春・夏のパジャカルチャー 受講生募集
音楽・舞踊

ハワイアンフラ

語学・文学・コミュニケーション コース

コース

はじめての新舞踊

子供さんから男女を問わずみん
なで楽しく歌謡曲、民謡、童謡に
あわせて踊りましょう。椅子に座
ったままでも踊れます。

■時間/第2・3・4土曜日（月3回）16：00〜18：00
■受講料/11,220円
（税込）、3ヵ月分
■講師/ 光佳流（家元、光佳龍愁）師範 光佳 龍啓

工芸手芸
楽しい手編み

はじめてのフラメンコ

■時間/毎週水曜日（月4回）、10：30〜12：30

■講師/

ペーニャフラメンカ
アシスタント講師

清末 珠美

坂東流日本舞踊

■時間/毎週月曜日
（月4回）15：30〜17：30
■受講料/13,200円
（税込）
、3ヵ月分
■講師/ 花扇会舞踊主宰 坂東 輝嗣王・坂東 王雀

都山流尺八

■時間/第1・2・4月曜日（月3回）18：30〜21：00
■受講料/16,500円
（税込）
、3ヵ月分
■講師/ 都山流尺八楽会大師範 原田 霑山

安来節と銭太鼓

■時間/第1・3月曜日（月2回）20：00〜21：30
■受講料/9,900円
（税込）
、3ヵ月分
■講師/ 安来節家元四代目 渡部 お糸

箏
（琴）
・三絃
（三味線）

■時間/第1・3月曜日16：30〜18：30
第2・4月曜日17：30〜19：30（月4回）
■受講料/13,200円
（税込）
、3ヵ月分
■講師/ 生田流箏曲 きんゆう会 菊意 浩子

■時間/随時予約受付
■受講料/16,500円
（税込）、4回分
（個人レッスン）
■講師/ 元BSSアナウンサー

華道・茶道

コース

未生流
（庵家）
いけばな
■時間/第2・4木曜日
（月2回）
18：00〜21：00
■受講料/6,600円
（税込）
3ヵ月分（花代別途）
■講師/ 未生流庵家本部講師 奥田 令子

コース

■時間/
A/第1・2・3水曜日
（月3回）
13：00〜 14：30
B/第1・2・3月曜日
（月3回）19：30〜 21：00
C/第1・2・3金曜日
（月3回）18：30〜 20：00
Ｄ/第1・2・3金曜日
（月3回）20：10〜21：40
■受講料/13,200円
（税込）
、3ヵ月分
■講師/ フラ ハラウ ピカケ テルヌマ 武良 範子/武良 千鶴

■時間/①第2・3・4木曜日
（月3回）
19：00〜20：30（入門）
②第1・2・3土曜日
（月3回）
14：00〜15：30（初級）
■受講料/13,200円
（税込）
3ヵ月分

話し方・朗読

池坊いけばな

■受講料/14,520円（税込）、3ヵ月分

2021年 4月
2021年 9月

美術・アート コース

着付け教室

形を作る前に粘土を練ることから始めます。
湯呑み造り、茶碗造りなどの基礎を学びます。

健康・スポーツ コース
げんき処
（健康教室）

■時間/A/第2・4月曜日（月2回）14：00〜17：00
B/第1・3金曜日（月2回）19：30〜21：30
■受講料/9,900円
（税込）、3ヵ月分
■講師/ 着付けコンサルタント 中尾 千賀子

■時間/毎週木曜日
（月4回）
10：30〜12：30

（税込）
、3ヵ月分
■受講料/13,200円
■講師/ 鳥取県陶芸会会長 法勝寺焼 皆生窯 安藤 釉三

書道・漢字
■時間/第2・4水曜日
（月2回）
14：00〜16：00
（税込）
■受講料/13,200円
3ヵ月分
■講師/ 日展会友
鳥取県書道連合会常任理事
森田 尾山

棒針編み・かぎ針編み〈資格コース〉

■時間/
A/第2・4木曜日
（月2回）
13：30〜15：30
B/第2・4金曜日
（月2回）
18：30〜20：30
■受講料/8,250円
（税込）
3ヵ月分（花代別途）
■講師/ 池坊米子支部 顧問 大古戸 康子

■時間/第1・3水曜日（月2回）13：00〜16：00

草月流いけばな

スケッチ

■受講料/16,500円
（税込）、3ヵ月分
日展会友 岸本
章

■講師/

学 研 パジャ米 子 教 室

米子天満屋 パジャカルチャー内

楽しい教材で遊びながら「考える力」
・
「憶える力」を育む教室です。
子どもの成長に必要な刺激をバランスよく体験できるように工夫
された教材を使いながら、5〜10名の少人数制で1人ひとりの興
味や個性にあわせた指導を行い、子どもの伸びようとする力を応
援します。対象：1才〜7才
お問い
0120-557-115
合わせ 大阪事務局 月〜土（9：30〜17：30）

対

象 幼児・小学生・中学生

教

科 算数・数学・国語・英語

学習日 月〜金曜日
※幼児・中学生は月・木のみ
パジャのスイミングと同じフロアに教室が
あるので、スイミングの前後やスイミングを
またいで勉強できるので通塾や送迎も便利です。

http://www.mebae.co.jp/

米子しんまち天満屋4Ｆ 第4教室（めばえ教室）

ジュニア コース
ジュニア手編・手芸

■時間/第1土曜日
（月1回）12：30〜14：30
（税込）
、3ヵ月分
■受講料/4,950円
■講師/（公財）日本手芸普及協会手編師範 深田 淑子

お気軽にお問い合せください

■時間/A/第1・3水曜日10：30〜12：30
■時間/第2・4月曜日（月2回）13：30〜16：00
B/第1・3土曜日14：30〜16：30（月2回） ■時間/第2・4水曜日（月2回）18：30〜20：00
■受講料/9,900円
（税込）
、3ヵ月分
（税込）
、
3ヵ月
分
（花代別途）
■受講料/8,250円
■受講料/11,550円
（税込）
、3ヵ月分
■講師/ 日本美術家連盟会員・光陽会委員 加藤 哲英
■講師/ 篠田 光寿
■講師/（公財）日本手芸普及協会手編師範 深田 淑子

生徒募集中

■時間/毎週木曜日10：15〜11：30
■受講料/660円
（税込）
（1回）
、
2,750円
（税込）
（回数券5回分）
■講師/パジャインストラクター（赤井・山川）

体験料
550円（税込）

東京木目込人形
■時間/第1・3木曜日
（月2回）
14：00〜16：00
（税込）
■受講料/9,900円
3ヵ月分
東京木目込人形師範会
（鳥取総支部長）
■講師/
深田 淑子

暮らしの コース

新 陶芸

日本画

■講師/（公財）日本手芸普及協会手編師範 深田 淑子

※入会金3,300円（税込）が別途必要です。
※受講料は3ヵ月分、
または回数分を表示
しています。
※会員証発行料1,100円（税込）が別途必要です。

学

び た く な る 、学 び を 。

お申し込み・お問い合わせは･･･

フィットネスクラブ パジャ
鳥取県米子市西福原2-1-10 米子しんまち天満屋5階
だんだんバス：天満屋入り口下車

0859-35-1500

月 〜 金： 9：00〜22：00 最終チェックイン21：00
土 ： 9：00〜21：00 最終チェックイン20：30
日・祝日：10：00〜19：00 最終チェックイン18：00

