
定員：7名
定員：8名 定員：8組 定員：8組

6/18、7/2(月) 1,000円 6/30、7/7(土)

月3～ 4回(月)

月額4,500円～ (税別)

カワイ体育教室

心とからだのハーモニー。楽しい運動遊びの
レッスン！いろいろな種類の運動を偏りなく、マ
ット･とび箱･鉄棒･
ボール･なわなどを
使い、多種多様な運
動を体験します。

カワイ体育教室専属専任講師 学研科学実験教室専任講師

6/26、7/10(火) 1,000円

リトピュアリトミック

ママもベビーも笑顔になるノンストップのレッ
スンです！音感、リズム感、感性を楽しくしっか
り育てていきます。お
子さんの反応や「でき
た！」を一緒に見つけ
ていきましょう♪

学校では体験できない身近な「なぜ？」「こ
れって不思議」という科学を丸ごと体験で
きる楽しい講座です。

日野綾香 リトピュアリトミック認定講師

随時体験募集中 6/19、6/26(火) 1,000円

JEUGIA書道教室

硬筆・毛筆から大
人はボールペンや
筆ペンまで、様々
なご要望に対応い
たします。希望者
は段の取得も可
能です。お気軽に
ご相談ください！

西荒井宏林　吉田百花
岡田象道　　岡田圭玉
小田大拙

萩ゆうこバレエスタジオ
プレスクール
上月佑馬・高梨美月
萩ゆう子バレエスタジオ専任講師

親しみやすいレッスン内容で、幼稚園児はもち
ろん小学生になってからバレエを始めたいお
子様にも楽しくレッス
ンしていただけます。
姿勢が良くなり柔軟
性、感性も育ちます。

6/20、7/4(水) ①1,000円
②1,500円 6/21、6/28(木) 1,000円

ピースクラブ
ダンススタジオ

本格派ダンススタジ
オ「ピースクラブ」のレ
ッスン！基礎から丁寧
に指導しますので、ダ
ンスが初めてでも安
心です。仲間と一緒に
かっこよく踊ろう！

Shione ピースクラブインストラクター

そろばん教室
内田昌子 公益社団法人

全国珠算教育連盟正会員

月4回(木)
   16：00～ 17：00、17:00 ～ 18:00
月額4,200円(税別)

新クラスが増設しました！そろばんでパチ
パチ楽しく計算しましょう。暗算の力を
つけて検定
試験に挑戦
しよう！

第一印象・好感度アップ！
～話し方チェック講座～

人前で話すことが苦手な方必見！事前課
題をもとに講師から話し方についてアド
バイスを受けます。
呼吸法・滑舌等、声の出
し方の基礎レッスンも
充実！！声のアンチエイジ
ング効果も得られます。

池内詠子 フリーアナウンサー
朗読検定協会認定インストラクター 

自分で着れる！
浴衣着付セミナー
森本真由美 着付けコンサルタント高等師範

今年こそ浴衣の着付
けをマスターしまし
ょう！美しく着こなす
コツや手直しのポイ
ントもお教えします。
夏祭りの準備もこれ
でバッチリです！

夏休み宿題応援企画！
わたしは未来のインテリアデザイナー

長い夏休み、親子で家作り楽しみません
か。床の色を選んだり、 壁の柄を選んだ
り、 粘 土 や
折り紙で家
具を作った
り、 間取りに
配置して夢
のおうちを
作ります。

カワバタキョウコ インテリアアテンダント協会講師

ママと一緒に夏休み
お片付け大作戦！
宝生多美 片付け収納マイスター認定講師

楽しいワークや実践を通して、親子で片
づけの基本を学びます。集中できる環境
作りで成績アップも！夏休みの自由研究と
して「お片づけ」
や「掃除」にチャレ
ンジしませんか！

リンパ＆ヘッドスパ
認定講座

ヘッドリンパ理論と
頭皮、頭筋について
学び、セルフケアと
対人ケアの実技を
習得します。認定付
きで、すぐに開業に
役立ちます。

森井典子 ＮＰＯ法人日本予防医学代替医療学院学院長

整理収納アドバイザー
2級認定講座　
大塚裕美 ハウスキーピング協会、整理収納アドバイザー認定講師

ご家庭や職場で整理収納のノウハウを
活かしたい！主婦としての家事経験を活
かして仕事をしたい！
お仕事のプラスαのス
キルとして身に付けた
い！すべての人に役立つ
大人気の資格講座です。

インテリアセルフアテンド
2級認定講座

住まい選びのために必要な間取り図（平
面図）の見方や、家具選びに必要な家具
配置の考え方を学びます。プロと二人三
脚で一緒に
家づくりをす
る方法が学べ
る講座です。

カワバタキョウコ インテリアアテンダント協会講師

片付け収納マイスター
2級認定講座
宝生多美 片付け収納マイスター認定講師

TVでも多数取り上げ
られ、今大注目の資格
です！3時間の講義で
資格が取得でき、ご家
庭やお仕事にすぐに活
かすことができます。
とっても明るい素敵な
講師がお迎えします！

パワーストーンのプロになりませんか！
パワーストーン検定

【3級】基礎知識から実際の身につけ方、付き
合い方を学びます。無料鑑定付き！【2級】パ
ワーストーン同士の相性や分類、浄化やパ
ワーチャージについて
学びます。協会から仕入
れが可能になります。

パワーストーンマスターインストラクター

ハーバリウム講師
育成講座
松村茂美 日本ハーバリウム協会認定講師

3時間の受講でディプロマが取得でき、即
販売や講師活動にお役立ていただけま
す。3種類の課題
を学び、ハーバリ
ウムをマスター
しましょう！

カラータイプアドバイザー
認定講座(初級レベル)

カラー心理学「1日4時
間で認定がうけられ
る！」4時間の講座で、カ
ラータイプ診断システ
ムの内容を簡単にアド
バイスができるレベル
までご指導いたします。

小島由起子 一般社団法人 カラータイプ協会認定講師

生前整理アドバイザー
2級認定講座
宝生多美 生前整理アドバイザー認定講師

メディアでも話題の“終
活”。これからも明るく前
向きに生きるために、
物・心・情報の整理をし、
仕事や暮らしにも役立
つ幅広い知識も習得で
きる講座です。経験豊富
な講師が優しく寄り添い
ながら進めていきます。

6/27、7/11(水) 1,500円 6/22、7/6(金) 1,000円

第2･4(水)10:30 ～ 11:30
月額3,100円(税別) レンタル料300円

気軽に有酸素運動
バランスボールエクササイズ

音楽に合わせて、
バランスボールで
楽しく弾んでみま
せんか。一緒に健や
かな身体をつくり
ましょう。

Lisa (一社)体力メンテナンス協会認定講師

バレエストレッチ
竹山久美子 ダンス・ルミエール公認

月4回(金)
13:30 ～ 15:15
月額5,200円(税別)

腹式呼吸と骨のアライメントと丹田の腹筋を
意識し、さらにバレエで使う股関節周りを緩
めてゆっくりリラックス
してバレエストレッチを
行います。後半に簡単な
バレエレッスンも♪

7/13、8/10(金) 500円 500円
1,500円 6/27、7/11(水) 1,500円

第2(金）10:00 ～ 12:00
月額2,600円(税別)

ソープカービング

香りとデザインを
楽しみながら、ナ
イフ一本で出来る
アートです｡プレ
ゼントやお部屋の
インテリアにいか
がですか?

大崎由子 Atelier由　主宰
日本タイカービング協会会員

絵手紙
村上里美 日本絵手紙協会公認講師

「ヘタでいい、ヘタが
いい」をモットーに誰
でも素敵な絵が描け
ます。大切な人にあな
たの心を届けましょ
う。気軽に通える月1コ
ースもあります。

6/21(木)、6/23(土)
2,000円程度1,500円 7/1(日)

第2・4(土)
10:30 ～ 12:30
月額4,100円(税別)

第3(木)
10:30 ～ 12:30
月額2,100円(税別)

第2もしくは第4(水)
13:00 ～ 15:00
月額2,100円(税別)

第2･4(水)
13:00 ～ 15:00
月額4,100円(税別)

FLORALE OBJEKTE
フラワーアレンジメント

花材は生花、プリザーブ
ド、シルク、ドライなど多
彩。バラエティー豊かな
花空間でデザインやテ
クニックのポイントを学
びます。

糸井典子 フラワーデザイナー (ドイツディプロマ)
ブライダルコーディネーター

～日常に豊かな時間を～
エンジョイウイスキー
北畑晃輝 ウイスキー文化研究所認定

ウイスキーセミナー講師　

第1（日）16：30～ 18：00
月額2,500円(税別)

お酒の美味しい季節にぴったりな
大人の習い事！プロのバーテンダー
でもある講師がより楽しいウイス
キーの世界へご案内致します。テイ
スティングはもちろん、豆知識など
の雑学や身近にあるおつまみと合
わせる楽しみ方などを学びます。

6/25、7/9(月)1,620円（税込）
1,500円 1,500円

第2・4(月)10：00～ 12：00
月額4,000円(税別)

気軽に学べる
手話講座

手話をどこで学べばいい
の？とお悩みの方に！簡単
な日常会話をわかりやすく
楽しく学べる教室です。多
様なコミュニケーションが
求められる時代、会話の引
き出しを増やしませんか！

青山好一 一般社団法人日本ビジネス
手話協会理事・手話通訳士

ルルベちゃんTMフリーレッスン
石田優子 ネイルサロン　プルミエ主宰 / ルルベちゃん™認定講師

大人女子のドールクラフト♪
針や糸を使用しないの
で、裁縫が苦手な方に
もオススメです。この
夏はオリジナルのルル
ベちゃんと一緒にお出
かけしませんか！SNS
映え間違いなし！

おひるねアート撮影会

厚地なお 日本おひるねアート協会認定講師

赤ちゃんの寝顔も笑顔もかわいく残しましょう♪

～癒しのインテリア～
ハーバリウムフリーレッスン
松村茂美 日本ハーバリウム協会認定講師

水中できらめくプリザーブドやド
ライフラワー、フルーツに心癒さ
れる人気のインテリアです。
お好きなボ
トル2本を選
んで自由に
お作りいた
だけます。

1日で取れる！！　すぐに活かせる人気の資格取得講座

8/10（金）10：30～12：30
1,500円(税別) 4,320円（税込）

【1ヶ月～2歳くらいまで】

【2級】
8/26(日)
13：00～14：30

5,000円(税別) 

【3級】
6/24(日)
13：00～14：30
7/29(日)
10：30～12：00

2,000円(税別) 

1,000円(税別) 2,160円（税込）
8/1(水)11：30～12：30/12：30～13：30
2,300円（税別）※兄弟・姉妹で写る場合は追加1,000円（税別） 

6/29（金）10：30～12：30
7/31（火）13：30～15：30

★20歳以上対象
★お車、自転車での来場はお断りさせていただきます

5,400円(税込、修了証込)

6/30（土）、8/29（水）13：30～16：30
10,000円(税別) 
5,400円 ディプロマ代 6,480円（税込）

7/29（日）、8/26（日）
13:00～17:00
20,000円(税別) 

6/30（土）、8/29（水）11：00～17：00
9,000円(税別) 
11,340円（税込、テキスト・認定料込）3,240円（税込）

6/17（日）、7/4（水）
10：30～16：30
10,000円(税別) 
13,000円(税込、認定料込) 5,820円(税込、テキスト・ライセンス発行料込み)

7/22（日）、8/12（日）
10:30～17:30(休憩あり)
16,000円(税別) 

7/22(日)13：00～16：00
6,000円(税別) 
8,640円(税込）認定料5,400円（税込）

7/31(火)13：00～16：00
9,000円(税別) 
9,720円(税込、テキスト・認定料込)

第1･3(土)10:30 ～ 12:00
第2･4(土)13:30 ～ 15:00
月額3,400円(税別)

【年長～小学生】

【年少～大人】
【小学1年生～】

【小1～小4(親子)】

【2ヶ月～3歳】

1,000円
1,296円(税込)

7月 浮き沈みおもしろ実験
8月 回転パワー大実験
9月 視覚のふしぎ実験

第2・4(火)
【リトルキッズ(1歳半～ 3歳)】10:30 ～ 11:10
【ベビークラス(2ヶ月～ 1歳半)】11:30 ～ 12:10
月額3,500円(税別)

月4回(火)
【エンジェルクラス(3歳～ )】17:30 ～ 18:15
【キャンディクラス(小学生）】18:20 ～ 19:10
月額6,200円(税別)

月4回(水)
①【KIDS HIP HOP(小学生)】17:30 ～ 18:30 月額5,500円(税別)
②【HIPHOP(小学5年～ )】19:00 ～ 20:30 月額6,000円(税別)

カリキュラムをご紹介♪

♪JEUGIA音楽講座♪♪JEUGIA音楽講座♪

・ボーカル

・バイオリン

・ウクレレ

・フルート

・琴・三味線

・二胡

・ボーカル

・バイオリン

・ウクレレ

・フルート

・琴・三味線

・二胡

・ピアノ

・ギター

・クラリネット

・オカリナ

・沖縄三線

・DTM・作曲

・ピアノ

・ギター

・クラリネット

・オカリナ

・沖縄三線

・DTM・作曲

7/28(土)
10：00～11：30
3,000円(税別) 
300円（税込）★話し方チェックシート付き！ 1,500円（税別）

7/22(日)10：30～12：30
1,500円(税別) 

8/1(水)10：30～12：30
1,500円(税別) 200円（税込）

7/31(火)10：30～12：00
2,500円(税別) 

随時体験レッスン受付中！随時体験レッスン受付中！
個人からグループまで幅広く取り揃えております。個人からグループまで幅広く取り揃えております。

「カキ氷屋さん」 「サマービーチ」

定員：12名 定員：各8組 定員：各12名

【幼児クラス】（年少・年中・年長）
【児童クラス】（小学1年～3年）
【児童クラス】（小学4年～6年）

15:30～16:30
16:30～17:30
17:30～18:30

おんがくランド
0～3歳の音楽情操・リトミック

音を聴き、感じ、感覚で理解するたのしい音楽レッスン。音楽の力で優れた感
覚や能力を育み、情操や知育、運動など人間形成の大切な土台を培います。

7ヵ月～ベビークラス

1～2歳ピンキークラス

2～3歳キンダークラス

月2回(木)12:10～13:00

月3回(木)10:10～11:10

月3回(木)11:10～12:10

月額3,500円(税別)

月額4,350円(税別)

月額4,350円(税別)

1,000円6/21（木）、7/19（木）

木下未佳子JEUGIAこども表現教室講師

ご予約
承ります 0774-71-928710:00～20:00体験・見学も承ります!随時ご入会受付中

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジはこちら

ホームページからもお申込み承ります!上記の講座以外にもジャンル豊富に講座を取り揃えております。全講座の詳細はホームページをぜひご覧下さい。 http://culture.jeugia.co.jp JEUGIAカルチャー


