3月末までの入会特典! 入会金 全額無料
体験レッスン受付中！
カルチャースクール横浜校

NEW OPEN

●ヨガ・ピラティス

講師 : 村尾 みのり

●ヨガ・ピラティス

快適な生活を送れるよう心も身体もメンテナ
ンスしていくクラスです。ベーシックなヨガに
さまざまな動きも交え、心にも身体にもアプ
ローチしていきます。姿勢改善、肩こりや腰痛、
自律神経系の調整、初心者の方、大歓迎致
します！

体験レッスン
2/19・3/5

第１・３金曜日／10:15〜11:15／4,400円／月2回
●ヨガ・ピラティス

YOGA はカラダの鍛錬を行うだけでなく、瞑
想を通して心の穏やかさも育んでいきます。
運動不足や先行きの不安を抱えてしまう方も
多いこのご時世。YOGA で巡るカラダ、温
かく晴れやかな心が感じられます。ご参加お
まちしております。

講師 : 岩崎 かおり

●ヨガ・ピラティス

体験レッスン
2/23・3/2

第２・４金曜日／10:00〜11:00／4,400円／月2回

●ヨガ・ピラティス 講師 : FTP ピラティスインストラクター
Jin

●ヨガ・ピラティス 講師 : バレトンジャパン・
マスタートレーナー Jin

ピラティスコアビューティー

毎週月曜日／10:00〜11:00／毎週8,800円／月4回 ・ 隔週4,400円／月2回
●ダンス・健康

講師 :JUNKO

自分を大切に自分のために踊る心地よさを感
じてみませんか。体をゆるめるストレッチ、ベ
リーダンスの基礎からじっくりゆっくり深めて
いくので初心者の方が無理なく楽しみながら
馴染んで頂ける内容になっています。

体験レッスン
2/18・3/4

１・３木曜日／11:30〜12:30／4,400円／月2回
●ダンス・健康

講師 : 新井 紀衣

●ダンス・健康

体験レッスン
2/23・3/9

講師 : 今井 愛彦

初めての方でも大丈夫。思い出の曲や大切
な曲をウクレレで弾いてみましょう。小さくて
可愛いウクレレで気軽に、一人で、仲間と楽
しんでください。
ヒーリング＆ポップなウクレレを楽しみましょ
う。

●音楽

体験レッスン
2/18・3/4

第１・３火曜日／19:00〜20:00／6,600円／月2回

●音楽

●キッズ

講師 : 葉野 ミツル

朗読は身近な素材でいつでも、どなたでもで
きる自己表現です。無理のない発声、深くて
楽な呼吸、聞き取りやすい滑舌を身につけ、
様々な作品を朗読してみましょう。朗読は「人
に伝わるように」読みますので、コミュニケー
ションの力もつきます。

第２・４火曜日／10:00〜11:15／6,160円／月2回
●キッズ

講師 : Anju

●キッズ

第２・４月曜日／17：45〜18：45／4,400円／月2回

タンブリング

体験レッスン
3/8・3/22

毎週日曜日／15:00〜16:00／7,920円／月4回

講師 :MASUMI BOSHITA

デザインナイフを使って、つくって飾れるペー
パーアートを作成します。カリフォルニアスタ
イルをベースとした切絵作家がインテリアに取
り入れやすいモチーフ図案をご準備いたしま
す。基礎から丁寧に説明させていただきます。

体験レッスン
3/3・3/17

●音楽

講師 :YUKIKO

お仕事帰りのゴスペル

体験レッスン
3/2・3/16

英語や譜面がちょっぴり苦手な方でも大丈夫！
「ゴスペル」では初心者の方にもなじみやす
い有名な曲や、日本の曲も取り上げます。ご
一緒にハーモニーを楽しみましょう。

体験レッスン
2/25・3/11

第２・４木曜日／19:00〜20:30／4,400円／月2回
●キッズ 講師 : チアクリエーション専任講師 あみ

チアダンス

体験レッスン
2/23・3/9

講師 : 渡辺 哲也

体操の基礎技術からバク転などの高度な技術
まで、お子様のレベルに合わせて練習してい
きます。講師は２０年近く指導しているベテラ
ン講師ですので、安心してお任せください。

体験レッスン
2/23・3/9

第１・３水曜日／15:00〜16:30／4,400円／月2回

毎週火曜日／16:00〜17:00／8,800円／月4回

初めてのストリートダンス

ストリートダンスを初めて行う方のクラスで
す。ダンスの基礎からじっくりやっていきます！
特別な知識や用具も必要なく体格差など関係
なく、お子様の身体一つでいつからでも始め
られます。楽しくかっこよく踊りましょう！

体験レッスン
3/8・3/22

子どものための優しいバレエ

体験レッスン
2/23・3/9

講師 : アビアットバレエスタジオ教師
神 憲子 石嶋 紗織

初心者の方から、無理なくゆっくりとバレエに
親しんでいただくことができます。ストレッチ
から無理なく音楽に合わせて体を動かす楽し
さを味わっていただきます。

●ダンス・健康

講師 : アビアットバレエスタジオ教師
神 憲子 石嶋 紗織

音楽に親しみながら、バレエを通して美しくし
なやかな身体作りをしていきます。きれいな
姿勢や身体の柔軟性を身に着けるようにし、
表現力や踊ることの楽しさを学んでいきます。

第１・３木曜日／10:00〜11:00／4,400円／月2回

ペーパーアート切り絵

講師 : 今井 愛彦

アコーステックギターを初めて弾く方でも昔弾
いたことがある方でも大丈夫です。皆さんが
ご存じの曲を通して弾き方、コードを学んで
いただきます。楽譜が読めなくても大丈夫で
す。小学生高学年から受講できます。

体験レッスン
2/18・3/4

毎週火曜日／14:00〜15:00／毎週8,800円／月4回 ・ 隔週4,400円／月2回

初めてのアコースティックギター

第１・３木曜日／19:00〜20:00／5,500円／月2回

朗読でリフレッシュ

体験レッスン
3/1・3/15

第２・４月曜日／19:00〜20:00／4,400円／月2回

ウクレレやろうよっ！（初心者＆中級者）

講師 : 松永 聡子

これから始める優しいバレエ（大人）

講師 : Anju

初めてダンスをする方大歓迎の超入門クラス
です。特別な知識や用具も必要なく体格差や
年齢も関係なく、あなたの身体一つからいつ
でも始められるのがダンスの素晴らしいとこ
ろです。皆でカッコ良く音楽にのって楽しく
踊っちゃいましょう♪

講師 : 真家 由佳理

本場中国２４式太極拳の習得。入門者は基礎
から、経験者はより武術らしい動きができる
よう、コツやポイントを紹介します。体の硬い
方や体力に自信のない方でも無理なく参加い
ただける内容です。

●ダンス・健康

ストリートダンス超入門

第２・４火曜日／19:30〜20:30／4,400円／月2回
●音楽

24 式太極拳

講師 :Hilina'i 優花

運動指導有資格者の講師が展開するピラティ
ス、筋力トレーニング、有酸素というフィット
ネスで自分の身体と向き合う時間、フラから
得られるマインドフルネス効果でストレスやネ
ガティブな感情から解放され、自分らしい笑
顔で踊る時間を提供しています。

体験レッスン
3/2・3/16

中島史恵氏考案の逆メソッドヨガをベースに、
拮抗負荷や、普段意識をしていない逆を積極
的に使い、シェイプアップに必要な筋力をつ
体験レッスン
けながら、アンチエイジングを目指すクラス
2/24・3/10
です。
第２・４水曜日／14:00〜15：00／4,400円／月2回
●ダンス・健康

第１・３月曜日／19:00〜20:15／5,500円／月2回

K-POPダンスレッスン講座（入門編）

今話題となっている K-POP の振付を完全マ
スター。憧れのアーティスト気分になって可愛
く踊ってみませんか？K-POP 専属講師が初め
ての方にも経験豊富なインストラクターが丁
寧にレッスンしていきますのでご安心下さい。

体験レッスン
2/26・3/12

「バレトン」はバレエ・ヨガ・フィットネスの動
きを融合したニューヨーク発の最新プログラム
です。シンプルな動きの中で全身をくまなく使
体験レッスン
うエクササイズで、筋力、バランス力、柔軟
2/17・3/3
性を高め、ダイエットや健康づくりに最適です。
毎週水曜日／10:30〜11:30／毎週8,800円／月4回 ・ 隔週4,400円／月2回
●ダンス・健康

講師 : ふかや さちこ

リンパの流れを整えながら気になるお腹や二
の腕も動かして、年齢に負けないしなやかな
からだを目指します。ストレッチ中心の優しい
ポーズなので、初めての方にも安心してご参
加いただけます。

●ヨガ・ピラティス

初めてのフラダンス

心地よく踊る超入門ベリーダンス

●ヨガ・ピラティス

シェイプ UP ヨガ
〜逆メソッドヨガ by 中島史恵

バレトンで美姿勢を！

体験レッスン
2/22・3/8

0120-982-679

https://culture.athuman.com/yokohama/

第１・３火曜日／10:15〜11:15／4,400 円／月2回

講師 : ゑ夢

毎週火曜日／11:45〜12:45／6,600円／月4回

ココロとカラダのコントロールを基本的な要
素とし、インナーマッスルを鍛えることによっ
て歪んでしまっている骨盤、骨格を矯正し、
動作を楽に、ストレスの無いカラダ作りをしま
す。年齢問わず分かりやすく指導いたします。

体験レッスン
2/17・3/10

からだ目覚めるピラティス

ゆっくりと動いてインナーマッスルにアプロー
チすることにより、骨格、姿勢を矯正し、日
常生活を楽にします。
初心者の方でも是非ご参加ください。

詳しくはフリーコールでお問合せください。

ゆるやか★美 エイジングヨガ

第１・３水曜日／13:00〜14:15／4,400円／月2回

女性のための骨盤底筋ヨガ

ぽっこりお腹改善、尿トラブル改善、腰痛改善、
産後ダメージケアなど、多くの女性にとって
嬉しい効果がたくさんあります。産後の方か
ら、元気なシニアライフを送りたい方まで、
幅広い年齢層の方におすすめのクラスです。

講師 : HITOMI

呼吸と共に動的瞑想〜『ヴィンヤサ YOGA』

トータルメンテナンスヨガ

全てのレッスンが
各1,100円で体験できます。

チアダンスチームのメンバーを大募集！レッス
ンではチアダンスの基礎となるストレッチ、
アームモーション、キックやジャンプなどのテ
クニックを練習しています。チアの大会にも出
場します！★ポンポンプレゼント特典あり★

体験レッスン
3/11・3/25
毎週木曜日／①16:00〜17:00（キッズ 4歳〜小学校2年生）
②17:10〜18:10（ジュニア 小学校2年生〜中学3年生）／7,700円／月4回
●キッズ

講師 : ヒューマンアカデミー専任講師

ロボット

体験レッスン
2/21・2/28

自分で作ったロボットが動く喜び・驚きは子
供たちにとても良い経験になります。「楽しみ
ながらいつのまにか学んでる」という授業を
目指しています。ロボット教室のアドバイザー
は世界初の会話するロボット「KIROBO」の
開発者である高橋智隆先生です。

体験レッスン
3/5・3/19

第１・３金曜日／16:00〜17:30／9900円／月2回 ※教材費別途

※月謝は税込みです。※毎月、月謝以外に設備管理費 220 円がかかります。

