
2021年2月5日（金） ちゃんと19

ダンスプロデュース岡部 千歳市勇舞8丁目1-1 ちとせモール2F℡ 090-2811-8626 ホームページ▶https://okabedance.wixsite.com/dance-okabe

社交ダンス

1時間30分
【火曜日/17:00～18:30】 5,500円

対象
年齢
対象
年齢

「ちゃんと
見たよ」で
「ちゃんと
見たよ」で
※3月末まで※3月末まで

キッズクラス

3期生募集中!3期生募集中!
5歳～小学生随時見学受付中!

（
税
込
）

入会金無料!入会金無料!
（税込2,200円）

レンタルスタジオとしてご利用頂けます!ご相談ください!

中学生以上や大人の方もご相談ください!

★現在は空手教室・ヒップホップ教室・チアダンス教室にご利用頂いております。★現在は空手教室・ヒップホップ教室・チアダンス教室にご利用頂いております。

が増えていく 習い事特集わかった！

走り方がうまくなれば、誰でも速くなる
そして、力強い走りで周りに差をつけよう!

体験参加者&
新規生募集中!!
体験参加者&
新規生募集中!!

スプリントスクール石原塾

スプリント
スクール
石原塾

金曜日開催土曜日開催

“走る”ことをテーマにしたスプリントスクールです。
姿勢やバランス・ジャンプ動作など色々なトレーニングをおこない、
走る動作に繋げていきます。
運動経験場やスキルアップなどにぜひご活用ください。

かけっこクラス
18:00～18:50
サッカー
フィジカルクラス
19:00～19:50

かけっこクラス
17:00～18:50
サッカー
フィジカルクラス
18:00～18:50

詳しくはこちら 詳しくはこちら

詳しくは
こちら

Evolution track club北海道(陸上クラブ)

Evolution 
track club
北海道

小学生クラス

スプリントスクール石原塾体験をご希望の方・お問い合わせはHPから！

札幌市・千歳市で活動している陸上競技クラブです。

中学生クラス

北信濃スクール北新スクール

https://ishiharajyuku.com/
Evolution track club北海道
https://evotc-hokkaido.com/

3/28 アウトレットモール千歳 
レラにてイベント開催!!日

イベント詳細・参加お申込はこちらから!

かかる費用は教材費のみ！
※詳細は右のQRコードを読み取り下さい。

［苫小牧市中央認定校］
TEL.080-9005-4786 （担当/佐藤）

共通

2/7・14
広告コード：775757

苫小牧市民会館
2/21・28 花園コミュニティセンター（千歳）
公式LINEの検索IDは｢@tomo.jtia｣です。
QRコードが読み込めない場合は直接電話にてお問い合わせ下さい。

受付 13:30～
開始 14:00～

お申込は
コチラから

（千歳高校） 教室

げんきっこ ほっとす

●通常レッスン（1時間）
 税込￥3,500
●初心者コース（10時間）
 税込￥12,000
●出張サポート（1時間）
 税込￥5,000

《レッスン料金 1例》

K&Cパソコン教室

千歳市北栄1丁目19-13 フロントリバー１F-C

『テレワーク時代』出来ない・知らないでは困ります。

TEL 0123-26-7527
Email : info@office-kc.com　　URL : http://office-kc.com

★詳しくはお問合せ下さい

皆さんのパソコンライフを全力で応援！パソコンの総合アドバイザー

テレワーク（リモートワーク）に必要なスキルは大丈夫ですか？
 ●Word / Excel / PowerPointを使った書類・計算書・資料の作成
 ●メールやSNSグループを利用して連絡や調整
 ●オンライン（クラウド）ストレージの利用（データ共有）
 ●オンライン・ミーティングの実施
 ●その他、セキュリティ対策や機器の軽微なトラブルへの対応
基礎知識から、実践的な演習体験までサポートします！

気軽に
ご相談
下さい

Office K&C kc_267527

パソコンの調子が悪い！ 設定・修理・買替もご相談下さい。

初めての方も
大歓迎！

全日本エレクトーン指導者協会

☎090-1645-8039（にしのまさみ先生）
お気軽にお問合せください！お電話お待ちしております♪

開けてごらん！音楽のとびら。

無料体験レッスン随時受付中!

はじめてみませんか？
ピアノ・エレクトーン

指を動かすことで子どもは知育、
大人は脳トレに効果的! 
ただいま無料体験レッスン随時受付中!!
お気軽にお問合わせください。

千歳市自由ケ丘4丁目8-9
（自由ケ丘公園斜め向い）

じゆうがおか
音楽教室
4歳児～大人まで

4歳児～/4,500円～（1ケ月・税込）

レッスン対象

レッスン料金

炭火焼肉末富
●

●

●

業務
スーパー

勇舞湯

じゆうがおか
音楽教室

自由ヶ丘
公園

自由ヶ丘
公園

36

4位
5位
6位
7位

…  胡麻しゃけ
…  炙り焼きソーセージ
…  たらこバター醤油
…  チャーハン

8位
9位
10位

…  いくら
…  ザンギマヨ
…  とり五目

※このランキングは制作者が好き勝手に選んだ
　ものなので、一切クレームは受付けません。

ツナマヨ
鮭わかめ
塩むすび

番外編

�

�

�

好きなおにぎり
TOP10

ちゃんと制作部が勝手に選んだ
ど定番

色合いと美味さが完璧 !

具がないのに、なんだこの美味さは

\ 日
本の米は世界一 /

♪
♪

♪

0120-503-549パチパチクラブ事務局
http://pachipachi-club.com/

お問い
合わせ

ワンタッチそろばん＆バッグ

真々地教室  　　　　火曜日真々地教室  　　　　火曜日残り4名 中島教室  　　　　　金曜日中島教室  　　　　　金曜日残り3名

受付中！！受付中！！各教室にて各教室にて1ヶ月無料体験1ヶ月無料体験

パチパチクラブでは、生徒1人1人の苦手な箇所、得意な
箇所見極める為に15名限定としています。

15名限定15名限定1教室

美文字クラブ

ご入会特典ご入会特典ご入会特典ご入会特典

卒業シーズンにつき生徒募集中!生徒募集中!生徒募集中!生徒募集中!

少人数制だから
上達が早い!!
少人数制だから
上達が早い!!

3月からのご予約も承ります♪

勇舞教室  　　　　　月曜日
あずさ教室  　　　　月曜日
北栄南教室  　　　　月曜日
祝梅教室  　　　　　火曜日
住吉教室  　　　　　火曜日
花園教室  　　　　　木曜日
みどり台教室  　　　木曜日
真々地教室  　　　　金曜日

勇舞教室  　　　　　月曜日
あずさ教室  　　　　月曜日
北栄南教室  　　　　月曜日
祝梅教室  　　　　　火曜日
住吉教室  　　　　　火曜日
花園教室  　　　　　木曜日
みどり台教室  　　　木曜日
真々地教室  　　　　金曜日

幸福教室

千 

歳

恵 

庭

大町教室  　　　　　月曜日
黄金南教室  　　　　火曜日
恵み野北教室  　　　火曜日
島松教室  　　　　　水曜日
中島教室  　　　　　水曜日
桜町教室  　　　　　水曜日
柏陽教室  　　　　　木曜日
えにあす教室  　　　金曜日
恵み野教室  　　　　金曜日
有明教室  　　　　　金曜日

大町教室  　　　　　月曜日
黄金南教室  　　　　火曜日
恵み野北教室  　　　火曜日
島松教室  　　　　　水曜日
中島教室  　　　　　水曜日
桜町教室  　　　　　水曜日
柏陽教室  　　　　　木曜日
えにあす教室  　　　金曜日
恵み野教室  　　　　金曜日
有明教室  　　　　　金曜日

残り2名
残り2名

残り2名
残り1名

残り3名
残り3名

残り2名

残り3名 残り2名

満　員

残り2名

満　員

残り2名

残り3名

残り3名

残り3名

残り2名
残り2名

NEW
3月より
開校!

毎週水曜日15～18時
（千歳市 幸福町内会館）

ご入会特典ご入会特典ご入会特典ご入会特典 大筆・小筆・硬筆セット

千歳 恵庭

1クラス1時間5人までの

◆小学1年生から始められます。
　(4月から新1年生になる方も大丈夫です!)
◆小学1年生から始められます。
　(4月から新1年生になる方も大丈夫です!)

◆毛筆だけでなく､｢えんぴつ｣、
　｢ペン字｣もしっかり行います。
◆毛筆だけでなく､｢えんぴつ｣、
　｢ペン字｣もしっかり行います。
◆用意する物は全くありません。
　購入する物もありません。
◆用意する物は全くありません。
　購入する物もありません。

小学生の
お子さまが
いる方は、
是非！

～お子さまの『ひらめき力』育てます！～

毎週火曜日

TEL/090-1383-3272（平日10:00～17:00)

恵庭教室

千歳教室 毎週水曜日

https://hirameki-juku.com/

塾長
たかはし

※ホームページからのお問合せは土日も対応

ホームページは
コチラから▲

一般的な学習塾ではありません!
思考力と社会性を育てる専門塾です。

決まった教材はありません!
お子さまの「夢」などが考える題材です。

いまの成績は関係ありません!
思考力と社会性はこれから伸ばすものです。

えにあす(市民活動センター)

COOPさっぽろパセオ住吉店2階

まじめに楽しく !

中村和子バレエスタジオ

実際のレッスンに参加出来ますので、親子やお友達同士でお気軽にご連絡下さい。

見学・体験レッスン随時受付中

要予約 バレエシューズはレンタル致します。

Instagram

(公社)日本バレエ協会正会員
中村和子　中村梨乃　水上綾果

指導

℡ 090-3018-1793
恵庭市京町70友保ビル2F(トータルダンシングスポーツクラブ内)

℡090-8897-7025

シェイプアップクラシックバレエ
お問い合わせ

お問い合わせ・申し込み
つしま

(中村)
恵庭本部スタジオ

札幌市清田区平岡3条5丁目3-1 イオンモール札幌平岡2F札幌カルチャーセンター平岡スタジオ

(對馬)

「ちゃんと見たよ」で

ご入会時 3月末日まで有効

バレエシューズ
プレゼント!
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