


























tel.0965-80-3092
所／八代市築添町1702-9
営／8：00～19：00
休／不定休
Ｐ／4台

我が子の成長を一瞬も逃さず写真に収める。そん
な趣味も素敵ですね。八代市を拠点に県内外で
活動されるママフォトグラファーアカデミー認定
フォトグラファーるんるんさんがスマホでも一眼
レフ・ミラーレスでも、お子さんの魅力が伝わる撮
影のポイントを教えてくれます。特別な機材は使わ
ず自然光を活かした撮影方法を教えてくれるの
で、ご自宅でその日から素敵な写真が撮れますよ。

写真を通じてお子さんと
コミュニケーションしませんか？

Relax Touch ルンルン

m e n u
●写真教室（初心者向け）　　　　　60分　　3,000円～
●初級ベビグラファー講座　　　　4時間　17,000円 ※テキスト・修了証付
●初級ニューボーンフォトグラファー講座　4時間　17,000円 ※テキスト・修了証付

※価格はすべて税込 ※おうちスタジオオープン講座もあります

一番近くにいるからこそ素敵な表情が撮影できるはず！
目指せ『我が子専属』カメラマン

写真を撮ることで
コミュニケーション
が生まれるので、
子育てにもきっと
役立ちますね

パパでもママでもカメラが超初心者
でも安心して受講できます。まずは電
話で気軽にご相談を！
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●セブンイレブン
八代築添町店

●
龍神社

●CORE21
新八代店

●八代築添町
簡易郵便局★

ホームページ▶

美しい景観の中で宿泊しながら、ドローン操縦
のルールや技術を学べる同校。代表のご好意
により実現した『宿泊パック』は、追加料金なし
で宿泊可能。60歳以上の方向けの「五木源ド
ローン塾」は、パソコン・スマホ・電波のことが
一気に学べるので、操作が全くわからない方も
安心です。「仕事の原点はすべて趣味」という代
表が教える趣味の楽しさを体験してみて！

格安受講料！ のんびり宿泊しながら
マイペースで学べるドローン教習所

所／球磨郡五木村甲2859-7
渓流ヴィラITSUKI内
営／土・日 9：00～17：00
休／月～金　Ｐ／有　

申込み・問合せ：五木村観光情報センター

【ドローン教習所 熊本五木村校】

ドローン教習所 熊本五木村校

tel.0966-37-2611

わからなかったこと
は講習後に個別対
応可能！ 少人数制
で、その人の使い方
や理解度に合わせ
て教えてくれますよ

ドローンを飛ばせる場所が豊富
な五木村を活用し、昨年9月に開
校。渓流ヴィラITSUKIの素敵な
環境で学べます

ホームページ

m e n u ※3月末日までの価格
※価格はすべて税込

●3級認定講座+基礎技能講習（最短2日間）
88,000円

＊講習代・テキスト代・ライセンス発行料・申請料・機体
使用代含む。　＊宿泊パックの詳細は五木村観光情報
センターへお問い合わせください。

●五木源ドローン塾 シルバーパイロット
　養成講座（3時限） 12,000円
＊講習代・テキスト代・機体使用・木製ライセンスカード
代含む。　＊60歳以上限定。　＊「五木源ドローン塾」限
定の『木製ライセンスカード（No入り）』を発行（特典有）。
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創業18年目の問天は、幅広い年齢層への対
応とオープン当初から変わらない良心的な
受講料が魅力！ スキルアップ、就職、転職な
どあなたの目的に応じたコースを選んで楽し
く受講できます。70代の方も月1回の習い事
として通ううちに、ワードでチラシ作成もでき
るようになったそう。完全予約制、最大5名
の教室（個別指導有り）なので安心ですね♪

入会金不要。コースも時間も選べる！
初心者から資格取得まで

所／八代市若草町12-7
営／10：00～21：00
※希望時間が選べます
休／土・日・祝
P／有　

問天パソコン教室

m e n u
【入門・趣味】（各８時間　10,000円）
パソコン・ワード・エクセル・パワーポイント・アクセス・
インターネットメール 他

①10～12時 ②13～15時 ③14～16時
④15～17時 ⑤19～21時（他応相談）

【スマホ・タブレット】（8時間　10,000円～）

個別指導・出張指導・トラブル対応・企業団体向け
オリジナル

【個別・オンライン】（2時間　6,000円～）

各種検定対策（ワード・エクセル・ウェブなど）・簿記・
フォトショップ・イラストレーター・ＶＢＡ・Ｃ言語 他

【ビジネス・資格】（各8時間　16,000円）

※授業単価/1時間1,250円～
※価格はすべて税込

tel.0965-62-8408

カウンセリングで
あなたのスキルに
合ったコースを提
案してくれますよ

トヨオカ地建アリーナ前！｠立地
もわかりやすいと評判です

ホームページ▶
受講時間
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八代トヨオカ
地建アリーナ

14

3

目を酷使している方にオススメの“眼精疲労
ヘッドケア”や、リンパを流して全身スッキリ
“アロマトリートメント”など、完全個室のプラ
イベートサロンMA-NAでは癒しのひととき
を提供してくれます。

趣味とは明日への活力を生み出すもの
自分にご褒美、癒しのひとときを

所／八代市萩原町一丁目6-35
ロイヤルヒルズ103（Shiny Nail内）
営／9：00～19：00　休／不定休　P／3台　

m e n u
●もみほぐし　　　　〈30分〉2,400円　〈60分〉3,800円

●眼精疲労ヘッドケア　〈30分〉3,000円　〈40分〉3,700円
●足つぼ　　　　　　〈15分〉1,500円　〈30分〉2,400円

※価格はすべて税込 ※その他メニューはHPをチェック！

tel.0965-45-9799

もみほぐしでは体のコリ
をしっかりほぐしてくれ
ます。 ※撮影のため室
内を明るくしています

お客様からも「冷えて
いた足先がぽかぽか
温まり、施術後は歩き
も軽やかになりスッキ
リした」と好評です

　（左）ホームページ
◀（右）LINE

初めてご利用の方
全メニュー 10％OFF

リラクゼーション
もみほぐし足つぼMA-NAspecial

　　
  coupon

※初めてのご利用の方に限る　※お一人様一枚限り

有効期限　2022年3月末日まで

リラクゼーションもみほぐし足つぼ MA-NA
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彦一本舗
駅前本店

和食割烹
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★
→

東京のヨガスタジオなどでヨガインストラク
ターを経験し、地震をきっかけに地元でスタ
ジオを開設したオーナーの平田さんは、2児
の母であり自らの経験から心と体が元気に
なることを目指して、一人ひとりに寄り添っ
たレッスンを行います。アロマコーディネイ
ターでもあり、「アロマヨガ」ではボディケア
を組み合わせたコースも魅了的ですよ。

アロマの香りに包まれた
リラックスヨガで自律神経を整える

所／宇城市小川町南新田540
営／10：00～20：00（レッスンによる）
休／不定休　P／有　

body create room Laugh

m e n u ※各1時間コース
※価格はすべて税込

tel.080-3793-0824

インストラクター平田裕美
さん。ヨガ歴16年の実績
で確かなレッスンが受けら
れます。イベントの講師と
しても活躍中

スタジオはどこまでも広がる田
園風景の中！ のどかな環境の中
で心からリラックスしましょう♪

ラ　　フ

　（左）ホームページ
◀（右）Instagram

●集団レッスン（最大6名まで）　体験：500円
　4回：5,000円　6回：6,000円
　10回：10,000円＋プチギフト　単発：1,500円
●パーソナル　体験：1,500円
　4回：16,000円　単発：1,500円
【コース】
◎リストラティブヨガ（リラックスヨガ・自律神経を整える）
◎ベーシックヨガ（基礎的なヨガ・初心者向け）
◎アロマヨガ（アロマオイルでボディケアも）
※体幹トレーニング、マタニティヨガ、アロマエステ（個人に合っ
　た調合アロマを使用）も有り。詳しくはＨＰをご覧ください。
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55-
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中華屋
炒炒八枚戸川

小川工業
高校
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コロナ禍の今こそ、自分自身を磨くために
一歩踏み出してみませんか？

今回は、あなたの人生や暮らしを豊かにし、
より充実した生活へと導いてくれる
お店＆施設をご紹介します♪

スキルアップ＆リラクゼーションで

人生をもっと豊かに
趣味の幅を広げよう

「ピアノを始めたいけど、楽譜も読めないし…」
と悩んでいる方は、有明楽器にご相談を！ 入
会時のカウンセリングで細かく希望を聞いて
くれるので、安心して最初の一歩が踏み出せ
ますよ。レッスンはマンツーマンなのでしっか
りレベルアップが実感できます。有明楽器で
は無料体験やお試しレッスンも行なっていま
す。まずはお気軽にお問合せください。

何才からでもOK！ 音楽で感性を磨き
人生をより華やかに

所／八代市大手町1丁目9-25
営／11：00～19：00
（土・日は18：00まで）
休／祝日　Ｐ／有　

株式会社有明楽器

tel.0965-34-5115

音楽未経験でも、
何才から始めても
安心のマンツーマ
ンレッスン。 ※写
真は過去に撮影
されたものです。
現在は生徒・講師
ともに不織布マス
ク着用の上、常時
換気を行なうなど
感染症対策に取
り組んでいます

ホームページ▶
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若者サポート
ステーション
やつしろ

（有）花の
まつもと

●

金龍堂 八代
ファースト文庫店

はま寿司
八代店

●珈琲家

●味千
ラーメン

m e n u ※価格はすべて税込

●クラシックピアノ　30分×月2回　 4,620円～
●ポピュラーピアノ　30分×月2回　 4,620円～
●ジャズピアノ 　　 30分×月2回　 6,600円～
●ウクレレ・ギター　 30分×月2回　 6,050円～
●フルート  　　　  30分×月2回　 6,966円～
●サックス 　　　　 30分×月2回　 6,380円～
●お箏 　　　　　　50分×月2回  11,000円～
※他にも魅力的なコースが多数
　詳しくはホームページでチェック！
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