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開講開講開講開講

見学見学見学見学

＊＊＊＊

Step.BStep.BStep.BStep.B

Step.AStep.AStep.AStep.A

※

  

教室所在教室所在教室所在教室所在

 

「「「「

スズキ

００００～～～～３３３３歳児歳児歳児歳児

 ・毎回の生演奏と

 ・音とリズムで見えないものを感じ

 ・季節を通じての日本の文化（室礼）と美しい挨拶を大切にします

 ・触れ合いを通して親子の絆を深めます

 ・育児のヒントや気づきに出会い

 ・世界の夜明けは子どもから始まり広がります

開講開講開講開講クラスのごクラスのごクラスのごクラスのご

見学見学見学見学・コース・コース・コース・コース

＊＊＊＊9/12,9/199/12,9/199/12,9/199/12,9/19 はははは

平成平成平成平成２９２９２９２９

Step.BStep.BStep.BStep.B    １１１１

Step.AStep.AStep.AStep.A    ００００

※日程表記号

各コース料金

内容：受講料

＊ご家族の方がスズキ会員の場合

  ＊各クラスの途中入会も可能です。見学

詳しくは下記お問い合わせ先へご連絡ください。

教室所在教室所在教室所在教室所在    

  〒453-0054

アンジュパティオ

＊お車でお

「「「「名古屋教室名古屋教室名古屋教室名古屋教室

公益社団法人

〒101-0062 

TEL：03030303

フリーダイヤル

Eメール

名古屋教室

名古屋教室

スズキ独自の「

ご両親

歳児歳児歳児歳児コースのコースのコースのコースの特徴特徴特徴特徴

生演奏と温かく優しい空間で

・音とリズムで見えないものを感じ

・季節を通じての日本の文化（室礼）と美しい挨拶を大切にします

・触れ合いを通して親子の絆を深めます

・育児のヒントや気づきに出会い

・世界の夜明けは子どもから始まり広がります

クラスのごクラスのごクラスのごクラスのご案内案内案内案内♪♪♪♪

・コース・コース・コース・コース体験体験体験体験・・・・入会入会入会入会    

はははは前期前期前期前期コースのコースのコースのコースの

２９２９２９２９年度年度年度年度    １０１０１０１０

１１１１歳半歳半歳半歳半～３～３～３～３歳歳歳歳

００００歳歳歳歳    ～１歳～１歳～１歳～１歳

記号…[●]開講日、

[体体体体験験験験]コース体験会

各コース料金：￥43,000

内容：受講料 ￥30,000

＊ご家族の方がスズキ会員の場合

＊各クラスの途中入会も可能です。見学

詳しくは下記お問い合わせ先へご連絡ください。

    

0054 名古屋市中村区鳥居西通

アンジュパティオ中村公園

でお越しの際は近隣

名古屋教室名古屋教室名古屋教室名古屋教室」」」」各各各各コースコースコースコース

公益社団法人 才能教育研究会

0062 千代田区神田駿河台

03030303----3295329532953295----0270027002700270

フリーダイヤル:0120012001200120

メール：cs@suzukimethod.or.jpcs@suzukimethod.or.jpcs@suzukimethod.or.jpcs@suzukimethod.or.jp

教室ブログ：

教室メール：

スズキ・メソードで子育てを♪スズキ・メソードで子育てを♪スズキ・メソードで子育てを♪スズキ・メソードで子育てを♪

音楽を

「感性を育てる

両親の子育ての

特徴特徴特徴特徴♪♪♪♪    

温かく優しい空間で

・音とリズムで見えないものを感じ

・季節を通じての日本の文化（室礼）と美しい挨拶を大切にします

・触れ合いを通して親子の絆を深めます

・育児のヒントや気づきに出会い

・世界の夜明けは子どもから始まり広がります

♪♪♪♪        

    随時随時随時随時受付中受付中受付中受付中

コースのコースのコースのコースの体験会体験会体験会体験会ですですですです

１０１０１０１０～～～～３３３３月月月月    火曜日開催火曜日開催火曜日開催火曜日開催

歳歳歳歳        10101010：：：：00000000

～１歳～１歳～１歳～１歳半半半半    11111111：：：：0000

開講日、[おおおお]おさらい

コース体験会 

43,000（10～

30,000 ＋ 賛助会費

＊ご家族の方がスズキ会員の場合

＊各クラスの途中入会も可能です。見学

詳しくは下記お問い合わせ先へご連絡ください。

名古屋市中村区鳥居西通

中村公園 801 号

近隣コインパーキングにお

コースコースコースコースおおおお申込申込申込申込

才能教育研究会

千代田区神田駿河台

0270027002700270  FAX：03030303----

0120012001200120----556556556556----414414414414

cs@suzukimethod.or.jpcs@suzukimethod.or.jpcs@suzukimethod.or.jpcs@suzukimethod.or.jp

：http://ameblo.jp/suzukihttp://ameblo.jp/suzukihttp://ameblo.jp/suzukihttp://ameblo.jp/suzuki

：suzuki.twinkle.star@gmail.comsuzuki.twinkle.star@gmail.comsuzuki.twinkle.star@gmail.comsuzuki.twinkle.star@gmail.com

スズキ・メソードで子育てを♪スズキ・メソードで子育てを♪スズキ・メソードで子育てを♪スズキ・メソードで子育てを♪

を通しての子育

てる」内容と

ての一助となる

温かく優しい空間でお子さま

・音とリズムで見えないものを感じ、音楽の世界を高めます

・季節を通じての日本の文化（室礼）と美しい挨拶を大切にします

・触れ合いを通して親子の絆を深めます。 

・育児のヒントや気づきに出会い、お子さま

・世界の夜明けは子どもから始まり広がります

ですですですです！！！！    

ですですですです。。。。    

火曜日開催火曜日開催火曜日開催火曜日開催

0000～～～～10101010：：：：55555555

0000～～～～11111111：：：：55555555

おさらい発表会

 

～3 月 12

賛助会費（1 年間）

＊ご家族の方がスズキ会員の場合、賛助会費はかかりません。

＊各クラスの途中入会も可能です。見学・体験

詳しくは下記お問い合わせ先へご連絡ください。

名古屋市中村区鳥居西通り 1-51

号「スタジオ

コインパーキングにお停め下

申込申込申込申込みみみみ・お・お・お・お問問問問

才能教育研究会 東京事務所

千代田区神田駿河台 2-3-16 駿河台

----3295329532953295----1448144814481448 

414414414414  

cs@suzukimethod.or.jpcs@suzukimethod.or.jpcs@suzukimethod.or.jpcs@suzukimethod.or.jp 

http://ameblo.jp/suzukihttp://ameblo.jp/suzukihttp://ameblo.jp/suzukihttp://ameblo.jp/suzuki

suzuki.twinkle.star@gmail.comsuzuki.twinkle.star@gmail.comsuzuki.twinkle.star@gmail.comsuzuki.twinkle.star@gmail.com

スズキ・メソードで子育てを♪スズキ・メソードで子育てを♪スズキ・メソードで子育てを♪スズキ・メソードで子育てを♪

子育てを体験

と環境でお子

となる“皆で育ちあう

 

２９

年度

後期

お子さまの感性を育てていきます

音楽の世界を高めます

・季節を通じての日本の文化（室礼）と美しい挨拶を大切にします

 

、お子さまと共に成長できます

・世界の夜明けは子どもから始まり広がります。 

火曜日開催火曜日開催火曜日開催火曜日開催    

55555555    

55555555    

会、  

12 回レッスン＆おさらい

年間）￥3,000

、賛助会費はかかりません。

・体験も随時受け付けております。

詳しくは下記お問い合わせ先へご連絡ください。 

51 

スタジオ フィオリーレ

め下さい。 

問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先

東京事務所  

駿河台スカイビル

 (受付 10～17

http://ameblo.jp/suzukihttp://ameblo.jp/suzukihttp://ameblo.jp/suzukihttp://ameblo.jp/suzuki----03nagoya/03nagoya/03nagoya/03nagoya/

suzuki.twinkle.star@gmail.comsuzuki.twinkle.star@gmail.comsuzuki.twinkle.star@gmail.comsuzuki.twinkle.star@gmail.com 

名古屋教室名古屋教室名古屋教室名古屋教室

スズキ・メソードで子育てを♪スズキ・メソードで子育てを♪スズキ・メソードで子育てを♪スズキ・メソードで子育てを♪

体験してみませんか

子さまたちは

ちあう場”

 

8/29 

● 

後期 

10/17 10

● 

12/19 

● 

2/27 

● 

の感性を育てていきます

音楽の世界を高めます。 

・季節を通じての日本の文化（室礼）と美しい挨拶を大切にします

と共に成長できます

回レッスン＆おさらい発表

3,000 ＋ 教材費￥

、賛助会費はかかりません。 

も随時受け付けております。

 

フィオリーレ」 

先先先先    

スカイビル 3階  

17 時、土日祝祭日除

03nagoya/03nagoya/03nagoya/03nagoya/ 

 

名古屋教室名古屋教室名古屋教室名古屋教室    平成平成平成平成

スズキ・メソードで子育てを♪スズキ・メソードで子育てを♪スズキ・メソードで子育てを♪スズキ・メソードで子育てを♪    

してみませんか? 

たちは皆すくすく

を提供していきます

9/5 9/1

お 体験

10/24 10/

● ●

1/16 1/23

● ●

3/6 3/1

お 体験

の感性を育てていきます。 

・季節を通じての日本の文化（室礼）と美しい挨拶を大切にします。 

。 

《人は環境の子なり》《人は環境の子なり》《人は環境の子なり》《人は環境の子なり》

《愛深ければ《愛深ければ《愛深ければ《愛深ければ

《親の笑顔は子の笑顔》《親の笑顔は子の笑顔》《親の笑顔は子の笑顔》《親の笑顔は子の笑顔》

スズキ・メソード創始者

発表会） 

教材費￥6,000

 

も随時受け付けております。

 

土日祝祭日除く) 

〈入会申し込み

平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度

    

すくすく育っています

していきます。

12 9/19 

体験 体験 

/31 11/14 

● ● 

23 1/30 

● ● 

/13 3/20 

体験 体験 

《人は環境の子なり》《人は環境の子なり》《人は環境の子なり》《人は環境の子なり》

《愛深ければ《愛深ければ《愛深ければ《愛深ければ為為為為すこと多し》すこと多し》すこと多し》すこと多し》

《親の笑顔は子の笑顔》《親の笑顔は子の笑顔》《親の笑顔は子の笑顔》《親の笑顔は子の笑顔》

スズキ・メソード創始者

6,000 ＋ 教室費￥

も随時受け付けております。 

)  

入会申し込み QRコード

年度年度年度年度    後期後期後期後期日程日程日程日程

っています。 

。 

 

♫ 

 

 11/28 12

● 

 2/13 

● 

 

♫ 

 

《人は環境の子なり》《人は環境の子なり》《人は環境の子なり》《人は環境の子なり》  

すこと多し》すこと多し》すこと多し》すこと多し》

《親の笑顔は子の笑顔》《親の笑顔は子の笑顔》《親の笑顔は子の笑顔》《親の笑顔は子の笑顔》  

スズキ・メソード創始者：鈴木 鎮一

教室費￥4,000 

コード〉 

    

日程日程日程日程    

 

12/12 

● 

♪ 

 

すこと多し》すこと多し》すこと多し》すこと多し》  

鎮一 

 


