことが実証されています。
知能教育のゴールデンエイジは２～６歳です。まだ早いは通用しません。
チャイルドアイズで楽しく遊びながらしっかり刺激を行いましょう

!!
!

086-944-9080

❀　何事にも積極的に取り組めるようになった
❀　自信がついたように感じる
❀　毎週教室に行くのをとても楽しみにしている
❀　何をするのも続かなかったのに、教材で夢中に遊んでいる

お母様から嬉しい声をたくさん頂いています

■お問い合わせは     ちとせカルチャーセンター内

チャイルド・アイズ益野校 

無料体験実施中
お気軽にどうぞ♪

神戸出身、12歳からジャズダンス
を始めＴＶ、イベントに多数出演。
スカウトされて徳間ジャパンレコー
ドから歌手デビュー。タレントとし
て活躍。同時に神戸、大阪中心に
ダンス講師としても活動を始める。
結婚を期に岡山へ2012年ダンス
ＢＢ設立。キッズからシニアまで
指導にあたる。ＴＶＣＭやミュージ
カル、うらじゃ等振り付け師とし
ても活躍中。プロダンサータレン
ト育成にも力を注いでいます。久保坂 明美（くぼさか あけみ）久保坂 明美（くぼさか あけみ）

楽しく・上手く・そして強くがオオタFCの指導方針です。

日本サッカー協会・日本体育協
会公認コーチ・ちとせ保育園・
カナダ保育園・城東チャイルド
センター・遍照保育園・早島町・
倉敷市公立幼稚園 体育講師 他

大田 善信 （おおた よしのぶ）大田 善信 （おおた よしのぶ）
サッカーを通じて、技術の習得
はもちろん、楽しい事・悔しい
事、様々な経験をし、自分の事
は自分で解決できる人間になっ
ていってほしいと思います。

大田 修平 （おおた しゅうへい）大田 修平 （おおた しゅうへい）
GKコーチをしている伊藤豪で
す。子供達にサッカーの楽しさ
をたくさん伝えていきたいです。
オオタFCで一緒に楽しく、そし
て勝つサッカーをしましょう!!

伊藤　豪 （いとう たけし）伊藤　豪 （いとう たけし）

オオタFC
サッカースクール

サッカー場 なかよし広場（城東チャイルドセンターとなり）場　所

毎週木曜日
16:00～17:004・5歳コース 毎週月曜日

17:30～19:004・5歳・小学生合同コース

5,400円／週１回、7,020円／週２回、
8,640円／週３回、10,260円／週４回

月　謝 別途年間費
（各種保険代、サッカー協会
 登録費、備品）各クラス共通

●各教室送迎あり。ご相談ください。　●無料体験随時できます。TELにてご予約ください。
《お申込み・お問い合わせ》は ちとせカルチャーセンター TEL.086-942-4373　
【ちとせ】 http://www.chitose-culture.com（ちとせ）　【オオタ】 http://www.otafc.jp/（オオタ）

月　謝 週1回 5,400円　週2回 10,260円　週3回 14,580円　

月　謝 2,160円

毎週火曜日18:30～20:00
毎週木曜日17:30～19:00
毎週金曜日18:30～20:00

小学生コース

最高のグ
ランドで

　最高の
サッカー

を！最高のグ
ランドで

　最高の
サッカー

を！

ナイター設備完
備！

チーム所属でも
参加OK!ナイター設備完
備！

チーム所属でも
参加OK!

ダンスBB JAZZ
HIPHOP

JAZZ HIPHOP

ストレッチ、リズムジャンプなどを取り入れ、誰でも楽しくリズム感を養い、運動能力向上を目指します。

NEW キッズリズムダンス（4・5歳児コース） 第２・４火曜日 16:00～16:50

平成８年  大手テーマパー
クにて、１年間シンガーと
してショー出演。
平成９～12年 NHK歌 謡
祭、紅白歌合戦、など、
TVバックダンサー出演。
平成13～19年 大手テーマ
パークにてレギュラー
ショー出演。退園後は専
門学校にて指導や、テーマ
パーク模擬オーディション
審査員、指導にあたる。TOSHITOSHI

６歳から14歳まで新体操
を習い、12歳のときにダ
ンスに出会い、ダンスの
世界へ。
メ イ ン は J A Z Z と
HIPHOP。またボーカル
＆ダンスユニットを組み
ショーやイベントにも出
演。

武政 歌菜（たけまさ かな）武政 歌菜（たけまさ かな）

土曜日 ９:45～10:35
土曜日10:40～11:40
土曜日11:45～12:45
火曜日17:30～18:30

3歳～コース
小学生低学年コース
小学生高学年コース
小学生コース

木曜日 19:00～20:30ジュニアクラス
楽しみながらレベルアップ♬

大人（入門～初級）コース

火曜日19:00～20:45大人（中学生以上）コース

月曜日19:30～21:00
ダンス初めて　の方も大丈夫！楽しいエクササイズで汗を流したい方は是非。初心
者でも参加できるジャズヒップホップダンスクラスです。
美しくしなやかな肉体作りをベースにストレッチ・リズム感をやしなうトレーニング
をします。楽しく踊れる様にゆっくり振りを進めます。

レベルアップの為のエクササイズ。
幅広いスタイルのダンスを学べる魅力あるクラス。踊る楽しさを実感できます。


