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穴吹カレッジＮＯＷ！

やっぱり知りたい

会長

情報処理科卒　第４期生

大住 綾一

　2008年夏に開催されました同窓会総

会で、会長を仰せつかりました4期卒

業生の大住です。お越しいただけな

かった方も多いと思いますので、簡単

な自己紹介をさせていただきます。

卒業後、綜合警備保障㈱に就職し東京

勤務5年、広島綜合警備保障㈱に転籍

し広島勤務5年を経て、5年前に福山に

転勤となり戻ってまいりました。昨年

仕事で訪れた穴吹学園で活き活きとし

た学生さんや、先生方の姿を拝見し、

非常に元気をいただいたことを覚えて

おります。皆様のお役に立てることが

あればと思っていたところ、今回の会

長のお話を頂戴し、微力ではあります

がお力添えできればと思い、この大役

を引き受けることになった次第です。

　昨年夏に任命されてから、早いもの

で1年が経過しようとしています。そ

の間、前会長様、役員の皆様、校内委

員の方々にご指導いただきながら会の

発展と、会員の皆様の交流に努めてま

いりました。まだまだ、微力ではござ

いますが会の運営に尽力してまいりた

いと思います。

　毎年夏に皆様にご案内を差し上げて

おります、同窓会の案内はご覧いただ

いていますでしょうか。たくさんの同

窓生が各地でいろいろな職業について

おられます。同窓会は活躍されている

同窓生のみなさんの情報交換の場で

す。ぜひ、ご出席いただきクラスの旧

友、また学年を超えた穴吹生との交流

をはかっていただきたいと思います。

　簡単ではございますが、みなさんの

ご活躍とご健勝を祈念し、挨拶といた

します。

穴吹情報デザイン専門学校
穴吹医療福祉専門学校
穴吹動物専門学校
穴吹ビューティ専門学校
穴吹調理製菓専門学校

田島 建彦校長

　城見会会員の皆様には、ますますご

健勝にてお過ごしのことと拝察いたし

ます。平素より、母校への強い思いを

もとに、暖かい声援をお送りいただい

ていますことに、心よりお礼を申しあ

げます。

　穴吹学園は、平成元年、福山市に開

校以来、２１年目を迎えました。この

間、数多くの卒業生を輩出し、皆さん

の各方面でのご活躍により、本学園へ

の高い評価と信頼はゆるぎないものと

なっています。誠にありがとうござい

ます。

　開校２０年という節目の年にあたる

昨年、学校体制を一新いたしました。

校名を「穴吹情報デザイン専門学校」・

「穴吹医療福祉専門学校」と変更し、

「穴吹動物専門学校」を新たに開校し、

「穴吹ビューティ専門学校」と新築

なった「穴吹調理製菓専門学校」の5

校で、今まで以上に地域社会から信頼

される、総合的な専門教育を提供する

学校としての使命を果たしていくよ

う、教職員の総力を結集して努力して

いるところです。

在校生諸君も、より高いレベルを追求

し、日々懸命に頑張っております。先

輩に追いつき追い越せという機運が、

ますます高まっています。

　このたび、長年にわたって「穴吹

ビューティ専門学校」・「穴吹調理製菓

専門学校」校長としてご指導いただい

た、門田周一郎先生が退職されまし

た。後任として、私が福山５校を兼務

することとなりました。今後とも、よ

ろしくお願いいたします。

卒業生の皆様には、健康にご留意のう

え、さらなるご活躍をされるととも

に、引き続き穴吹学園へのご指導・ご

鞭撻をいただくことをお願いし、ご挨

拶といたします。
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卒業生の皆様へごあいさつ

ペット デザイン

２０１０ 学校・学科一覧

Greetings
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第１２回 総会＆懇親会 報告
懇親会の風景を集めました

毎年８月に開催されている、総会と懇親会。

昨年は８月９日（土）に福山ニューキャッスルホテル

で開催されました。毎年多くの方々に参加していただ

いている総会・懇親会ですが、今回も本当に多くの卒

業生の方々に参加していただき、懇親会会場は大賑わ

いでした。また、多くの先生方にも参加していただ

き、先生を囲んだテーブルでは昔話で盛り上がってい

た様子です。そしてもう一つの魅力…それはこの会

が、異業種交流会の性格も持っていることです。卒業

年度が違う人同士の名刺交換の場も何度か見かけまし

た。実は自分が勤めている会社の取引先の方だった

り、お得意様だったり…新たな人とのつながりが生ま

れるのも、総会・懇親会の魅力ですね。さぁ、あなた

も次回の総会・懇親会に行ってみましょう！

Snapshot
Library
Snapshot
Library

次回開催のご案内

生まれる、人と人との新しい

一期一会

つながり

正しい参加の仕方です♪

当時のクラスメイトを誘って懇親会に出席すれ

ば、楽しいこと間違いなし！ですね。

ＣＧコース卒業生のみなさんです。

毎年参加で、今回も出席していただきました。

年に一度の恒例行事になってるようですね！

こちらのテーブルでは、何やら盛り上がってましたね。昔の話に花が咲いてるようですね！右側のお二人は、穴吹の先生です。

懇親会が始まる前のまだ無事な状態の料理群。

これが本当に全部無くなるの？と不思議に思う

ほど料理が準備されてます。…無くなりました。

こっちのテーブルは卒業生が先生二人に挟まれ

て、熱く語り合っていますね！「あのときは○○

だったよな」なんて言葉が聞こえてきます。

飲めや騒げやの、大賑わい♪楽しい話を酒の肴に、酔いも回ってきます。当然、飲酒運転は厳禁です！帰る手段がある方だけお酒を楽しんで。

そろそろ、懇親会も終わりに近付いてきました。

どのテーブルも、カメラを向けると良い表情をし

てくれます。「また来年もな！」と約束。

懇親会が終わっても、まだまだ話し足りない様子

です。次にいつ会えるか分からない友人と、最後

の最後まで笑いを共にしました。

昔のクラスメイトを誘い合って参加すれば、本当に楽しく充実した時間が過ごせます。是非、次回も参加してくださいね！

この出会いを大切に。

♪♪

多くの方の参加をお待ちして
おります。
友達を誘って来て下さいネ！

８月８日（土）１８時～
福山ニューキャッスルホテル 

次回はビンゴゲームやります！！
商品ＧＥＴ♪
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資格の威力資格の威力
福田先生が本を出版されました！福田先生が本を出版されました！

福田先生に直撃インタビュー！！

「資格を取りたい！でも忙し
くて勉強する時間がない…」

そんな悩みを持つ卒業生の皆さんに

読んで欲しい本です。

仕事をしながら勉強して資格を取り

たい、そういう自己啓発意欲の高い人

の力になってくれる本です。

是非手にとってみて下さい！

私たちが卒業した穴吹学園（穴吹情

報デザイン専門学校・穴吹医療福祉

専門学校・穴吹動物専門学校）の副

校長である福田先生が、昨年１０月

に本を出版されました！

仕事をしながら、社会保険労務士や

中小企業診断士、行政書士、宅建な

どの資格をストレートで合格してき

た勉強法を公開されています。

世の中に勉強本と呼ばれる類はたく

さんありますが、たとえば、東大卒

の弁護士とか、学歴からして凄い。

あんまり凄すぎるとそれだけで多く

のビジネスマンは自分にはちょっと

無理じゃないのかなぁと敬遠してし

まいます。 

その点、ボクの場合はそれがない

し、ごく普通の社会人が仕事と勉強

を両立させる、そして勉強を具体的

なカタチに変える、その方法をお伝

えできていると思います。

資格取得=独立開業とか年収アップと

か、すぐにリターンを求める傾向が

強いなか、まずは合格を手にするこ

とで、自信を身につけるというメン

タル面の効果についても記述してい

ます。

まずは合格することがどんなにうれ

しく、人を前向きにさせるか知って

もらいたいと思っています。

プロフィール

名前　福田 稔（ふくだ みのる） 

1958年岡山県生まれ。 

大学卒業後、ジャスコ株式会社に入社。

情報システムやマーケティングなどの業

務を経験。

同社を退社後、岡山県・広島県で大手の資

格スクールの講師を務め、現在は学校法人

穴吹学園で理事・副校長を務めるかたわ

ら、穴吹教育総合研究所で教材開発や企業

研修講師も手がけている。 

中小企業診断士、社会保険労務士、行政書

士、宅地建物取引主任者、ファイナンシャ

ルプランナーなどの試験にいずれもスト

レートで合格。 

中小企業診断士講座や、資格取得のための

勉強法セミナー、再就職のための支援講座

などに携わる傍ら、ブログ「行列ができる

進学相談所」で、進学や就職、勉強に関す

るアドバイスを発信しながら、若者の社会

人基礎力向上なども支援している。

ユニークで実践的な内容になっ
ていますが、先生から本の特徴
を教えていただけますか？

資格取得を目指している私たち
卒業生に向けて、メッセージを
お願いします！

ボクがいっぱい資格を取ることができ

たのは実は、みんなのおかげなのです。

みんなは学生時代、目標は○○検定に

合格することだと担任に言われてい

たでしょ。ボクもそう言っていまし

た。でも言っている自分もやんな

きゃあと思って勉強したんです。

まさか社会人になったからも勉強す

るとは思ってもみなかったけど（汗）

みんなも合格したときは滅茶苦茶う

れしかったはず。

そして「よし、次は○○を目指そう」

とまた頑張ったでしょう。あの感覚、

覚えてる？

資格には、自分のやる気を高めてくれ

る作用があるんです。

学校を卒業したら勉強は終わりじゃ

ない。社会に出てからが本当の勉強

の始り。

みんな、もう一度、あの頃の気持ちに

戻って頑張らないか。

いつも目標達成している人の

明日香出版社

勉強術

勉強法
難関資格が

働き
ながら

ラクラク
取れる

７月中に２冊目
となる本が出版
されます！！
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検定が近かったようで、授業には力が入ってました。学生たちも真剣！

学生たちにとっては、厳しく優しい先生。自然と笑顔がこぼれます。

クラスの学生全員と一緒。教室は笑顔でいっぱいです。

Photo

2

3

■飯島先生の近況を教えてください。

　穴吹に勤めて十数年…。まだカワイイ学生に囲まれ

て穴吹で医療事務を教えています。前期は２年生の検

定対策、後期は１年生の検定対策に追われ、あっとい

う間に１２月!!( ; ﾛ)ﾟ ﾟ 歳を取るのが早いはずだわ(--;)

でも、学校では学生に囲まれて毎日楽しく過ごしています。

卒業生も学校に会いに来てくれたりご飯を食べに行っ

たりしていますが、これが私の原動力かも♪(*＾-‘*)>

卒業生が成長している姿を見ると、やっぱり嬉しいも

んです(*^^*)

　休日は、美味しいものを食べに行ったり買い物に

行ったりしてストレス発散!!でも、やっぱりディズニー

リゾートで現実逃避が必要かな～。プライベートでは

最低でも２年に１度は行っています。ＴＤＬ２５周年

だった去年は、合計３回行きました!! (^Q^)/

　そんなこんなで、けっこう楽しい毎日を送っていま

す。みんなが知っている頃よりも歳はとったけど（学

生の親の歳が私よりも若かったりする…）、いつまで

も気持ちは２０歳ってとこかな(#^.^#)　いつまでたっ

ても若々しく、楽しく歳をとっていきたいなぁって思

ながら、頑張ってま～す p(^^)q

■卒業生に向けてメッセージを！

　毎年毎年卒業生を送り出しているおかげで、どうや

ら福山校で卒業生を一番たくさん出しているのは私ら

しい (^_^)v

　いつまでたっても卒業式には「まぁた私を一人置い

てけぼりにするのね(ﾉ△･｡)」と淋しい気持ちでいっぱ

いになるけど、「こんなＳ度の高い私によく２年間も

ついてきてくれたなぁ。いろいろ教えてもらったな

ぁ」っていう感謝の気持ちと、みんなの成長ぶりを見

て「来年度も頑張ろう!!」という気になります。クラス

の学生とは、ぶつかったこともあるし、厳しいことば

かりで、あまり誉めて育てるなんてことはできなかっ

たけど、就職して頑張っている姿を見ると、めっちゃ

嬉しい気持ちになりますo(*^▽^*)o~♪

　学生に求人をくださる医療機関って、卒業生が就職

しているところが約半数くらいかな。それだけみんな

が社会に認めてもらえてるってことです。就活で訪問

した時なんかは、「学生さんに頑張ってねって伝えと

いてね」ってメールをくれたり、電話をくれたりする

のも嬉しいよ♪　学生も先輩たちが頑張っている姿を

見て、将来像にしてるみたいだし、卒業生のみなさん

には感謝・感謝・感謝m(_ _)m

　また、気軽に学校に立ち寄ってもらえると嬉しいで

す。知ってる先生に会いに来てみてくださいね(^_-)

「懐かしの先生を追跡！」シリーズ、これが４回目！
今まで、津守先生・村上先生・福島先生に登場してい
ただきました。　そして今回は飯島里枝先生にバトン
が渡されて登場していただきます！
先生を訪ねてくる卒業生の数も、卒業生の結婚式に
出席した数も穴吹学園でＮｏ１の先生です。
今でも明るく元気で、私たちの知ってる飯島先生のま
までした♪　それではインタビューしてみましょう！
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飯島里枝先生
のその後飯島里枝先生
のその後

数字で見る飯島先生

飯島先生はディズニーリゾートに
３０回くらい行ってます。

くらい

卒業生が学校に会いに来てくれる

これが私の原動力
(*^ -‘*)>
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谷口綾子さん(２５)

平成17年 ペットビジネスコース卒業 

平成17年 穴吹学園入社

現在の仕事内容

●動物看護衛生学科 ２年 担任
●動物健康管理学科 ２年 担任

●動物栄養学
●動物飼養管理学
●動物看護実習

平成２０年 ペットビジネスコース卒業

平成２０年 穴吹学園入社

穴吹歴　　年

屋敷さやかさん(２３)

現在の仕事内容

谷口さん 屋敷さん

谷口　綾子さん第１５期生

屋敷さやかさん第１８期生

今回の紹介は

　穴吹学園卒業生の谷口さんと屋敷さん。お二人

は、私たちの母校「穴吹学園」で活躍されていま

す。そんなお二人に、現在の状況をいくつか質問し

てみました。

■どうして穴吹学園で働こうと思ったのですか？

　　「動物に関わる仕事に就きたくて、今の穴吹動物専門学校へ入学
し、トリマーを目指していました。就職活動が始まり、ドッグサロンへ研修
へ行き、アルバイトするなかで楽しさは勿論ありましたが何か物足りなさ
を感じていました。そんな時、担任の先生から穴吹学園への就職を勧
められました。動物の企業から一般企業への就職進路の変更を少し悩
みましたが、両親に相談したところ、二人とも大変喜んでくれましたし、
動物とも関わり続けられるということに自分でも納得して穴吹学園の道
を決めました。」

　　「きっかけは担任の先生からの『学校に就職してみないか？』という
お誘いの言葉でした。 学生時代、将来は動物看護師として地元の山
口での就職を考えていたので、突然の話に正直かなり悩みました…　そ
れまで先生になるなんて考えたことも無かったし、私にできるのだろう
か、という不安もかなりありました。 でも先生という仕事に興味があった
ことと、何より穴吹という学校が大好きだったので、学校への就職を決
めました。」

■母校で働いてみてどうですか？

　　「最初は学生との年齢が近かったことと、自分自身学生気分が抜け
きれず、甘えや難しさを感じることもありましたが、毎年入学してくる個性
豊かな学生たちと関わることや、学生たちの技術や精神面が成長して
いくことを見て感じることに今では楽しさや喜びを感じるようになりまし
た。」

　　「まず働いて最初に感じたことは、『先生ってこんなに大変だったん
だ…』ですね。　学生の頃は、授業をしている先生の印象が一番強かっ
たのですが、いざ自分が先生という立場に立ってみると、授業以外にこ
んなにいろんな仕事をこなしていたんだと驚きました。　でもそんな忙し
い仕事の中で、一番楽しいのは学生と一緒に過ごす時間です。　中に
は私よりも年上の学生もいますが、学生達といろんな話をして、時には
学生に怒られたり、本当に学生にはいろんなことを教えてもらってます。
授業では教える立場ですが、一歩授業を離れると、年が近いせいもあり
ますが一緒にたわいのない話ができることが何よりも楽しいです。」

■これからの目標はありますか？

　　「学生たちに知識や技術を教えていくために、自分自身が勉強し
て、知識や技術を増やす機会が大変多くなりました。今後も積極的に
セミナーなどに参加し、知識・技術を増やし、学生たちへ伝えていきた
いと思っています。　目標は、『知識や技術のレベルが高い学生たちを
育てる』ということです。 だから終わりはありませんね（笑）」

　　「今はまだまだ学生にとって『先生』と呼ぶには頼りない存在だと思い
ます。だからこれから少しでも学生の力になれる、頼もしい存在になれ
るよう努力していきたいと思います。
また、私が関るのは動物看護師という動物の命を預かる職業を目指す
学生達なので、動物の命の大切さを伝えられるよう、また、学生たちの
『動物が好き』という気持ちを大切にしながら、技術や知識をしっかり身
につけてもらえるように指導していきたいと思います。」

■卒業生にひとことお願いします。

　　「社会で頑張っているみんな元気にしていますか？　社会に出ると、
学生時代経験できなかったたくさんの喜怒哀楽があると思います。辛く
悲しいこともたくさんあると思いますが、だからこそ感じることができる嬉
しさや楽しさがあると思います。私もまだまだ社会人として半人前です
が、これから起こる全てのことが自分を成長させるカギになるのだと前
向きに受け止めて頑張っていきたいと思っています。　だから、みんなも
前向きに頑張って行きましょう！　少しのんびりしたくなったら、遊びに来
てください。穴吹学園はとっても温かい場所ですよ！！」

　　「卒業生の皆さん、そして私と同級生の皆さん、元気にしているで
しょうか・・・？　まだ私が先生として送り出した卒業生は、今年卒業した
学生だけですが、みんな忙しい中、学校に顔を出して、近況を話しに来
てくれてありがとう。　今度はぜひ、城見会の懇親会の席でいろんな話
を聞かせてください！」

目標に、終わりはありません

動物の命の大切さを伝えたい谷口先生ってどんな先生？Q
谷口先生ってどんな先生かって？　沢山あって答えきれなーい！

えーっと、小顔でしょ？かわいいでしょ？…それに、それに…

シャキシャキしてる！シャキーンて感じ♪（笑）

色白だし、すっぴん美人。ワールドビューティって感じもするよね。

紫女！…でもとちらかというと青。

何それ～（笑）

悩みをいっぱい聞いてくれるし、いっつも優しいよね。

谷口先生、大好きです♪

Ａさん：

Ｂさん：

Ａさん：

Ｂさん：

Ａさん：

Ｂさん：

みんな：

屋敷先生ってどんな先生？Q
屋敷先生は、先生と言うより、お姉さん的な存在かな。

そぅそぅ、すっごく親しみやすいよね～。何でも相談できる。

何でもない事も、よく聞いてくれるよ。

それと、家族自慢が多い！（笑）

弟が大好きなんだよね～！で、よく弟の自慢話してる。（笑）

全員に平等に接してくれるし、とっても生徒想いの先生！

気遣いもしてくれて、ホント尊敬できます。

これからも優しいお姉ちゃんでいて下さい！

Ｃさん：

Ｄさん：

Ｅさん：

Ｄさん：

Ｃさん：

Ｅさん：

Ｃさん：

みんな：

卒業生紹介



自　平成２０年４月　１日
至　平成２１年３月３１日

（単位：円）

科　目 金　　額 明　　　　細

雑 収 入

同 窓 会 会 費

会 費

合 計

2,720,000

77,000

2,262,000

5,059,000

平成20年度　@\10,000 × 272名

懇親会会費　@\1,000 × 77名

17名分

（単位：円）

科　目 金　　額 明　　　　細

奨 学 金

総 会 費

会 報 費

会 議 費

補 助 金

通 信 費

振 込 手 数 料

広 告 掲 載 費

雑 費

合 計

400,000

721,925

360,000

17,850

25,475

270,000

860,300

2,362

50,000

106,000

9,419

2,823,331

平成20年度　@\400,000 × 1名

懇親会飲食代（福山ニューキャッスルホテル）

会報制作、印刷代

城見会サーバー更新料（１年間）

打ち合わせ費用

バレー部 全国大会出場費用補助

総会案内状送付代

広島銀行・中国銀行　奨学金・総会費用振込手数料

穴吹学園学園祭　広告掲載料

総会案内資料作成発送準備　アルバイト代

タックシール

28,025,928 5,059,000 2,823,331 30,261,597

収入の部前期繰越 支出の部 次期繰越

30,261,597 4,850,000 5,601,000 29,510,597

収入の部前期繰越 支出の部 次期繰越（予定）

収入の部

支出の部

自　平成２１年４月　１日
至　平成２２年３月３１日

（単位：円）

科　目 金　　額 明　　　　細

同 窓 会 会 費

会 費

奨 学 金 返 還

合 計

2,750,000

100,000

2,000,000

4,850,000

平成21年度　福山５校　 @\10,000 × 275名

懇親会会費　@\1,000 × 100名

（単位：円）

科　目 金　　額 明　　　　細

奨 学 金

総 会 費

会 議 費

会 報 作 成 費

補 助 金

通 信 費

広 告 掲 載 費

ホームページ運営費

雑 費

合 計

1,800,000

750,000

100,000

1,000,000

1,260,000

441,000

100,000

100,000

50,000

5,601,000

平成21年度　@\600,000 × 3名

懇親会飲食代　@\5,000 × 150名

役員会運営費用　城見会会議費

クラブ活動寄付金

会報作成費・送料　@\200 × 6,300名

切手代　@\70 × 6,300名

イベント 広告掲載料

収入の部

支出の部

第１６期 収支決算書 第１７期 会計予算書（案）
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ANABUKI
NEWS!

ゲームクリエーター学科
マンガ・アニメーション学科
ＣＧデザイン学科
グラフィックデザイン学科
情報システム学科
ＩＴライセンス学科
ＩＴビジネス学科

３年制

３年制

２年制

２年制

２年制

２年制

２年制

美容学科
トータルビューティ学科国際エステティシャン学科ブライダルコーディネーター学科

２年制

２年制

２年制

２年制
高度調理学科
調理学科
パティシエ・ベーカリー学科製菓学科

１年制

２年制

２年制

１年制

こども・社会福祉学科福祉医療事務学科ビジネスキャリア学科税理士学科
公務員ビジネス学科公務員学科

３年制

２年制

２年制

２年制

２年制

１年制

動物看護総合学科

動物健康管理学科
   動物看護師専攻
   トリマー専攻
   ペットビジネス専攻

３年制

２年制

やっぱり知りたい
自分が卒業した穴吹だから。
やっぱり知りたい
自分が卒業した穴吹だから。

卒業して随分長い時が過ぎた卒業生、卒業してまだ２、３年の卒業生も

私たちの母校「穴吹学園」が、今はどうなっているか気になりませんか？

あの時通った学校は、今でも時代の流れに乗って、年々進化しています。

ANABUKI 2010
学校・学科一覧

今年から始まります

デザイン系の学生たちが、福山の街中を舞台に、様々なアート活動を実行します。

まだ企画段階で、色々な可能性を試行錯誤中ですが、福山市民の皆さんを巻き込むアート活動

に乞うご期待！楽しいイベントになること間違いなし。卒業生の皆さん盛り上げにご協力を♪

※ヴォーグとは、流行の発火点となるような新奇性の強い流行のこと。このイベントで、アートの世界を広く発信したい気持ちが込められています。

わんちゃんを飼っている卒業生に 「おトクな」 ニュース

デザイン系学科・コースの卒業生に 「興味深い」 ニュース

ヴォーグ
アートフェスタ

１０月１６日　 ～１８日 商店街「久松通り・本通り」開催予定日・場所 金 日

穴吹学園の卒業生で、ワンちゃんを飼っている皆さんにおトクな情報です。

穴吹動物専門学校のトリミング実習モデル犬として、あなたの可愛いワンちゃんを登録し

ませんか？ 卒業生ならば、スペシャル価格でワンちゃんをキレイにしてもらえますよ！

◎お申込み・お問い合わせは、お気軽にご連絡ください。

詳細についてご説明いたします。 電話受付：月～金10:00-18:00　担当：伊賀

年会費無料

◎サービス内容・料金体系

グルーミング
犬種（例）

大型

超大型

●アイリッシュセター
●ゴールデンレトリーバー
●コリー
●ラブラドールレトリーバー
●シェパード

●秋田犬
●アフガンハウンド
●グレートピレニーズ
●ニューファンドランド

●コーギー
●シェットランドシープドッグ
●柴犬
●フレンチブルドッグ
●ボーダーコリー

ほか ほか

ほか

ほか

●キャバリアキングチャールズスパニエル
●チワワ
●パグ
●パピヨン
●ミニチュアダックスフンド

ほか

●エアデールテリア
●スタンダードプードル

●ジャイアントシュナウザー

●アメリカンコッカースパニエル
●ワイアーフォックステリア
●ベドリントンテリア

ほか

ほか

●ウエストハイランドホワイトテリア
●シーズー
●トイプードル
●マルチーズ
●ヨークシャーテリア

ほか

中型

小型

サービス内容

７，０００円～

グルーミング １０，０００円～

トリミング
（グルーミング含む）

グルーミング

トリミング
（グルーミング含む）

グルーミング

トリミング
（グルーミング含む）

グルーミング

トリミング
（グルーミング含む）

１５，０００円～

１２，０００円～ ２，５００円

３，０００円～

６，０００円～

１，０００円

２，０００円

２，０００円～

４，０００円～

７５０円

１，５００円

一般的な価格
（参考）

グルーミング・トリミング
犬種（例）

卒業生

特別価格

１，２５０円

３，０００円

１，５００円なんと！

なんと！

なんと！

なんと！

なんと！

なんと！

なんと！

なんと！
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総会・懇親会のお知らせ

穴吹学園ホームページのご案内

先生ブログ ３６５日 開いてます！

http://www.anabuki-net.ne.jp/

私たちがお世話になった先生が、ブログを運営してますよ。覗いたことありますか？
学校のことや、学生たちのこと、プライベートな事まで色々です♪
卒業生の私たちがコメントを残してあげると喜んでくれるので、早速書き込みましょう！

先生たちも多数参加されますので、
皆さんも同級生を誘って、是非参加してください。

最新の穴吹学園の情報が知りたかったらココ！！

学生たちの作品や、ニューストピックスなど、様々

な情報が満載です。昔と何が変わってる？

８月８日（土） １８：００スタート

福山ニューキャッスルホテル　
是非来て下さい！！是非来て下さい！！

天野先生

村上先生

奥田先生
小川先生

鶏内先生

山本先生

福田先生

前原先生

桑田先生
中島先生

http://jiten.exblog.jp

http://cmyself.exblog.jp

http://moviefreak.exblog.jp

http://makidesign.exblog.jp

http://sayatama.exblog.jp

http://sennmon.exblog.jp

http://arecore.exblog.jp

http://kodomoda.exblog.jp

飯島先生

大黒先生

大賀先生

動物の先生

松井先生

瀧迫先生

宮谷先生

若島先生

http://iryoujimu.exblog.jp

http://zeinopuro.exblog.jp

http://koumuinda.exblog.jp

http://dogschool.exblog.jp

http://akgmh11.exblog.jp

http://biyouka.exblog.jp

http://mytnmh33.exblog.jp

http://gagatturi.exblog.jp

check it now !
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今すぐアクセス！！
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