
5,500円
（高校生以下）

大人／ 3,300円子供／

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。

年少～年長　第2、4火曜日（月２回）
　　　　　  16:00～16:50

キッズリズムダンス

月謝  2,750円 講師  ダンスBB

入会金

スタジオ

掲載内容は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

運動系運動系

http://www.chitose-culture.com

086-942-4373
月～金曜日 9：30～18：30

株式会社カメヤコーポレーション
〒704-8175  岡山市東区中川町393-1

ホームページアドレス

受付時間

1 子

楽しみながら身体を動かし、基礎的な
運動力を育みます。7・8月はプールに
なります。
年少～年長　木曜日 15:00～16:00

木曜日
木曜日

火・金曜日

16:00～17:00
17:30～19:00
18:00～19:30

オオタ体育教室

月謝  4,400円
講師  大田体育研究会 代表 大田 善信

月謝  週１回 5,500円、週２回 7,150円
　  週3回 8,800円
講師  オオタFCスタッフ

運動系運動系2 子

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
バレエ基礎　　日曜日 10:00～11:00

モダンバレエ・ダンス

講師  谷山享子先生
お問い合せ先：090-5263-5639

お問い合せ先：086-272-5722

運動系運動系4 子

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。

大人　　　　 水曜日 19:30～21:30

大人バレエ
One Step Dance Company

月謝  お問い合わせください
講師  One Step Dance Company
お問い合せ先：里見先生
　　　　　　  090-4806-0287

運動系運動系7

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。

3歳～　　　　 月曜日 17:00～18:00

小学低学年～　月曜日 18:00～19:00

日室バレエ教室

月謝  6,050円
講師  日室バレエ学園

運動系運動系3 子

「楽しく・上手く・そして強く」オオタ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。
年少～年長
小学生

年少～小学生

オオタFCサッカー教室 運動系運動系
6 子 大

火曜日17:30～18:30
水曜日17:15～18:15
土曜日  9:45～10:35
土曜日10:40～11:40
土曜日11:50～12:50

小学生　   （久保坂）
　　　 　　　  （森）
年少～年長　 （赤瀬）
小学１～3年生（久保坂）
小学4～6年生（久保坂）

ダンスBB5

大 オフィス星野
ダンススタジオ

講師  オフィス星野

8

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なって
います。

極真カラテ

講師  NBMA 極真カラテ 西大寺道場
お問い合せ先：086-232-9000

運動系運動系9 大子

月曜日 17:00～19:00

月曜日 19:30～21:30

3歳～

大人

そろばん教室

月謝  週１回 3,300円　週２回 4,400円
講師  岸本そろばん暗算教室

文化系文化系13 子

金曜日 16:30～17:30
土曜日 13:40～14:30

5歳～

日本人講師によるしっかり学べるレッスン
です。小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。

英会話スクール
GOODJOB!

月謝  幼児 5,500円　小学生 6,050円
講師  Good Job!　西山昌江先生

※別途、教材費・管理費

文化系文化系11 子

水・木・金曜日 15:15～16:15
水・木・金曜日 16:30～17:30
水・木・金曜日 17:30～18:30

年少～
小学生

運動系運動系 子

土曜日18:15～19:15☆ボイストレーニング

土曜日19:30～21:00☆ダンスレッスン

★トーオンアクターズスクール岡山校
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

鉛筆の持ち方から、ハライ、トメなどに注意
し正しい筆順で文字が書けるよう学びます。

硬筆・毛筆教室

月謝  　　　　  硬筆 3,300円
　  硬筆＋毛筆 3,850円
講師  阿部裕子先生

文化系文化系12 子

4歳～

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。

こだま楽器
ピアノ教室

月謝  7,150円
講師  こだま楽器

文化系文化系10 子

月曜日～金曜日
30分の個人レッスン

3歳～

大

火曜日 15:00～18:00
木曜日 15:00～18:00

年少・年中・年長コース
エリートコース

学研教室

講師  学研　086-276-8390
お問い合せ先：0120-114-154

文化系文化系15 子

幼児

小学生

水曜日 15:00～16:00
水曜日 16:00～17:00
水曜日 17:00～18:00

※掲載価格は全て税込価格です。

2

見学・体験
随時可能です！！
見学・体験
随時可能です！！

スタジオ内2

ちとせホール内教室3

ちとせホール内 体育館4

マルナカ益野店

ローソン益野店 白十字

可知
小学校

SOLATO

ちとせ
カルチャーセンター

なかよし広場
（こども園城東チャイルドセンター隣）
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スタジオ2 ちとせホール内体育館4

スタジオ2

スタジオ2

ちとせカルチャーセンター1

スタジオ2

講師  ダンスBB

運動系運動系 子 大

【キッズクラス】

中学生～【大人クラス】

スタジオ2

スタジオ2

ちとせホール内教室3

ちとせホール内教室3

ちとせホール内教室3

子どもたちの「わくわく」や「もっとやってみ
たい！」を大事にしながら、知能の発達にも
つながるカリキュラムをご用意しています。

こども絵画教室

講師  アトリエポケット 関先生

文化系文化系14 子

年中・年長

小学生

火曜日 15:30～16:30（月3回）

火曜日 16:40～17:40（月3回）

ちとせホール内体育館4

なかよし広場5

ちとせカルチャーセンター1

益
野

交
差
点

ちとせカルチャーセンター1

28

383

概算・暗記　計算力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。お家での練習は
必須です。

月謝  幼児 3,960円　小学生 4,290円

ちとせカルチャーセンター1

★ヒップホップジャズダンス

★ジャズダンス（久保坂）
月曜日 19:30～21:00
火曜日 19:00～20:30

初級（入門）
初中級

月謝  週１回 5,500円、週２回 10,450円

初めてのお子様も大歓迎！優しく丁寧な指
導でダンスの楽しさが学べます。ダンスの基
本的な技術の習得だけでなく、大きな夢や
豊かな心を育み礼儀やマナーも大切にして
育てていきます。

初心者さん大歓迎！ダンスの基本から丁寧
に指導します。美しくしなやかな肉体作りを
ベースに、ストレッチ・リズム感を養うトレ
ーニングをします。楽しく踊って美しく輝い
てください！


