
インターネットで 多摩カルチャーセンター 検索

使い方いろいろ。駅近で便利。多目的にお使いいただけます！
※貸スタジオ・貸会議室の空き状況・お申し込み方法はお問い合わせください。

駅から徒歩で
1分〜3分！！レンタルスペース

高幡不動ホール（約69㎡）

高幡不動会議室（約33㎡）

ヴィータ聖蹟桜ヶ丘会議室（約26㎡）

ヴィータ聖蹟桜ヶ丘ホール（約66㎡）

聖蹟桜ヶ丘駅前スタジオ4F（約86㎡）

聖蹟桜ヶ丘駅前スタジオ3F（約73㎡）

新型コロナウイルス感染症
予防対策を実施中！！
室内の消毒・換気を徹底

しています。

会　議

親睦会

展示即売会 個人練習

セミナー

練習場所

面接会場

発表会会場

etc • • •　

… お子様向け教室 … 大人・子ども受講可能

アコースティック
楽器の練習場に

聖蹟桜ヶ丘駅前スタジオ3F（Room3）

聖蹟桜ヶ丘駅前スタジオ3F（Room2）

音楽＆ダンス練習室音楽＆ダンス練習室
聖蹟桜ケ丘駅前3F（防音室３室）

042-371-2473（音楽＆ダンス練習室直通）

フラメンコの
個人練習もできます バンド・グループ

練習に

聖蹟桜ヶ丘駅前スタジオ3F（Room1）

●ドラム：ヤマハ・Pearl　
●ギターアンプ：JC-120
●ベースアンプ：Fender RUMBLE500　
●エレピ：YAMAHA　
●PA：YAMAHA パスワードミキサー
●マイク：SM58　●譜面台：5台

♪常設機材

保存
版

★Wi-Fiご利用いただけます

お気軽にどうぞお子様からご年配の方まで

「新しいあなた」がきっとみつかる
 充実の70講座
多摩カルチャーセンターは、
地域の人と文化にこだわり続け51年目を迎えました。
聖蹟桜ヶ丘に２校、高幡不動に１校を開き、
長年文化の発信拠点として地域に根付いてまいりました。
広告・ホームページ未掲載のお教室も多数ございますので、
お気軽にお問い合わせください。

ホームページアドレス http://www.tama-cul.com

042-371-2466
（平日 10：00〜17：00 ※留守番電話・メールは２４時間可。折り返しご連絡致します。）

多摩カルチャーセンター講座お申し込みはこちら

http://www.tama-cul.com
受講生募集！ お問い合わせ・お申し込みは TEL：042-371-2466

ヴィータ聖蹟桜ヶ丘教室 聖蹟桜ヶ丘駅前教室高幡不動教室

さわやか信用金庫 三井住友銀行
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ヴィータ聖蹟桜ヶ丘教室

高幡 月曜日（第２・４）1４：00～15：30【月2回】
聖蹟 水曜日（第２・４）1４：00～15：30【月2回】
3,000円（税込） 4,000円（税込）

ホームページアドレス  http://www.miracolo-music.com

高幡不動教室

50代から90代の歌が好きな方大募集♪上手下手、音楽
経験の有無を問いません。グループレッスンなので、お一
人で歌うこともありません。誰もが知っている日本の歌や
童謡を、楽しく歌って上達していきましょう！
※初回見学無料

楽しく歌おう！ 日本の歌楽しく歌おう！ 日本の歌
講師／藤原歌劇団正団員 三浦 義孝

ヴィータ聖蹟桜ヶ丘教室

講師／PV・TV・舞台等 振付＆出演 塩野 あやこ

高幡不動教室

5,000円
幼児・小学生 6,600円
中学生以上 7,700円
体験レッスン 無料

４才～小２ 
　高幡 （金） １６：３０～１７：3０ 【月4回】
　聖蹟 （金） １８：００～１９：００ 【月4回】
小３～小６ 
　高幡 （水） １7：００～１8：００ 【月4回】
　 （金） １７：３5～１８：３5 【月4回】
　聖蹟 （金） １7：００～１8：００ 【月4回】
中学生 
　高幡 （水） １８：００～１９：００ 【月4回】
　 （金） １８：４0～１９：55 【月4回】

幼少期にしか養うことのできない能力があります！体操のトレー
ニングを取り入れケガに負けない体づくりを。HIPHOP・
JAZZDANCEを中心にダンスの基礎からしっかり練習します。発
表会年一回。希望者はコンテスト、イベント等にも出演できます。

ホームページアドレス http://www.studiocross.info/

ヴィータ聖蹟桜ヶ丘教室

ホームページアドレス　http://hagaki.watson.jp/

講師／はがきで文字遊びの会 主宰  吉沢 和子 
 著書「はがきで筆遊び」マール社刊 他
　　　はがきで文字遊びの会 講師  佐藤 久美香

金曜日（第3）
10：00～12：00
13：00～15：00
【月1回】
無料

2,000円
★体験・見学随時受付

四季折々の感動や喜びを一文
字や短い言葉ではがきに託し
ます。筆や割箸、絵具、色紙等
使用してちょっとアートな気分
で簡潔に。親戚や知人懐かしい
友にも。楽しみながら豊かな交
流の輪が広がることでしょう。
体験・見学も歓迎です。

高幡不動教室 日野市高幡3-10（遠藤ビル2F）

http://www.tama-cul.com
受講生募集！ お問い合わせ・お申し込みは TEL：042-371-2466

2023年2023年

ヴィータ聖蹟桜ヶ丘教室高幡不動教室

無料
グループレッスン 4,000円
個人レッスン 5,500円

グループレッスン【月2回】
　　聖蹟 月曜（第2・4）10：00～11：30
個人レッスン（1回30分）【月2回】
　　高幡 金曜（第2・4）9：00～12：00の間
　　　　　　　　　　　　　　　（30分/回）

※グループレッスン新規開講！6名までメンバー募集しま
す。初心者～経験者までご相談ください。個人レッスンも
受付けています。お気軽に体験レッスンにお越しくださ
い。※無料体験あり。

大人のための
ピアノ ・ キーボード

大人のための
ピアノ ・ キーボード

大人のための
ピアノ ・ キーボード

講師／
洗足学園音楽大学卒 
ヤマハPSTA

飯島 なおみ

ヴィータ聖蹟桜ヶ丘教室

講師／
日本ゆる協会公認 
ゆる体操正指導員中級 

坪山 佳史
ヨガ・呼吸法・ストレッチな
どのエッセンスを取り入れ
たやさしい体操で、どなたで
も無理なく取り組めます。か
らだがゆるむと心もゆるむ。
毎日の「ごきげん度」を高め
る快適エクササイズを、あな
たも始めてみませんか？

無料
ゆる体操初級 月1～2回受講時 → １回あたり 2,200円
 月3回以上受講時 → １回あたり 1,650円
ゆる体操中級 月1～2回受講時 → １回あたり 2,750円
 月3回以上受講時 → １回あたり 2,200円

ゆる体操初級 
木曜日 9：30～10：40 【第1・3週／月2回】
ゆる体操中級 
木曜日 10：55～12：25 【第1～第4週／月4回】
※月内受講回数自由選択制。
★「ゆる体操中級」クラスは、ゆる体操歴1年以上であることが、
　ご参加の条件となります。

★体験レッスン1回無料！

ホームページアドレス http://yuru-seiseki.jp/

新規開講

新規開講

ヴィータ聖蹟桜ヶ丘教室

講師／書家 今井 綾円
広告媒体やTVCMなど様々なシーンの書作品を手がけ
ている講師が書道の基礎からARTまで丁寧に指導し感
性を磨いていきます。児童は毛筆硬筆の両方。成人は、
ペン字、漢字、実用書、臨書からお選びいただきます。
書道ってかっこいい！と感じられるお教室を目指してい
ます。日本習字教育財団教本採用。

月曜日
18：00～19：15【月3回】
土曜日（第2・4）
13：30～15：00【月2回】
小・中学生 1,000円
高校生以上 2,000円
小・中学生 5,000円
高校生 7,000円
成人 6,500～9,000円

ホームページアドレス  http://ryoen.art
★体験レッスン1回無料！

静雅書道会 高幡教場 土曜日（第1～4）
13：00～17：00【月4回】

一般部
6,000円
小・中学部
5,500円

一般部
8,000円（誌代含）
※通信誌で受講の場合 

4,600円
小・中学部

5,500円（誌代含）

1954年以来、本格的な書の研鑽と普及に
努めて参りました。生涯教育として未就学児
よりシニアの方まで一貫した指導を行って
おります。毛筆（漢字・かな・細字）ボールペ
ンなど。無料体験受付中。道具貸出します。
        http://seiga.bitter.jp/contact/

静雅書道会会員

安部 丹萌
（あべ たんほう）

多摩カルチャーセンター講座申込、
貸教室•貸スタジオ•貸会議室等お申し込みはこちら

042-371-2466
（平日 10：00〜17：00 ※留守番電話は２４時間可。折り返しご連絡致します。メールも２４時間受付可。）

子供のための
クラッシックバレエ

土曜日（第1～4）
15：40～16：50【月4回】
※3歳児は16:30まで

5,000円
6,000円

※小学4年生から
     トゥシューズあり
6,500円

公益社団法人
日本バレエ協会会員

松田 知子

子供たちの笑顔あふれる教室で楽しくバレエ
を学んでみませんか。想像力や自発的な心を
育み、お子様の成長に合わせて一人ひとりの
目線でわかりやすく指導いたします。男女共
に３歳から生徒募集。見学無料体験受付中！
     http://tmballet.blog29.fc2.com

水曜日（第1～4）
15：15～16：45【月2・4回】
17：00～18：30【月2・4回】
金曜日（第1～4）
16：30～18：00【月2・4回】

5,000円 月2回　5,000円
月4回　9,000円

多摩美術大学
美術学部油絵専攻卒

髙木 ナツ子

年中さんから中学生まで。クレヨン・水彩・パステ
ル・アクリル画・水墨画・芸術系高校受験のデッサン
等。一人ひとりの個性を尊重しほめてほめて豊かに
才能を伸ばすお手伝いをします。只今オープン記念
キャンペーン中。入会金が半額、更に体験レッスン
が無料です。    https://atelier-ete.com/

子どものための
絵画造形教室

楽しい韓国語
月～日曜日
10：00～21：00【月4回】
※日時相談可・初回のみ要予約
※1レッスン 60分

無料
1回  3,300円（税込）
オンラインレッスン 20分
1回　1,500円（税込）

武蔵野市FMラジオ
韓国語担当

朴 相淑
（パク サンスク）

●韓国語の会話、基礎を楽しく身に付ける。
●旅行、買物、歌、ドラマを字幕なしで楽しむ。
●韓国の文化、料理、習慣を理解する。
●韓国語の検定コース有り。　 
無料体験随時、老若男女、初心者どなたでも
歓迎。教室：聖蹟桜ヶ丘、高幡、武蔵野、新宿

楽しく歌う会 木曜日（第1・3）
13：00～14：30【月2回】 2,000円 1回　2,500円

国立音楽大学声楽科卒業
るりの会主宰

黒山 摩利

懐かしい映画音楽や若い頃に歌った歌、
聴いた歌を、みなさんで歌います。楽譜が
読めなくてもピアノ伴奏でメロディーを弾
きながら歌いますので楽しんで歌ってみ
ましょう。見学の方、大歓迎です。

宗雲仏像彫刻教室 月曜日（第1・3）
10：00～12：00【月2回】 無料 6,000円

大和宗雲佛像彫刻研究所
代表

大和 宗雲
主任講師

大和 健

はじめて彫刻刀をにぎる方～高度な最高技
法まで、その人に合った方法でやさしく適切
に指導していきます。仏さまだからとそれほ
どかまえなくて大丈夫です。たのしく彫って
いくとすばらしい仏さまがあらわれます。体
験見学は教室日でしたらいつでもOKです。

テコンドーアカデミー 土曜日（第1～4）
18：45～20：15【月4回】 無料 一般 3,000円

高校生以下 2,000円

国際テコンドー連盟
日本協会三段（副師範）

木戸 斉

○新年度のテコンドー練習生募集中！
○テコンドーを通して礼儀や護身術、ストレス
　発散や多彩な蹴り技をしてみたいなど。
○初心者、老若男女問わずどなたでも歓迎。
○木曜日練習もありますのでお問合せ下さ
　い。見学無料体験随時受付中です。

LINEでお問い合わせ
受付中！

公式アカウントを友だち登録して、
トークルームから話しかけてください！

ID：@tamacul2 お気軽に
どうぞ！！

多摩カルチャーセンター
（生徒様専用）



… ヴィータ聖蹟桜ヶ丘教室 … 聖蹟桜ヶ丘駅前教室 … お子様向け教室 … 大人・子ども受講可能ヴィータ 駅　前

駅前4Fヴィータ

ヴィータ

ヴィータ

ヴィータ

ヴィータ

ヴィータ

YOKO 
Ladies Ballet

金曜日（第1・3）
12：00～13：30【月2回】
水曜日（第2・4） 
19：00～20：30【月2回】

無料

1回 2,000円
5回チケット
 9,500円
10回チケット
 18,000円

元バレエシャンブル
ウエスト団員

土居 葉子

基礎から始める大人のバレエクラスです。
お一人お一人のレベルに合わせてゆっく
りと指導していきますので、未経験の方で
も安心してご参加ください。男性も大歓迎
です。
HP 「聖蹟桜ヶ丘 大人バレエ」で検索

駅前4F

ジョイバレエ 
OPEN SPACE
（谷桃子バレエ団系列）

土曜日 
14：05～14：55【月4回】
※満3歳～大人の方までの各クラス
　高幡不動駅前 本部スタジオも
　ありますのでお問い合わせください。

5,500円
（税込）

チューリップクラス
（満3歳～小学校1年生までの方）
6,600円（税込）
※ご家族でご入会の際には
　お二人目からは
　5,500円（税込）です。

元チャイコフスキー記念 
東京バレエ団団員 
元谷桃子バレエ団団員

新倉 えり子
元谷桃子バレエ団準団員

関口 美桜

クラシックバレエの基礎を丁寧に指導致
します。表現力や集中力を学びましょう。
クラシックバレエは、お子様に自信を与
え、心も磨きます。
随時、見学・無料体験レッスンを受け付け
ております。

ヴィータ

ヴィータ

駅前3F

駅前3F

Halau Hula O Kaleimakamae
素敵なフラ

火曜日
19：45～20：45【毎週】 5,500円 8,800円

主宰

城 美奈子

素敵なハワイアンソングに合わせ体を動か
し、新しい事始めてみませんか？週1度一緒
に楽しく踊りましょう♪初心者の方大歓迎！
基本を大切に、美しく踊り、心も体も癒され
ながら、日常とは違う自分を見つけ、輝かせて
みませんか？無料体験•見学、随時受付中！

ウイラニ・フラ 土曜日 
10：30～11：50【月3回】 3,000円 6,000円

フラ・ハラウ・ウイラニ
専任講師

エイミ•カウイレイ

アロハ（愛）あふれるフラをご一緒に、心身と
もに癒されましょう。
ウイはハワイ語で美しい、ラニは天国・空と
いう意味です。

ヴィータ

唄・三味線
端唄教室

火曜日（第1・3）
12：30～14：30【月2回】 5,000円 6,000円

端唄協会監査役
千本流副家元

千本 扇福

江戸情緒を楽しみませんか！1曲3分位の
風情ある曲が沢山あります。個人レッスン
なので、ご自分のペースでおけいこを楽し
んで頂けます。まずは無料体験を！お気軽
にお問い合わせ下さい。千本扇福ホーム
ページより端唄をお聞き頂けます。

健やか！はつらつ！!
うたごえ教室

月曜日（第1・3）
10：30～12：00【月2回】 1,000円

4,000円
※体験レッスン1回

500円

ニ期会会員

滋田 聖美

コロナ禍で出づらくなった声に喝！弱った
喉の筋肉を鍛え直しましょう。喉が丈夫
になると誤嚥のリスクも下がります。軽い
体操と腹式呼吸の練習を経て、色々な曲
を楽しく歌いながら健康ボイストレーニ
ング！１人で歌う事はないので安心です。

パッチワーク•キルト教室
テシゴト桜ヶ丘 無料

中級クラス（1回分・材料費別）
 1,700円
初級クラス（6回分・材料費別）
 12,000円
パッチワーク相談室
（1回分・材料生徒さん持込）
 2,000円

キルト制作者

高橋 典子

最近、テシゴトしてますか？パッチワークの
技法を中心として、ステッチやニードルワー
ク等で美しくてカワイイ身のまわりの品を制
作しています。作り方がわからなくなった作
品はありませんか？単発講座のパッチワー
ク相談室を開講します。まずはお問合せを。

中級クラス　土曜日（第1・3）
10：00～12：00 【月2回】
初級クラス　土曜日（第3）
13：30～15：00 【全6回•月1回】
パッチワーク相談室　土曜日（第3）
（予定）15：30～16：30 【月1回】

ヴィータ

ヴィータ

OHANA Studio Ange
（オハナ スタジオ アンジェ）

日時はお問い合わせください。
★ブライダルデザイン （全１０回）
★ビギナー（初級） （全６回）
★アドバンス（中級） （全６回）
★プロフェッショナル（上級）（全６回）

5,500円

ブライダルデザインコース
 242,000円
ビギナークラス 49,500円
アドバンスクラス 66,000円
プロフェッショナルクラス
 112,200円
※１回ごとのお支払い可
※全て税別です
※インストラクター認定証書　別途

ミスブライダルアカデミー
認定講師
日本ステンドフラワー
協会認定講師
オハナスタジオ アンジェ代表

田端 美知子
大使館装花　日本の美術展出展

フレッシュ、プリザーブド、アーティフィシャルフ
ラワー、フラワードール、ステンドフラワー、ブ
ライダルデザインコース等　御希望のコースで
レッスンいたします。体験レッスン受付中。
ブライダル、アドバンス、プロフェッショナルク
ラスカリキュラム修了時に終了認定書を発行

駅前4F

オリンピックから
学校教育必須武道「空手道」
四大流派伝統空手
「松濤館流カラテ」

土曜日 
13：30～14：30 9,000円 5,000円

揚心館・館長

工藤 正一
担当指導員

星 ひかる

全日本空手道連盟、日本空手協会、学校武道必須
指定カラテ「松濤館」が学べます。武道と格闘の両面
について空手技法を学ぶ最高の場です。女性の先生
が教えています。老若男女問わず、未経験者でも丁
寧に指導致します。見学・無料体験お気軽にどうぞ。
           http://www.yoshin-kan.com

楽しいボビンレース 金曜日（第4）
13：00～15：00【月1回】 無料

ボビンレース作家・
（財）日本手工芸指導
協会師範

小野 わこ

ヨーロッパで「糸の宝石」と呼ばれたボビ
ンレースをゆっくり楽しんでみませんか。
シニアの方、未経験者大歓迎。見学、無料
体験随時受付。お気軽にどうぞ。

                        http://onowako.com/

1レッスン（1回ごとにお支払い）
 3,000円
欠席月 1,000円
（維持費別途）

高橋陽子の
子どものお絵かき
＋イラスト教室

金曜日
17：00～19：00【月４回】 無料

月4回　8,000円
月3回　7,000円
月2回　4,500円

イラストレーター •
マンガ家 •
女子美術大学卒

高橋 陽子

5才から入会OK！クレヨンからアクリル
絵の具まで様々な画材の使い方を教えま
す。無料体験もできます。マンガやイラス
トも教えます。

ヴィータ

ヴィータ

アート体験教室
色鉛筆／水彩色鉛筆／パステル
「初級、基礎コース」

木曜日（第2・4） 
13：00～15：00
         【月2回、定員10名】

3,000円 月2回　5,000円
一水会常任委員
日本美術家連盟 会員

上原 文丸

絵画の基礎をゼロから学べるシニア世代の
ための少人数教室です。色鉛筆／水彩色鉛
筆／パステル、３つの画材の中から１つを
お選びいただき、まずは、その扱い方を体
験していきましょう。描きたいものを形にす
る、その第一歩をお手伝いさせてください。

小原流 いけばな教室
火曜日（第１・２・４） 
10：00～14：00【月3回】
木曜日（第2・4） 
18：00～20：00【月2回】

4,000円

月3回　5,000円
月2回　4,000円
小・中・高校生（木曜日）
月2回　2,000円
※花材費は別途 

小原流一級家元教授

神野 朋園
花とのふれあいから　季節を感じ
心癒され　笑顔になる　そんな教室です。
小原流いけ花　初級から上級まで。
木曜日教室は小・中・高校生歓迎です。

花に会う　花と語らい　花と遊ぶ

ヴィータ

藤弥会 藤間流 
日本舞踊教室

木曜日（第2・4）
17：30～19：30【月2回】 5,000円 3才～小学生 3,000円

中学生以上 5,000円

藤間流師範 •
日本舞踊協会会員
多摩舞踊連盟理事

藤間 千代三
藤間 直三

日本の伝統文化である日本舞踊を基本か
ら学び、しなやかな動きを身につけましょ
う。着付、行儀作法、体で表現する楽しさ
を体験してみませんか？大小の舞台に出
演可能です。3才児より受付ます。見学・体
験随時可能。子ども教室受付中！

チラシ掲載以外にも多種教室がございます。お子様からご年配の方までお気軽にどうぞ。
大人向けの教室

●クラシックバレエ
●フラダンス
●フラメンコ
●ジャズダンス
●社交ダンス
●ジャザサイズ
●ヨガ

●ゆる体操
●Mom's FIT
●日本舞踊
●空手
●キックボクシング
●太極拳
●ピアノ

●ドラム
●リコーダー
●歌
●お琴
●端唄・三味線
●ボイストレーニング
●ボーカルレッスン

●書道
●華道
●水墨画
●水彩画
●絵画
●はがきで文字遊び

●キルト
●ポーセリング
●アートフラワー
●プリザーブドフラワー
●ボビンレース
●ビーズアクセサリー

●パソコン
●英会話
●韓国語
●仏像彫刻
●仏教講座

子ども向けの教室
●クラシックバレエ
●新体操
●チアダンス
●HIP hop Jazz
●フラメンコ
●日本舞踊
●空手

●キックボクシング
●剣道
●NAS体操教室
●ドラム
●リコーダー
●ピアノ
●音楽教室

●書道
●華道
●絵画
●イラスト
●ロボット教室
●英会話
●公文式

聖蹟桜ヶ丘駅前教室

徒歩1分
ヴィータ聖蹟桜ヶ丘教室

徒歩3分
高幡不動教室

徒歩1分

資格・教養を活かし、
新しい講座・教室の開講しませんか？
ご自身が講師として教室を開きたいという方、大歓迎です。

教室使用料のみで、独自のカリキュラムで開講いただけます。

教室の開講、増設をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。

多摩カルチャーセンターの３施設はすべて交通の便が良く、
駅から徒歩で1～3分でご利用いただけます。

多摩カルチャーセンター講座申込
貸教室•貸スタジオ•貸会議室等お申し込みはこちら

042-371-2466
（平日 10：00〜17：00 ※留守番電話は２４時間可。折り返しご連絡致します。）

インターネットで 多摩カルチャーセンター 検索ホームページアドレス またはhttp://www.tama-cul.com

メールは２４時間受付可

お子様から大人まで

アットホームな

教室で楽しく学べます

体を動かして健康に

発表会やイベントも

あります

作品づくりの

技術を身に付け

趣味を増やせます

4月新規スタート・超入門
火曜日 19：30～（60分）
金曜日 15：00～（60分）※シニア歓迎
日曜日 17：15～（60分）
★振替レッスン可
★換気抜群！足腰に優しい専用フロア
★上記以外、レベル別クラス開催中！

5,000円 10,000円
（月4回）

日本フラメンコ協会認定
小形衣里フラメンコ教室
主宰

小形 衣里

指導歴25年・人気ダンサー
小形衣里先生の楽しいレッ
スンでフラメンコをはじめて
みませんか？

初めての
超入門フラメンコ！

http://www.ogataeri.com/

… ヴィータ聖蹟桜ヶ丘教室 … 聖蹟桜ヶ丘駅前教室 … お子様向け教室 … 大人・子ども受講可能ヴィータ 駅　前

VITA
OPA

聖
蹟
U
ロ
ー
ド

ファミリーマート

交番

京王本社ビル

至京王八王子

至新宿

桜ヶ丘プラザビル（1Fセブンイレブン）

東口より徒歩1分

徒歩3分

ヴィータアネックスよこくらビル3F

3F・4F聖蹟桜ヶ丘駅前教室

ヴィータ聖蹟桜ヶ丘教室

川崎街道
さ
く
ら
通
り

新大栗橋

三菱東京UFJBK

京王
百貨店

京王ストア

ザ・スクエア

聖蹟桜ヶ丘駅

多摩カルチャーセンター多摩カルチャーセンター
受講生募集！ お問い合わせ・お申し込みは TEL：042-371-2466

聖蹟桜ヶ丘駅前教室・ヴィータ聖蹟桜ヶ丘教室
多摩市関戸1-11-3（桜ヶ丘プラザ3F・4F） 多摩市関戸4-73（ヴィータアネックスよこくらビル3F）
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