
春開講和太鼓教室
講師：徳多康予、香城麻美
教室日程：4 月 5,19 日
　　　　　（第一＆三火曜日）
時間：20：00〜21：00
場所：新響館 2F（白山市福留町 587-1）
受講料：500 円／ 1 回
対象：初・中・上／どなたでも
定員：30 名

ASANO BEAT
アカデミー

講師：炎太鼓
教室日程：4/6〜
時間：19：00〜20：30
場所：浅野 -EX（白山市水島町 1038-1）
受講料：7,000 円／月
対象：中・上／高校生〜40 歳
定員：15 名

講師：地下朱美（炎太鼓）
教室日程：4/4〜（毎週月曜日）
時間：13：30〜15：00
場所：新響館２F（白山市福留町 587-1）
受講料：1,500 円／回
　　　【チケット制（資料館にて販売）】
対象：初・中・上／ 60 歳以上〜
定員：20 名

講師：木下千恵子（炎太鼓）
教室日程：4/14〜
時間：19：15〜20：45
場所：浅野 -EX（白山市水島町 1038-1）
受講料：30,000 円／年間
対象：10 歳〜60 歳（経験者〜中級者）
定員：25 名

講師：山田瑞恵（炎太鼓）
教室日程：4/7〜（毎週木曜日）
時間：13：00〜14：30
場所：新響館２F（白山市福留町 587-1）
受講料：3,000 円／月
対象：初・中・上／女性限定
定員：20 名

講師：地下朱美（炎太鼓）
教室日程：4/13〜（毎週水曜日）
時間：19：00〜20：30
場所：新響館２F（白山市福留町 587-1）
受講料：25,000 円／年間
          （親１人・子 1 人の場合）
対象：3 歳以上のお子様 + 親御様
定員：親子 5 組

Let’s
ENJOY和太鼓ライフ

〜体験教室〜
初心者でも参加できる！

続けられるか不安な方でも
時間のある時に参加すれば OK!

ASANO BEAT に 1 名のみ出演
できるオーディション講座。
炎太鼓と一緒に演奏したい方

お待ちしてます！

金 色  太 鼓
60 歳以上の方向けの教室。
炎太鼓地下朱美指導のもと、

元気に！パワフルに！
楽しめること間違いなし！

木下千恵子の大人気教室
基礎からしっかり学びたい方にも

お薦めの教室です

親子で一緒に太鼓を学べる
楽しい教室です。

礼儀もしっかり学ぼう！

アフタヌーン
ママさん教室

元気なママさん集まれ〜！！！！
日頃のストレスを発散して

アフタヌーンを一緒に
楽しみましょう〜

親子どんとこ教室
「コジラ」
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講師：山田瑞恵（炎太鼓）
教室日程：4/9〜（毎週土曜日）
時間：14：30〜16：00
場所：浅野 -EX（白山市水島町 1038-1）
受講料：3,000 円／月
対象：初・中・上／ 15〜35 歳
定員：15 名

講師：初級：山口昭代・嶋美津子
　　　中級：岡田千里・徳多康予
　　　上級：橋元真由美・香城麻美
教室日程：4 月 3、10、17、24 日
時間：初級：9：00〜10：00
　　　中級：10：00〜11：30
　　　上級：11：30〜13：00
場所：新響館２F（白山市福留町 587-1）
受講料：初級：3,000 円／月
　　　　中級：4,000 円／月
　　　　上級：5,000 円／月
対象：中学校 3 年生まで

講師：山田瑞恵（炎太鼓）
教室日程：土曜日
時間：16：00〜17：30
場所：浅野 -EX（白山市水島町 1038-1）
受講料：１〜5 人：　3,000 円／１人　　
　　　　６〜15 人：  2,700 円／ 1 人　
　　　　16〜　人：   2,500 円／１人
対象：どなたでも
定員：30 名

講師：木下千恵子（炎太鼓）
教室日程：4 月 24 日（日）
時間：14：00〜16：00
場所：浅野 -EX（白山市水島町 1038-1）
受講料：2,000 円
対象：経験者／中学生以上
定員：15 名

JIGEN メンバー募集

太鼓
スペシャルキッズ
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炎太鼓山田瑞恵のもと、
体力・技術・表現力を全て
兼ね備えた精鋭チームを

作り上げます

太鼓のスペシャリストを育成する
子供向けの太鼓教室です。
教室の見学も可能です。
お気軽にお越し下さい！

単発ワークショップは随時
ホームページに情報を掲載致します！

1 回きりのワークショップ。
基本からリズム打ちまで、

全身を使って大太鼓を
打ちましょう

YAMA’ s  
プライベートレッスン

こちらの講座は完全予約制となります。
予約可能の日程はホームページにて掲載致します。

HP: http://www.asano.jp   

団体割引もありますので
お気軽にお問い合わせください

随時参加可能

随時参加可能

まだまだいけるあなたの可能性！
1 プレーでも、チームプレーでも
プレースタイルのレベル UP ！

これからをもっと楽しむための講座

練習場地図
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新響館⇔浅野 -EX
約 1.5km

太鼓の里
浅野太鼓
連絡先：
076-
277-
2771

主催：財団法人浅野太鼓文化研究所

※教室は講師の都合によりお休みになる場合もあります。
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