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生徒募集中！見学・体験随時OK! ★各教室とも入会時に入会金￥4,500が必要です。※受講料は消費税込です。

水彩画・油絵・日本画教室
★パステル・アクリル・デッサンを含みます。

中・高生の
もっと美術

水・木・金/pm5:30～8:30

　 土・日/pm1:00～5:00
藤原 江里子
京都造形芸術大学卒

石黒 貴之
愛知県立芸術大学在学

渡辺 このか
名古屋芸術大学在学

★受講日・受講料・

   カリキュラムなどは、

　店へお問い合せ下さい。
他

★美術系高校・大学
　進学コース

　　日/am10 :00～pm1:00

水・金/am10 :00～pm4:00

金･････浅島 裕志
愛知県立芸術大学卒

日・水･･岩崎 里香
武蔵野美術大学卒　

\14,600
※1回2～3時間  ★曜日振替OK!　※材料費実費

●フリーチケット制
　(11回分前納制)

9

藤原 江里子土曜日の美術室
毎月第1・3土曜

am10:00～12:00 \3,500
デッサンから水彩画まで教えます。

月謝(月2回)

※1回2時間　※材料費実費

あなたの好きが
才能です。

めざせアーチスト！！

プログラミング＋学習塾 ★小学１年生～
　中学３年生対象。
※詳細はお問い合せ下さい。マジカル・パーク 佐藤 仁

名古屋大学卒

月謝(月4回)※１回１時間

※受講科目により受講料が異なります。
※プログラミング教室…￥10,000

毎週土曜/pm3:00～8:00 \6,700～小学生

\8,750～中学生

ステンドグラス教室 宮永 節子
ステンドグラス作家

月謝(月1回)
※1回2時間　※材料費実費 \2,600

毎月第3火曜/am10:00～12:00

　　　　　　pm1:00～3:00

申込日 教室名 入会金 月謝 フリーチケット

Tel生年月日お名前

ご住所　〒 E-mail

★ ★  受 講 申 込 書  ★ ★ み
さ
わ

東浦不二家
ホンダ

徳
川

コメダ

５５お問い合せ
お申し込みは
こちらへ

アート・アンド・ユー
画材・額縁・美術教室・ミニギャラリー

※受講生のご都合による直前のキャンセルは、受講料を返金できません。何卒、ご了承下さい。

tel/fax 0569-48-8678
Email/art-you@dream.ocn.ne.jp

〒470-2201  知多郡阿久比町白沢字上蔵々31

営業時間/am10:00～pm7:00  月曜定休

ht tp://www.art-you.net

藤原 江里子鉛筆デッサン教室
毎月第２・４日曜

am10:00～12:00 \3,350
絵の基礎をしっかり学べます!

月謝(月2回)

※1回2時間　※材料費実費

トールペイント教室 榊原 伸子
スタジオT-POCKET公認講師

月謝(月2回) 
※1回2時間　※材料費実費 \3,800毎月第１・3木曜/am10:00～12:00

　　　　　　　 pm6:30～8:30

★４歳から小学６年生対象。
Kid’s Art (児童絵画造形教室) 火・水・木・金/pm4:00～7:00

　　   　 土 /am10:00～12:30
進藤 真理子 月謝(月４回)※1回1時間30分 \5,050

※事前予約が必要です。
\2,200各教室 受講料各教室の開講日にいつでも体験できます。

詳細は、店へお問い合わせ下さい。
（材料費込）～No. 16 18 クラフト教室１日体験

志望校への
合格を
　目指そう！

韓流パッチワーク

ポジャギ教室
新海 敬子
アトリエＫ‐Ｃo.主宰

月謝(月2回) ※材料費実費 \4,350毎月第１・3木曜/am10:00～12:00

ミニギャラリーで作品展をしてみませんか？
詳細はお問い合せ下さい。

\2,500
ブラックボードにオイルパステルでイラストを描く看板アート。

チョークアート教室 伴 美紀子
MCA認定講師

毎月第3土曜/am10:00～12:00
毎月第3日曜/pm2:00～4:00 月謝(月1回) ※材料費実費

※都合による変更もあります。

\2,200各教室 受講料
※画材貸し出します。
※事前予約が必要です。

水彩・油絵…毎週水曜 pm1:30～3:30、毎週日曜 am10 :00～12 :00

日本画…毎週金曜 am10 :00～12 :00  ★額プレゼント
★水彩体験は、額プレゼント。油絵体験は、F0キャンバスプレゼント

絵画教室１日体験
、No. 1 4 、5

まんが家になりたい人集まれ！！

★小学４年生～
月謝(月2回)

まんが教室 毎月第2・4土曜/am10:00～12:00 武田 志おり
名古屋造形大学卒業 \3,500

※1回2時間　※材料費実費

旅の思い出を絵にしてみませんか？
月謝(月1回)

スケッチ旅行教室 毎月1回日曜/am10:00～15:00 坂場 加奈子
愛知県立芸術大学卒業 \3,300

※1回5時間　※画材代、交通費実費

土・日/pm2:00～4:00 進藤 真理子 他
愛知県立芸術大学卒

月謝(月3回)※1回2時間

★曜日振替OK! ※材料費実費 \5,050★美術力UPコース
美術の成績を上げたい人!

English fun club
毎週金曜/小学生　pm5:00～6:00
　　　　 中学生　pm6:00～7:00
　　　　 大　人　pm7:00～8:00

早川 知里
愛知淑徳大学英文科卒

月謝(月4回)※１回１時間
イングリッシュ　ファン　クラブ ★小学生～大人の

　英会話教室
\5,400小学生

\6,000中学生

\6,500大　人※英検対策もします。

アート・アンド・ユー 検 索

\2,500
ほんわかやさしいパステル画の基本から応用まで。

パステルアート教室
イラストレーター

おだはら まさゆき
毎月第1日曜（月1回）

am10:00～12:00
月謝(月1回) ※材料費実費

※休会費は、月謝の約25％です。

￥550こども書道教室 石黒 貴之 月謝(月4回)
※1回1時間 ※道具代実費 \4,000

毎週木曜/低学年 pm5:00～6:00
　　　　   高学年 pm6:00～7:00

NEW
5月

開講予定

体験教室（木曜）

pm5～6 ￥1,100

3/23・30・4/6

★３歳～大人対象。
　個人レッスンです。ピアノ教室 中野 千草

名古屋芸術大学卒

月謝(月4回)
※1回30分 ※教材費実費

※各自のレベルにより受講料が異なります。
\5,650～

毎週火曜/pm3:00～8:00

毎週水曜/pm3:00～8:00

シニアの美術は、ご自宅に伺い出張レッスンも承ります。詳細はお問い合せ下さい。出前教室

シニアの芸術学校 第2・4木曜/am9:00～（月２回） 進藤 真理子
美術・音楽・書道が受講選択できて、とっても楽しく芸術が学べます。 音楽・書道・美術３教科すべて(各教科５０分）…

音楽・書道・美術のうち２教科(各教科６０分）…

音楽・書道・美術のうち１教科(各教科９０分）…

\8,750
\6,150
\3,250

NEW
（初心者向）

NEW ※詳細はお問い

　合せ下さい。

ライン
スタンプを
作ってみよう！ \10,000

Adobeのイラストレーター、フォトショップ教えます。
仲 真未
グラフィックデザイナー

火・水・木・金/am10:00～12:00

受講日予約制
(全5回コース)パソコンでイラスト


