
幼児期からダンスの
基礎を学ぼう

学年ごとにクラス分けを行なっており、年齢の
近い子と一緒にレッスンを受けることが可能で
す。また、基礎から教えていきますので、初心者
の方でも気軽にダンスを体験できます。

お申込みは
コチラから

1411/

3112/

月

土

ぼくもわたしも
　 できるよバレエ!

心身ともにキラキラ輝くハッピーなファ
ミリーになりませんか？バレエ・英語・ピ
ラティス・ジャズ・リトミック・体操教室、
ご家族でも全クラス体験いただけます！

フラのステップまねして
スタンプもらおう‼

フラダンスにはおもしろいステップが
たくさん！この体験では特にユニーク
な�つのステップをやります。足の動き
方が何かに似てるよ！当ててみてね！

アイドルから習う
ダンスレッスン

世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関
連遺産群登録�周年記念として結成さ
れた神聖アイドルとk-popや j-popを
一緒に踊ろう！！

612/ 火

13 火

20 火

27 火

♡気分はハワイ♡
　 フラガール体験

アロハな衣装やお花の髪飾りをつけて
フラダンス体験♡ハワイ語のレッスンも
あるよ！

お申込みは
コチラから

本格的なダンスを
　体験してみよう！

当スタジオではジャンルや年齢に分け
て��クラス以上のレッスンがあります。
お気に入りのクラスを見つけて、ダンス
を体験してみてください。

お申込みは
コチラから

テニスで脳と運動
神経を鍛えよう！

運動神経アップに注目したテニス体験です。 
コーディネーショントレーニングを行い、目
からの情報を脳から身体に伝えて運動神
経を鍛えます。コーチと一緒にゲームをし
ながら、ルールやマナーを覚えていきます。

中旬11/

末日2/

やればできる！自信を育み
心と体の成長を応援します

ボールやフライングディスクを使って
様々な運動・スポーツをします。はじめて
でも、運動が苦手でも大丈夫です！みん
なで体を動かすことを楽しみましょう！

馬と友達になって
　　　　　みよう！

馬に乗れるってかっこいい！！自分より大
きな馬にブラシをかけたり、乗ったり、エ
サを作ったり、あげたりを体験してもらい
ます。ウマ娘ウマ息子？になれるかも！

2311/

2112/

水

水

楽しくサッカーを
しよう！

初めてでも大丈夫！少しずつボールに
慣れていき楽しくサッカーをしよう！

お申込みは
コチラから

【主催】SHINY DANCE ACADEMY
【場所】カメリアホール内リハーサル室
【対象】幼児～小学生　【時間】HP参照
【料金】無料　【お問合せ】080-9663-2624
【申込み】HPよりLINE公式アカウントを追加
いただき申し込みしてください。
https://www.shinydanceacademy.jp

【主催】SHINY DANCE ACADEMY
【場所】カメリアホール内リハーサル室
【対象】幼児～小学生　【時間】HP参照
【料金】無料　【お問合せ】080-9663-2624
【申込み】HPよりLINE公式アカウントを追加
いただき申し込みしてください。
https://www.shinydanceacademy.jp

【主催】民間学童 After School 
WORLD STAGE ACADEMY FREEDOM

【場所】福津市西福間3-21-24
【対象】年中～小学6年生 【定員】20名/回
【時間】①年中～小学3年生/18:10～18:55  
②小学4～6年生/19:00～20:00  

【料金】500円　【お問合せ】0120-382-231
【申込み】QRコードもしくはお電話

【主催】民間学童 After School 
WORLD STAGE ACADEMY FREEDOM

【場所】福津市西福間3-21-24
【対象】年中～小学6年生 【定員】20名/回
【時間】①年中～小学3年生/18:10～18:55  
②小学4～6年生/19:00～20:00  

【料金】500円　【お問合せ】0120-382-231
【申込み】QRコードもしくはお電話

【主催】T-style26 TENNIS CLUB.
【場所】福津市総合運動公園なまずの郷テニスコート
【対象】5歳～小6　【定員】10名/回
【時間】月・水/17:00～18:00
土/9:00～10:00 【料金】1,100円

【お問合せ・申込】メール
t-style26@chic.ocn.ne.jp

【主催】T-style26 TENNIS CLUB.
【場所】福津市総合運動公園なまずの郷テニスコート
【対象】5歳～小6　【定員】10名/回
【時間】月・水/17:00～18:00
土/9:00～10:00 【料金】1,100円

【お問合せ・申込】メール
t-style26@chic.ocn.ne.jp

【主催】総合スポーツ教室 ルートプラス
【場所】福津市内小学校、古賀市内小学校
※近隣の会場をご案内いたします

【対象】3歳～中学生 【定員】5名/回 【料金】無料
【時間】15:00～19:00 詳細お問合せください
【お問合せ】0940-38-4123
【申込み】メール
info@roouteplus.com

【主催】総合スポーツ教室 ルートプラス
【場所】福津市内小学校、古賀市内小学校
※近隣の会場をご案内いたします

【対象】3歳～中学生 【定員】5名/回 【料金】無料
【時間】15:00～19:00 詳細お問合せください
【お問合せ】0940-38-4123
【申込み】メール
info@roouteplus.com

円(保

【主催】あんらいえんホース
【場所】福津市奴山1230-1 【対象】小5～18歳
【定員】3名/回 【料金】3,300円(保険・道具レンタル代)
【時間】月・金/16:00～18:00
土日祝/15:30～17:30

【お問合せ】090-8298-7730
AnleihenHorse11@outlook.com

【申込み】メール

【主催】FCヴァンベール
【場所】津屋崎小学校
【対象】年長～小5
【時間】お問合せください 【料金】無料
【お問合せ】LINE公式
【申込み】LINE公式
LINE公式トークから
メッセージを送ってください。

【主催】FCヴァンベール
【場所】津屋崎小学校
【対象】年長～小5
【時間】お問合せください 【料金】無料
【お問合せ】LINE公式
【申込み】LINE公式
LINE公式トークから
メッセージを送ってください。

プログラマー体験！
ゲームを作ろう！

パソコンやタブレットを使って先生と
一緒に簡単なゲームを作ってみよう！
完成したらパパやママに遊んでもらっ
ちゃおう！！

2211/

242/

火

金

【主催】プログラミング教室ニトエル
【場所】福津市宮司浜3-2-22（当教室）
【対象】小2～小6  【定員】2名/回
【時間】60分程度 お問合せください 【料金】無料 
【お問合せ】0940-62-6001
pc-lesson@nitoel.jp

【申込み】メール

【主催】プログラミング教室ニトエル
【場所】福津市宮司浜3-2-22（当教室）
【対象】小2～小6  【定員】2名/回
【時間】60分程度 お問合せください 【料金】無料 
【お問合せ】0940-62-6001
pc-lesson@nitoel.jp

【申込み】メール

楽しくピアノ
      しませんか？

右手、左手、指番号、ドレミの読み方
楽しく覚えましょう

2111/

3011/

月

水

183/

313/

土

金

【主催】Aloha  Dance Academy
【場所】宮司コミュニティセンター
【対象】2歳～小学生　【定員】10名/回
【時間】17:00～19:00のうち60分
【料金】無料　【お問合せ】090-8567-7244
【申込み】電話または
インスタからメッセージ

【主催】Aloha  Dance Academy
【場所】宮司コミュニティセンター
【対象】2歳～小学生　【定員】10名/回
【時間】17:00～19:00のうち60分
【料金】無料　【お問合せ】090-8567-7244
【申込み】電話または
インスタからメッセージ

中旬11/

末日2/

ロボット・
プログラミング体験

レゴのブロックでロボットを作ります。
そのロボットをパソコンでプログラミ
ングして動かしてみましょう！

お申込みは
コチラから

2311/
水

【主催】ロボット・プログラミング教室  J Space
【場所】福津市日蒔野1丁目11-13
【対象・時間】①年長～小2（9:00-10:30）
②小3年～中学生(11:00-12:30）

【定員】①②各5名/回
【料金】2,000円(ロボット機材費)
【お問合せ】070-5448-9088
【申込み】下記QRコードから

【主催】ロボット・プログラミング教室  J Space
【場所】福津市日蒔野1丁目11-13
【対象・時間】①年長～小2（9:00-10:30）
②小3年～中学生(11:00-12:30）

【定員】①②各5名/回
【料金】2,000円(ロボット機材費)
【お問合せ】070-5448-9088
【申込み】下記QRコードから

カードゲームで
英語をあそぼう！

英文を声に出しながら絵カードでゲー
ムをします。勉強苦手、英語嫌いでも大
丈夫！夢中になって遊ぶほど母国語の
ように自然に英語が身につく、おどろ
きの習得法！親子で体感して下さい！

【主催】メリーイングリッシュ
【場所】福津市日蒔野1-11-13 J Space内
【対象】年中～中2 【時間】1時間 
【料金】1000円(施設費)
【お問合せ】090-5926-8132
【申込み】HP問い合わせフォーム
・お電話

【主催】メリーイングリッシュ
【場所】福津市日蒔野1-11-13 J Space内
【対象】年中～中2 【時間】1時間 
【料金】1000円(施設費)
【お問合せ】090-5926-8132
【申込み】HP問い合わせフォーム
・お電話

お申込みは
コチラから

デコパージュで作る
トートバック

Ａ�の入るトートバックに薄いペーパー
を使ってデコパージュします。ファッショ
ンとしてオシャレなバックをデザインし
て楽しみましょう。

1211/
土

【主催】TORII絵画造形教室
【場所】福津市宮司浜1-8-3
【対象】年長～小6  【定員】10名/回
【時間】14:00～16:30
【料金】2,000円(材料費)
【お問合せ】0940-52-4185
【申込み】お電話

【主催】TORII絵画造形教室
【場所】福津市宮司浜1-8-3
【対象】年長～小6  【定員】10名/回
【時間】14:00～16:30
【料金】2,000円(材料費)
【お問合せ】0940-52-4185
【申込み】お電話

お申込みは
コチラから

音楽やゲームを通して
     英会話を楽しもう！

英語が好きになるきっかけを作りませ
んか？歌やゲームを通して英語の世界
にまず一歩を踏み出してみてください。

【主催】ブループラネット英会話スクール
【場所】福津市中央6-8-5 2F
【対象】2才～大人  【定員】6名/回
【時間】お問合せください 【料金】無料
【お問合せ】0940-43-3220
【申込み】HP問い合わせ
フォーム・電話・メール
contact@bp-english.com

【主催】ブループラネット英会話スクール
【場所】福津市中央6-8-5 2F
【対象】2才～大人  【定員】6名/回
【時間】お問合せください 【料金】無料
【お問合せ】0940-43-3220
【申込み】HP問い合わせ
フォーム・電話・メール
contact@bp-english.com

お申込みは
コチラから

【主催】Ocean Ballet School
【場所】福津市本校、赤間西コミュニティセンター
           そぴあしんぐう、南郷コミュニティセンター 

【対象】0歳～ 【時間】HP参照 【料金】無料
【お問合せ】0940-52-0415
【申込み】公式HPお問い合わせフォーム・お電話

【主催】Ocean Ballet School
【場所】福津市本校、赤間西コミュニティセンター
           そぴあしんぐう、南郷コミュニティセンター 

【対象】0歳～ 【時間】HP参照 【料金】無料
【お問合せ】0940-52-0415
【申込み】公式HPお問い合わせフォーム・お電話

お申込みはコチラからお申込みはコチラから お申込みはコチラからお申込みはコチラから お申込みはコチラからお申込みはコチラから

iPadで
デジタルアート体験！

最先端のお絵描きしてみませんか？iPad×Apple
Pencilとお絵描きアプリProcreateでデジタル
アートを教えます。他にもデザイン・画像加工・
gifアニメ等のクリエイティブ方法も♪
ワクワクする内容で初心者でも楽しめますよ!

【主催】iPadfun!デジタルクリエイティブスクール
【場所】水曜／福津市中央6丁目11-31
        　金曜／福津市日蒔野１丁目2-6-101

【対象】幼稚園児～中学生 【定員】3名/回
【時間】15:00～19:00 
【料金】2,500円(機材レンタル代)
【お問合せ】090-1360-2539
【申込み】HP体験教
室申込みから

【主催】iPadfun!デジタルクリエイティブスクール
【場所】水曜／福津市中央6丁目11-31
        　金曜／福津市日蒔野１丁目2-6-101

【対象】幼稚園児～中学生 【定員】3名/回
【時間】15:00～19:00 
【料金】2,500円(機材レンタル代)
【お問合せ】090-1360-2539
【申込み】HP体験教
室申込みから

【主催】Halau NaHula Punahele
【場所】宮司コミュニティセンター・昭和公民館
【対象】年中～小学低学年  親子体験も可
【定員】10名/回　【料金】無料  
【時間】木/17:30～18:30  金/18:00～19:00
【お問合せ】080-5602-2658
【申込み】インスタからメッセージを送って下さい
Instagram／yukopono6

【主催】Halau NaHula Punahele
【場所】宮司コミュニティセンター・昭和公民館
【対象】年中～小学低学年  親子体験も可
【定員】10名/回　【料金】無料  
【時間】木/17:30～18:30  金/18:00～19:00
【お問合せ】080-5602-2658
【申込み】インスタからメッセージを送って下さい
Instagram／yukopono6

【主催】STUDIO FUN FACTORY
【場所】福津市中央1丁目16-11
【対象・定員】クラスにより異なります
お問い合わせください

【料金】無料  【お問合せ】0940-62-6886
【申込み】インスタグラム
@fun_factory_dance

【主催】STUDIO FUN FACTORY
【場所】福津市中央1丁目16-11
【対象・定員】クラスにより異なります
お問い合わせください

【料金】無料  【お問合せ】0940-62-6886
【申込み】インスタグラム
@fun_factory_dance

大きな筆を持って
色紙に書道製作♪

好きな文字や来年の抱負を書き初めと
して、大筆で色紙に書いてみませんか？
おうちに飾れる「色紙de書道製作」を楽
しんでください♪

中旬11/

下旬2/

【主催】福岡書道学院 こども美文字教室
【場所】福津市福間南1丁目23-1
【対象】3才～小6 【定員】4名/回 【料金】無料
【お問合せ】080-1737-6078
【申込み】電話・メール・
HPフォームから
sakashita.mai@gmail.com

【主催】福岡書道学院 こども美文字教室
【場所】福津市福間南1丁目23-1
【対象】3才～小6 【定員】4名/回 【料金】無料
【お問合せ】080-1737-6078
【申込み】電話・メール・
HPフォームから
sakashita.mai@gmail.com

お申込みはコチラからお申込みはコチラから

【主催】つるたたかこピアノ教室
【場所】福津市東福間2-26-7
【対象】対象年齢は問いません。何歳でもOK
【時間】15:00～18:00
　　　 詳細はお問合せください

【料金】無料
【お問合せ】090-6429-4665
【申込み】お電話・メール
tsuruta.piano@gmail.com

【主催】つるたたかこピアノ教室
【場所】福津市東福間2-26-7
【対象】対象年齢は問いません。何歳でもOK
【時間】15:00～18:00
　　　 詳細はお問合せください

【料金】無料
【お問合せ】090-6429-4665
【申込み】お電話・メール
tsuruta.piano@gmail.com

お申込みはコチラからお申込みはコチラから

公式HP公式HP

毎週水金

11月

2月

11月

2月

毎週月金

11月

2月

毎週火木土

11月

2月

毎週金曜

12月

2月

毎週木金

11月

1月

お申込みは
コチラから
お申込みは
コチラから

お申込みはコチラからお申込みはコチラから

11月

2月

お申込みは
コチラから お申込みはコチラからお申込みはコチラから

お申込みは
コチラから

https://www.shinydanceacademy.jp
https://www.instagram.com/yukopono6/?hl=ja
https://lin.ee/KQJdfZY
https://merrylearning.net/trial_lesson/
https://www.ipadfun-dcs.com/
https://bp-english.com/
https://yofu-s.com/contact
https://www.instagram.com/fun_factory_dance/?hl=ja
https://www.instagram.com/aloha_dance_academy_
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1vjumLH_RG5L8-k3Ocz7WhVtNdQDN5jvS3mkgZXSUbp2RKg/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/B1pASWM3yZgiJ2bK7
https://www.oceanballetschool.com/



