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「カメリア文化サークル」全13講座  新規入会募集！！

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

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、入会申し込みと受講料の
お支払いをお願いします。※3ヶ月分前納。以後継続受講可。
（支払い受付時間　9:00～20:00）

福津市複合文化センター・文化会館（カメリアホール）
【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）
※定員に達した講座は、受付を締め切らせていただくことがあります。
※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。
※福津市外の方もご入会できます。入会金は無料です。

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。

心を豊かに 絵画入門
絵画全般を学べる講座です。初心者の方に
は色鉛筆を使った大人の塗り絵から。デッ
サンや構図、表現技法を学んでの水彩画、
油絵にもチャレンジできます。

アトリエNOGUCHI主宰 画家 野口　正幸講 師
第1・第3月曜日 9：30～12：30
9/4,18　10/2,16　11/6,20 以後継続
月額4,860円/3ヶ月毎前納制14,580円

講座日

受講料

無料一日体験 8/25（金）13：00～14：30※ご自分のスマホを　ご持参下さい。

平成29年8月

※中途入会可
※金額はすべて税込みです。

パソコンの基礎知識、基本操作から、文書作
成・年賀状・インターネット・デジカメ写真取込
みなど、女性講師がゆっくり、丁寧に、楽しく、
繰り返し指導します。

パソコンインストラクター
ＴＮＣ西日本文化サークル講師

平野　久美子講 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

第2・第4金曜日 10：00～12：00
9/8,22　10/13,27　11/10,24 以後継続
月額6,480円/3ヶ月毎前納制19,440円 教材費500円（入会時）

講座日

受講料

シニアのための超簡単スマホ
「スマホを持ってるけど使い方がわからない。
教えてくれる人がいない。」そんな方多いです
よね。スマホ初心者の方のためのクラスです。
気軽に質問できます。

スマホインストラクター 平野　久美子講 師
第2・第4金曜日 13：00～14：30 以後継続
9/8,22　10/13,27　11/10,24
月額4,644円/3ヶ月毎前納制13,932円 教材費500円（入会時）

講座日

受講料

建興院 副住職　
ＴＮＣ西日本文化サークル講師

無料一日体験 9/7（木） 13：00～14：30

無料一日体験 講座開講日毎回※初めての方に
　限ります 無料一日体験 講座開講日毎回※初めての方に

　限ります

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
第1・第3木曜日 14：00～15：30
9/7,21　10/5,19　11/16,30（第5木） 以後継続
月額3,240円/3ヶ月毎前納制9,720円

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
毎週水曜日 10:00～11:00
8/30　9/6,13,20,27　10/4,11,18,25　11/1 以後継続
月額3,600円/3ヶ月前納制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
毎週水曜日 11:15～12:15
8/30　9/6,13,20,27　10/4,11,18,25　11/1 以後継続
月額3,600円/3ヶ月前納制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
毎週月曜日 19:00～20:00
8/7,21,28　9/4,11,25　10/2,16,23,30 以後継続
月額3,600円/3ヶ月前納制10,800円

講座日

受講料

パソコン入門わかりやすい！脳活！

●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福津市津屋崎1-7-2
カメリアホール　福津 検索

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

全講座

※中途入会の場合は受講料割引となります。 ※一部教材費が必要な講座もございます。
※無料一日体験日以外の日の体験も可能です。詳しくはお問い合わせください。

一日無料体験会を開催！
見学は随時無料。中途入会可。

新 新 新

pocoapocoピアノ教室主宰
ＴＮＣ西日本文化サークル講師

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
第1・第3木曜日 10：00～11：30
9/7,21　10/5,19　11/16,30（第5木） 以後継続
月額3,564円/3ヶ月毎前納制10,692円

講座日

受講料

インストラクター
ＴＮＣ西日本文化サークル講師講 師

無料一日体験 8/26（土） 10：00～12：00

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

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
9/9,23　10/14,28　11/11,25 以後継続
月額3,240円/3ヶ月毎前納制9,720円

講座日

受講料

無料一日体験 9/7（木） 10：00～11：30

無料一日体験 9/6(水) 10：00～11：00

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
9/6,13,20,27　10/4,11,18,25　11/1,8,15,22 以後継続
月額4,320円/3ヶ月毎前納制12,960円

講座日

受講料

無料一日体験 8/27（日）10：00～11：30 無料一日体験 8/24（木）10：00～11：30

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

第2・第4日曜日 10：00～11：30
9/10,24　10/8,22　11/12,26 以後継続
月額3,564円/3ヶ月毎前納制10,692円

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
9/14,28　10/12,26　11/9,30（第5木・童謡と合同） 以後継続
月額3,564円/3ヶ月毎前納制10,692円

講座日

受講料

初心者のための　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 比嘉　正人講 師
第2・第4土曜日 10：00～12：00
9/9,23　10/8（日）,28　11/11,25 以後継続
月額4,860円/3ヶ月毎前納制14,580円

講座日

受講料

無料一日体験 8/26（土）10：00～12：00※楽器はお貸しします
ＴＮＣ西日本文化サークル講師

初心者のための　

無料一日体験 8/25（金）10：00～12：00
※ご自分のノートパソコンをご持参下さい。

8/28（月）9：30～12：30
※教材費500円。大人の塗り絵を制作。

無料一日体験

無料一日体験 講座開講日毎回※初めての方に
　限ります

入会金無料

※開講済み講座

※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

※開講済み講座 ※開講済み講座

※開講済み講座

※開講済み講座

※開講済み講座

※開講済み講座※開講済み講座 ※開講済み講座

※開講済み講座

宮ノ元
交差点
福津市
文化
会館前

交番

図書・歴史資料館◎

宮地嶽神社

国道495号線

旭橋交差点

太郎丸
交差点

◎福津市役所

道辻参道口
交差点

みつじ

福津市中央
公民館

●

古賀IC

至福岡

国道3号線

JR鹿児島本線

花見交差点

JRふくま流交差点

福間駅前

県道
97号線

至北九州

至北九州

福津市文化会館

カメリアホール


