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平成29年5月「カメリア文化サークル」全14講座　新規開講！！

カメリア文化サークルカメリア文化サークルカメリア文化サークルカメリア文化サークルのご案内のご案内のご案内のご案内

TEL 0940-52-3321TEL 0940-52-3321

入会のごあんない

受講料の
お支払い
について

お申込み
お問い
合わせ

駐車場
交通

受講する講座の開始日の前日までに、お申し込みと受講料の
お支払いをお願いします。※料理教室は7日前まで。
（支払い受付時間　9:00～20:00）

カメリアホール（福津市文化会館）
【住所】福津市津屋崎1‐7‐2
【電話】0940‐52‐3321（開館時間　9:00～22:00）
※休館日：毎週火曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年始（12/28 ～ 1/4）
※受講希望者が少ない場合は開講を見送ることがあります。
　開講を見送る講座にお申し込みの方には事前にご連絡します。

受講の流れ・お申込み手順
窓口・電話でご予約

受講日前日までに受講手続き

ご希望の講座とお名前、
お電話番号をお知らせください。

手続き完了
講座受講日に各教室に直接お越しください。

ご入金は窓口でのお支払いになります。

沖縄ポップス三線入門
auのＣＭで大ヒット中の「海の声」、皆さんも三
線を片手に弾き語りできるようになりませんか。
ＢＥＧＩＮや夏川りみの曲を中心に、沖縄出身の講
師が基礎から教えます。

ひが三線店店主 比嘉　正人講 師
第2・第4土曜日 10：00～12：00
6/10,24　7/8,22　8/12,26
３ヶ月全６回/14,580円、教材費実費

講座日

受講料

無料一日体験 5/28（日）10：00～11：30 無料一日体験 5/25（木）10：00～11：30無料一日体験 5/27（土）10：00～12：00※楽器はお貸しします

平成29年4月

※金額はすべて税込みです。

昭和を歌う 歌声喫茶
昔懐かしい昭和の歌謡曲から演歌やグループ
サウンズ・フォークソングまでリクエストに応じ
ながら、ギターの伴奏でみんなで楽しく歌いま
す。歌詞はスクリーンに映し出されます。

舞の里おやじバンド
ＴＮＣ西日本文化サークル講師

田上　良二講 師 ＴＮＣ西日本文化サークル講師ＴＮＣ西日本文化サークル講師

pocoapocoピアノ教室主宰
ＴＮＣ西日本文化サークル講師

第2・第4日曜日 10：00～11：30
6/11,25　7/9,23　8/13,27
３ヶ月全６回/10,692円、教材費実費

講座日

受講料

たのしいコーラス
ピアノの伴奏に合わせ、みんなでたのしく名曲
の数々をコーラス！楽譜が読めなくても大丈夫
です。コーラス初心者大歓迎です。

pocoapocoピアノ教室主宰 田中　智子講 師
第2・第4木曜日 10：00～11：30
6/8,22　7/13,27　8/10,24
３ヶ月全６回/10,692円、教材費実費

講座日

受講料

無料一日体験 5/27（土） 10：00～12：00

なつかしの童謡唱歌
ピアノの演奏に合わせ、誰でも知ってる懐かし
い童謡唱歌などをみんなで楽しく歌っていき
ます。心晴れやかに歌って若返りましょう。

田中　智子講 師 手品師
ＴＮＣ西日本文化サークル講師

第1・第3木曜日 10：00～11：30
6/15,29　7/6,20　8/3,17
３ヶ月全６回/10,692円、教材費実費

講座日

受講料

基礎から学ぶ手品教室
手品ショップ「マジックファニー」店主が、誰に
でもできる手品を丁寧に指導します。家族や知
人に披露してびっくりさせましょう。脳トレにも
効果的！

ファニーフタガワ講 師 日本プロ麻雀連盟九州本部本部長
ＴＮＣ西日本文化サークル講師

建興院 副住職　
ＴＮＣ西日本文化サークル講師

インストラクター
ＴＮＣ西日本文化サークル講師講 師 インストラクター

ＴＮＣ西日本文化サークル講師

第1・第3木曜日 14：00～16：00
6/15,29　7/6,20　8/3,17
３ヶ月全６回/14,580円、教材費実費

講座日

受講料

健康マージャン入門　女性歓迎！
脳を若く保つトレーニングとして人気の健康
マージャン。楽しくおしゃべりしながら、友達づく
り・脳トレ・認知症予防に！ 初心者のためのクラス
です。

中村　政時講 師
第2・第4土曜日 10：00～12：00
6/10,24　7/8,22　8/12,26
３ヶ月全６回/9,720円、教材費実費

講座日

受講料

無料一日体験 6/1（木） 14：00～16：00無料一日体験 6/1（木） 10：00～11：30

無料一日体験 5/27（土） 10：00～11：00無料一日体験 5/31(水) 10：00～11：00無料一日体験 6/1（木） 13：00～14：30

無料一日体験 5/17(水) 11:15～12:15無料一日体験 5/17(水) 10:00～11:00無料一日体験 6/2(金) 10：00～12：30 ※材料費1,080円

無料一日体験 5/18（木）10:00～11:00無料一日体験 5/15（月）19:00～20:00

坐禅・ストレッチ・お経を楽しむ
坐禅・読経を通して呼吸法を学び、心身を安
定させ、禅における生きる極意（マインドフ
ルネス）を楽しんで学ぶ講座です。

毛井　竜浩講 師

料理研究家
ＴＮＣ西日本文化サークル講師

第1・第3木曜日 13：00～14：30
6/15,29　7/6,20　8/3,17
３ヶ月全６回/9,720円、教材費実費

講座日

受講料

中高年のための健康体操
腰・肩・肘・膝痛の予防のために無理なく、
誰でもできる健康体操です。毎週1時間、
定期的に行うことで、老化防止に役立ちま
す。

大和　倫世
第1・第2・第3・第4水曜日 10：00～11：00
6/7,14,21,28　7/5,12,19,26　8/2,9,16,23
３ヶ月全12回/12,960円、教材費実費

講座日

受講料

シェイプアップ！リズム＆ストレッチ　
ゆっくり体をほぐした後に、リズムに合わ
せて体を動かしていきます。毎週1回、定
期的な運動はストレス解消、シェイプアッ
プに最適です。

大和　倫世講 師
第1・第2・第3・第4土曜日 10：00～11：00
6/3,10,17,24　7/1,15,22,29　8/5,12,19,26
３ヶ月全12回/12,960円、教材費実費

講座日

受講料

みんなで楽しくお料理教室　
調理作業を分担せず、ひとりでお料理の全工
程を行う料理教室です。包丁の握り方から丁
寧に教えますので、お料理初心者の男性も安
心して始められます。

服部　範子講 師
第1金曜日 10：00～12：30
7/7　8/4　9/1
３ヶ月全3回/13,284円、材料費込

講座日

受講料

朝すっきりヨガ
ヨガで心も体もすっきり！さわやかな朝の
ひと時を一緒にすごしませんか？

インストラクター 湧田　睦美講 師
毎週水曜 10:00～11:00
5/24,31　6/7,14,21　7/5,12,19,26　8/2
３ヶ月全10回/10,800円

講座日

受講料

Let’ｓ ピラティス
お腹回りをスッキリしたい！魅力的なボディ
ラインをつくりたい！そういった方々にお勧
めのクラスです。基本から丁寧に進めてい
きます。

インストラクター 湧田　睦美講 師
毎週水曜 11:15～12:15
5/24,31　6/7,14,21　7/5,12,19,26　8/2
３ヶ月全10回/10,800円

講座日

受講料

夕方リラックスヨガ
ヨガには「つなぐ」という意味があります。
深い呼吸とともに様々なポーズを行うこと
で、心と体のバランスを整えます。

ヨガインストラクター 野方　亜弥講 師
毎週月曜 19:00～20:00
5/22,29　6/5,12,19,26　7/3,10,24,31
３ヶ月全10回/10,800円

講座日

受講料

太極舞（タイチーダンス）
太極舞は太極拳の動きと呼吸法、伝統武
術や民族舞踏の要素を取り入れ、中国音楽
に合わせて踊る、誰にでも簡単に親しんで
いただけるエクササイズです。

インストラクター 江島　久恵講 師
毎週木曜 10:00～11:00
5/25　6/1,8,15,22,29　7/6,13,20,27
３ヶ月全10回/10,800円

講座日

受講料

初心者のための　 初心者のための　

●駐車場あり（無料）
●公共交通機関／西鉄バス・ふくつミニバス  文化会館前下車すぐ

福津市津屋崎1-7-2
カメリアホール　福津 検索

http://camellia-st.com/http://camellia-st.com/

全講座

一日無料体験会を開催！
無料でご見学もできます。

※受講生3名以上で開講※受講生3名以上で開講 ※受講生3名以上で開講

※受講生２名以上で開講※受講生3名以上で開講 ※受講生４名以上で開講

※受講生3名以上で開講※受講生2名以上で開講 ※受講生3名以上で開講

※受講生3名以上で開講 ※受講生5名以上で開講 ※受講生5名以上で開講

※受講生5名以上で開講 ※受講生5名以上で開講
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