
<ピアノリトミック>クラス 

(穂積コミセン月曜日・午前：主に 3歳児対象) 

ピアノフレンズ･Kid’s音楽くらぶ教室生保護者各位 

2021年3月 

ピアノフレンズ・Kid’s音楽くらぶ 

 

20201度 リトミック開講予定クラスのご案内 

2018年2月末をもちまして、リトミッククラスはすべて終了致しました。新開講予定はありません。 

 

☆リトミックとピアノを融合した新クラスを穂積コミュニティセンターで開講予定です！ 

♪ 穂積 コミュニティセンター(グループ) 

対象年齢 クラス 主なレッスン時間 レッスン料(月2回) 

おおむね3才 ピアノリトミッククラス 10月新開講 隔週(月) 10:00～10:45 45分 \2,700 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    クレール音楽教室  

    グランドピアノで高度なレッスンを展開しています。振り替えレッスン可。 

    ～音感教育から実務養成まで～  

     2021年 生徒さん 募集中 !! 

〔入会金:\5,000〕→ Kid's音楽くらぶ・ピアノフレンズから移動の方は免除 

  ※エレクトーン科は上穂積教室のみ実施, 

募集科 指導内容(全て個人レッスン) 月 謝 指導時間 

ピアノ科(グランドピアノ) 

& 

エレクトーン科(STAGEA)※ 

演奏･表現力はじめ総合的な音楽力養成 

ヤマハグレード取得可 

クラシックからジャズ･ポピュラーまで 

\ 6,961～ 

1回30分 

年間42回レッスン 

(年間21回レッスンも可)   

作曲・編曲科 
クラシックからジャズ･ポピュラーまで 

曲作り･アレンジへと発展 
\ 6,961～ 

1回60分 

月2回レッスン 

音大受験科 
専門技術から副科実技､聴音､楽典まで 

全音楽科目にわたって徹底指導 

\ 10,710～ 
1回45分～ 

月2回レッスン～ 
指導者養成科 

音楽指導者･保育士のためのレッスン 

演奏･歌唱指導､聴音､楽典､伴奏付け等 

ヤマハ･カワイ音楽教室講師資格取得可 

★ご家族で入会の場合､お二人目より入会金免除、さらに、お二人目よりお月謝も２割引！ 

☆小林幸代 大阪音大卒 ヤマハ音楽教室講師 ヤマハ学習者グレード試験官 音楽指導の他､作・編曲家としてCM、衛星放送等の音楽制作を担当 

☆田中美幸 大阪音大卒 大阪音大専攻科修了 元成蹊短期大学幼児教育専攻講師 元ヤマハ音楽教室講師 

ほか多数のベテラン講師が当音楽教室のレッスン指導に当たります。 

 

クレール上穂積教室                      クレール春日教室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度 ピアノ開講予定クラスのご案内 

New！ 
2021年 10月 新開講！ 

ピアノを取り入れた音楽遊びです。 

他にも、タンバリン・小太鼓・ミュージックベルの演奏、 

ダンス、お絵描きも経験します 
 

お問い合わせは… 

Kid's音楽くらぶ・ピアノフレンズ 

☎ 072-623-2945 

  上穂積教室・春日教室へのお問い合わせは・・・ 

クレール音楽教室 ☎ ０７２-６２３-２９４５ 
ホームページ：http://clair-music.littlestar.jp/ 

 

       ホームページ http://www.eonet.ne.jp/~clairmusicschool/ 



ピアノフレンズ･Kid’s音楽くらぶ教室生保護者各位 

2021年3月 

ピアノフレンズ・Kid’s音楽くらぶ 

2021年度 ピアノ開講予定クラスのご案内 

平素より当教室に多大なご協力とご理解を賜り、誠に有難うございます。 

2021年度4月よりピアノ開講予定クラスを以下の通りご案内させていただきます。 

 

♪ 穂積 コミュニティセンター(個人レッスン) 

個人レッスン 

対象年齢 クラス 主なレッスン時間 レッスン料(月2回) 

3才～ 
個人(生ピアノ) 

隔週又は毎週(月) 
30分 \2,950～ 

個人(電子ピアノ) 30分 \2,750～ 

 

♪ クレール 音楽教室 春日教室(個人レッスン) ★は新開講 
グループレッスン 

対象年齢 クラス 主なレッスン時間 レッスン料(月2回) 

年少～年中 ★C1クラス10月新開講 隔週(金) 15:00～15:45 45分 \2,530 

個人レッスン 

3才～ 個人(グランドピアノ) (月)～(土)クレール音楽教室(裏面)迄お問い合わせ下さい 

 

♪ 郡 コミュニティセンター(グループ&個人レッスン) ★は新開講 

グループレッスン 

対象年齢 クラス 主なレッスン時間 レッスン料(月2回) 

主に 

年少～年長 

★D1クラス10月新開講 

隔週(金) 

15:30～16:15 
45分 

\2,530 ★D2クラス10月新開講 16:20～17:05 

年長 D4クラス(継続) 15:45～16:30 45分 

個人レッスン 

3才～ 
個人(生ピアノ) 隔週又は毎週(金) 30分 \2,950～ 

個人(電子ピアノ) 隔週又は毎週(水) 30分 \2,750～ 

 

♪ ファミリースクール(個人レッスン) 

個人レッスン 

対象年齢 クラス 主なレッスン時間 レッスン料(月2回) 

3才～ 個人(生ピアノ) 
隔週又は毎週 

(月)･(水)･(木)･(金)･(土) 
30分 \2,950～ 

 

♪ 畑田 コミュニティセンター(個人レッスン) きらめきの近く･中央図書館の裏 

個人レッスン 

対象年齢 クラス 主なレッスン時間 レッスン料(月2回) 

3才～ 
個人(生ピアノ) 隔週又は毎週(木) 30分 \2,950～ 

個人(電子ピアノ) 隔週又は毎週(金) 30分 \2,750～ 

 

♪ 東 コミュニティセンター(個人レッスン) 

個人レッスン 

対象年齢 クラス 主なレッスン時間 レッスン料(月2回) 

3才～ 個人(電子ピアノ) 隔週(火)･(水) 30分  \2,750～ 

♪ 水尾  コミュニティセンター(個人レッスン) 

個人レッスン 

対象年齢 クラス 主なレッスン時間 レッスン料(月2回) 

3才～ 
個人(生ピアノ) 

隔週又は毎週(木) 
30分 \2,950～ 

個人(電子ピアノ) 30分 \2,750～ 

 

♪ 三島 コミュニティセンター(個人レッスン) 

個人レッスン 
対象年齢 クラス 主なレッスン時間 レッスン料(月2回) 

3才～ 
個人(生ピアノ) 隔週又は毎週(火) 30分 \2,950～ 

個人(電子ピアノ) 隔週又は毎週(火)･(水) 30分 \2,750～ 

 

♪ 大池 コミュニティセンター(個人レッスン) 

個人レッスン 
対象年齢 クラス 主なレッスン時間 レッスン料(月2回) 

3才～ 個人(電子ピアノ) 隔週又は毎週(月)･(土) 30分 \2,750～ 

 

 

・ 個人レッスンは現在満員の会場もありますので、レッスン可能な空き時間はお問い合わせください。 

また、月4回毎週可能な会場もあります。費用は月2回隔週の場合の2倍です。 

・ グループレッスンは開講人数に満たない場合は開講致しません。 

・ 退会の場合は3月末迄に担当講師にご連絡下さい。(4月1日以降は4月分のレッスン料を頂きます。) 

・  退会以外の生徒さんは自動継続となります。 

・  個人レッスン受講はピアノフレンズ(℡ 072-623-2945)迄お問い合わせ下さい。 

※上記会場の他、講師宅でのレッスンや出張レッスンもあります。 

 

New! オンラインレッスン好評開講中！ 
 

♪ オンラインレッスン(個人レッスン) 

個人レッスン 
対象年齢 クラス 主なレッスン時間 レッスン料(月2回) 

3才～ 個人 詳細はお問い合わせ下さい 30分 \2,750～ 

♪ ピアノ通信講座(個人レッスン) 

個人レッスン 
対象年齢 クラス 主なレッスン時間 レッスン料(月2回) 

3才～ 個人 詳細はお問合せ下さい \1,650～ 

 

ピアノフレンスﾞ・Kid's音楽くらぶ ：TEL&FAX 072-623-2945 

ホームページ：http://clair-music.littlestar.jp/ 


