初夏のおすすめ音楽レッスン入会受付中♪
子どもも大人も興味が湧いたらチャレンジ！

ヤマハ大人の音楽レッスン ＆ スガナミオリジナルレッスンで、ご一緒に音楽はじめてみませんか？
センターがおすすめするこの夏注目のレッスンはこちら！まずは体験レッスン ＆ レッスン見学にご参加ください♪（要予約）
伊川谷ミュージックセンター

７月末まで3名様ご一緒に入会で

垂水ミュージックセンター

入会金免除

幅広い世代に人気No1

ドラムレッスン
無料体験レッスン・見学受付中！お気軽にお問い合わせ下さい♪
60～70年代のヒットソングをハモリやステップをつけて仲間と一緒に楽しく歌いましよう！

未満”
“カラオケ以上、レッスン
新しい歌の楽しみ方！


●楽譜なしで楽しめる

7月末までにご入会の方に

オリジナル映像 今治タオルプレゼント
●簡単なハモリや
ステップに挑戦
●みんなと一緒に

♪恋の季節

♪恋のバカンス

♪青春時代

チューリップ

ザ・ピーナッツ

８ビート・16ビートを中心に、さまざまな
ジャンルの曲がたたけるようになります♪

個
人：１レッスン 30分
グループ：１レッスン 60分

♪心の旅

学生からシニアの方へ

ジュニアスクール
レッスン形態

和気あいあい
●経験豊かな講師がサポート
レパートリー

小学生のための

月３回
月３回

開講曜日

ピンキーとキラーズ

水・木・土

（月）14:00
（水）10:30 12:30
（金）13:30
随時入会受付中

尾崎紀世彦

体験レッスン日

森田公一とトップギャラン

6/18･7/9･23
（月）

6/20･7/4･18
（水）


6/22･7/6･20
（金）


詳しくはこちらまで

ヤマハ青春

14:00
10:30
12:30
13:30

検索

♪待つわ

あみん

荒井由実

1回90分・月２回
入会金2,000円

ザ・スパイダース

※金額は全て税別です。

TEL

定休日:日曜･祝日

078ー975ー0467

16

伊川
道路
神明
第二

神戸市西区池上３-3 -2 JAアクトビル１階

他

会費・月3,500円

コープデイズ西隣

伊川谷ミュージックセンター

体験レッスン

♪あの時君は若かった

コープ
ＤＡＹＳ

●6/13･20・7/4･11･25（水）15:30

17:30
●6/14･28・7/5･19（木） 15:30
●6/16･7/7･21（土）17:00/19:30

JR・山陽垂水駅北側

ダイソー
山陽新幹線

レッスン形態

個
人：１レッスン 30分 月３回
グループ：１レッスン 60分 月３回
開講曜日
月・水・木・土
●6/11･25･7/9･23（月）

11:00/12:00/13:00
●6/13･20･7/4･11･25（水）

13:00/14:00/19:30/21:00
●6/14･28･7/5･12･19（木）

14:30/19:00/20:30
●6/16･7/7･21（土）17:00/19:30

徒歩３分

垂水ミュージックセンター

みなと銀行
池上中央公園

バンド活動をしたい学生さんはもちろん、
ストレス発散や脳トレとして習いたい方にも
おすすめです。

体験レッスン

♪また逢う日まで ♪卒業写真
開講クラス

はじめてのドラム

神戸市垂水区神田町4-36 ニュー垂水ビル4階

TEL

→レバンテ
有料 P

●ローソン

定休日:祝日

078ー705ー1780

山陽垂水駅
ＪＲ垂水駅

●業務スーパー

音楽を始めてみたい！ でも、続くかどうか不安…そんな方に！

体験レッスン実施中！

はじめての方でも大丈夫！３つのポイント

65歳

Point 1

以上の方は

入会金（5,400円）

要予約 ホームページ・お電話よりお申込み下さい

無料！

初めてでも安心

入会者の約７割が初心者。
楽譜が読めなくても大丈夫。
講師が丁寧に
指導いたします。

伊川谷ミュージックセンター

初心者のためのドラムレッスン

期間
限定

木曜11:00 シニア・主婦の方
新開講 にもおすすめ ！

■ 開講日：水曜日
■ おためしレッスン：

実施コース

サックス
フルート・オカリナ
ボーカル
アコースティックギター・
エレキギター・ウクレレ
エレキベース
はじめてピアノ

8/1･8･22(水)

11:00/11:30/12:30/15:00/17:00/17:30/18:30
体験レッスン日程

6/28・7/12・19(木） 14:30/17:30/19:00/20:30
6/23・7/7・21(土）
16:30/17:00/17:30/19:00
6/18・7/9・23(月）
11:30/13:00/15:30/18:00/19:00
6/18・7/9・23(月）
15:00/16:00/18:30/19:30
6/26・7/10・24(火） 14:30/18:30/19:00/20:00
6/23・7/14・28(土） 10:00/13:30/17:00/17:30
6/23・7/14・28(土） 10:00/13:30/17:00/17:30
6/22･29･7/13･27(金） 16:30/17:30/18:00/19:00

■スガナミオリジナルレッスン
実施コース

アコースティックギター
エレキギター
ウクレレ
ボイストレーニング
ピアノ

体験レッスン日程

6/29・7/20・27(金） 11:00/14:00/16:00/19:30
6/29・7/20・27(金） 12:30/14:30/16:30/19:30
6/29・7/20・27(金） 13:30/15:00/17:00/19:30
6/21・7/5・19(木）
10:00/14:30/15:00
6/19･26･7/10･24(火） 17:00/18:00/20:00
6/21･28･7/12･26(木） 17:30/18:30/20:30

コー プデイズ西隣

伊川谷ミュージックセンター

078-975-0467

手ぶらでOK

レッスン中は教室の備品を
無料でレンタルできます。
学校・お仕事帰りでも
安心です。

わかりやすい指導
安心の担当講師制。
経験豊かな講師陣の指導で
無理なく楽しく
続けられます。

はじめてのサックス

迫力のあるサウンド、甘い音色がサックスの魅力です。吹奏
楽部の中高生からシニアまで大歓迎！クラシック・ポップ
ス・ジャズまで幅広いジャンルにチャレンジできます。

はじめてドラムスティックを持つ方にも安心のレッスン。
まずはお試しレッスンで人気のドラムをはじめてみませんか？

■ヤマハ大人の音楽レッスン

Point 3

垂水ミュージックセンター

2か月おためし：月３回/6,000円（税別)
月２回/4,500円（税別)

7/4･18･25

Point 2

■ヤマハ大人の音楽レッスン
実施コース

フルート・オカリナ・ケーナ
はじめてピアノ

■ 開講日：月・木・日曜日
■ 体験レッスン：
6/18･7/2･9･23(月)
17:00/18:00/19:30/20:30
6/14･21･7/5･12･19(木） 11:00/16:30/19:30
6/17･24･7/8･15･29(日) 14:00
体験レッスン日程

6/15・7/6･13･27(金）
6/18･25･7/2･23(月）
6/14･21･7/5･19(木）
6/22･29･7/6･20(金）
6/17･24･7/1･22(日）

15:30/16:30/18:00/19:30
14:30/16:30/18:00
11:30/16:00/17:30
14:30/17:00/20:00
10:00/11:30/13:30

■スガナミオリジナルレッスン
実施コース

バイオリン
ボーカル
ピアノ

エレクトーン
歌の会

体験レッスン日程

6/18･7/2･9･23(月）
6/15･7/6･13･20(金）
6/20･27･7/4・18(水）
6/16･23･7/7･21(土）
6/14･21･7/12･26(木）
6/19･7/3･17(火）
6/22(金）
6/15･7/6･20(金）
6/12･26･7/10･24(火）

JR ・ 山 陽 垂 水 駅 北 側

垂水ミュージックセンター

13:15/19:30
15:30/17:00/18:00/19:00
13:00/16:00/18:00/20:00
11:00/14:00/17:30
14:00/15:30
14:30
13:00
10:30/11:30/14:00(見学）
10:00(見学）

徒歩３分

078-705-1780

