
8/28、9/4(火) 1,500円

9/12、9/26(水) 1,500円
1,000円程度

①9/7(金) ②9/3(月)

9/8、9/22(土) 1,500円

第2・4(土)12：00～ 13：00
月額4,000円(税別)

ハッピーZUMBA！
ラウラ カゼッラ ZUMBAインストラクター

HIPHOPやラテン音楽に合わせて、陽気
なイタリア人インストラクターと一緒に
楽しく汗をかきましょう！！シェイプアップ
や脂肪燃焼効果も◎

9/14、9/28(金) 1,500円 吹き口代：500円

第2・4(金)10:30 ～ 11:30
月額4,600円(税別)

1からはじめる「大人のケンハモ」
松本有加 SUZUKIケンハモ認定講師

解りやすく・楽しく・カッコ良く！今からはじめられる大人のケンハモ(鍵盤ハー
モニカ)の教室です。楽譜が読めなくても大丈夫！今、プロミュージシャンや音楽
愛好家などの「大人」が楽しむ楽器として愛されています。

9/2、9/16(日)
★金曜日も申込可

大人1,500円 こども1,000円

第1・3（日）10：00～ 18：00
第1・3（金）14：00～ 19：00
（30分個人レッスン）
月額4,600円(税別)

8/29（水)13：30～
鑑定も交えながら、手相の面白さやレッスンの魅力をお伝えします。まずは体験へ！

2,000円

第1(水)13：30～ 15：00
月額2,500円(税別)

第3(水)10：30～ 12：30
月額2,100円(税別)

9/15（土）10:00 ～

第2・4(土)10:00 ～ 12:00
全6回18,000円(税別)
認定証発行（別料金）・授業内容により材料費別途

アロマ＆リンパ理論を学んでハンド・フットケアの施術
を取得。認定証を取得出来ますのでプチサロン開業
も可能！当教室の卒業生も多数活躍中！

アロマ＆リンパマッサージ（ハンド・フット）
認定証取得講座

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

【ハロウィン・年賀状】

赤ちゃんの可愛い写真で年賀状の準備もバッチリ！季節のアートもお楽しみいただけます♪

①第1・3(金)
【小学生】17：00～ 17：50
【中学生以上】18：00～ 18：50
月額3,600円(税別)

～初心者から経験者まで～卓球教室
田中栄一 卓球上級指導員

9/7、9/21(金)

第1・3(金)10:00 ～ 11:00
月額3,500円(税別)

ママとベビーのヨガクラス
西垣裕子 日本ママヨガ協会認定講師

1,000円 9/6、9/13(木)

月4回(木)19:30 ～ 20:20
月額5,400円(税別)

キッズカンフー
冨岡翔陽 元龍中国武術交流協会

1,000円8/30、9/13(木)

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

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

1,000円 8/30、9/6(木)

月4回(木)16:15 ～ 17:15
月額5,200円(税別)

新体操 幼児クラス
横山公美 新体操インストラクター

1,000円9/3、9/10(月)

第1･3(月)
①17:00 ～ 18:00
②18:20 ～ 19:20
月額3,500円(税別)

キッズプログラミング講座 
梶山紀子 システムステラ　スタッフ

1,000円

9/2、9/16(日)

第1・3(日)10:30～12:00
月額8,000円(税別)（教材費込み）

城戸真亜子アートスクール
学研・城戸真亜子アートスクール専任講師

2,000円（材料費込み）

9/9、9/23(日)

第2・4(日)10:30 ～ 11:30
月額3,500円(税別)

日曜日のテコンドー
阪口 晃 世界連盟認定国際審判・国際師範/（公財）JOC公認ナショナルコーチ

（一社）全日本テコンドー協会選手強化委員長

1,000円

9/11(火)・9/30(日)・10/9(火)
10：30～12：00

ふわふわ
ベビーマッサージ
せと あつこ ローリタッチケア協会認定

ベビーマッサージ講師

8/29、9/5(水)

第1･3(水)
16:00～17:00・17:05～18:05
月額3,000円(税別)

こどもアートスクール
石濱阿里紗 奈良芸術短期大学洋画コース専攻科終了

1,000円8/25、9/15(土)

月4回(土)
19:00 ～ 20:00
月額6,200円(税別)

HIP HOP DANCE
Yu ダンスインストラクター 

1,500円 8/27、9/10(月)

第2･4(月)17:30 ～ 18:30
月額3,600円(税別)

こども茶道教室
森本宗佳 裏千家

1,000円9/1(土)、9/4(火)

月3回(土)・月3回(火)
お時間はお問合せください。
月額7,800円～ (税別)

こどもヴァイオリン
牧野貴佐栄・野田 薫 ヴァイオリニスト

1,000円

随時体験募集中

JEUGIA書道教室
西荒井宏林　吉田百花
岡田象道　　岡田圭玉
小田大拙

オリンピックで注目が集まる卓球競技を身近なスポ
ーツとして楽しみませんか！初めての方でも、楽しく
ラリーが続けられるようになります。専任コーチによ
る少人数制レッスンで、楽しみながら上達しましょう！

9/20(木）10:00 ～

(木)10:00 ～ 12:00
全10回10,000円(税込)

第2・4(水)
10：00～ 12：30
月額4,100円(税別)

ヨーロッパの素敵な刺繍
三枝ひとみ 公益財団法人日本手芸普及協会　師範

京都きもの学院
着付教室
京都きもの学院講師

9/5、9/19(水) 1,500円

ヨーロッパ各国には古くから
様々な刺繍があります。その技
法を学びながら小物作りからス
タートします。初心者の方も大
丈夫！一緒に楽しく刺しましょう！

約3ヶ月で多彩な着付と帯結びのテ
クニックを学び一人で着られるよう
指導いたします。

背骨を整えると痛みが消える！関節をゆるめ、骨を矯
正することで腰痛・膝痛・コリを解消し、ストレスフリ
ーな体をつくりましょう！

9/13、9/27(木)

第2･4(木)10:30 ～ 12:30
月額4,100円(税別)

1,500円
2,500円～

第1・3(水)
13：00～ 14：10
月額3,100円(税別)

8/28、9/11(火)

第2・4（火）12：00～ 13：30
月額4,100円(税別)

第1･3・4(火)
14：00～ 15：00
月額4,500円(税別)

しなやかBodyピラティス
松坂希美 peak pilates認定インストラクター

1,500円

ピラティスでは関節に負担をかけ
ず深層部の筋肉に働きかけ、もっ
とも自然なカラダに戻すことで太
りにくくリバウンドしにくい体質へ
と変えていきます。美しくしなやか
なカラダを一緒に目指しましょう。

背骨コンディショニング体操
大谷慎二 背骨コンディショニング協会認定パーソナルトレーナー

ハワイアンコードバッグ&小物レッスン
三宅裕子 文部科学省許可(財)日本余暇文化振興会認定教授

ハワイアンコードの他スエー
ド調のコードを使ったバッグ
など、お好みに合わせてオリ
ジナルバッグや小物を作りま
す。お道具や接着剤は殆ど使
わずに作れるよう工夫して
いるので、初めてでも安心！

9/13、9/27（木）

第2・4（木）18：30～ 20：30
★間に合わなくても大丈夫！
月額4,100円(税別)

1,500円9/1、9/15(土)

月2～ 3回(土)
19：30～ 20：50
月額3,600円～ (税別)

アイドルダンス
SISTAクラス
MIKIE IMPACTグランドチャンピオン大会優勝

DANCE　DEYANCEグランドチャンピオン大会優勝

1,500円

お待たせしました！中学生以上年齢制限無しの
COVER DANCEクラス、開講しました！
キッズ クラスよりも少
し大人っぽく一緒に踊り
ましょ♪

8/24、9/14(金)

第2･4(金)
13：00～ 14：00
月額6,100円(税別)

1,500円

500円

8/24、9/7(金) 1,500円 9/12、10/10(水) 1,500円

9/6(木)、10/17(水) 1,500円8/26、9/9(日) 1,500円

9/6,9/20(木)
1,500円

第1・3(木)
17：00～（30分個人レッスン）
月額【入門】4,600円(税別)
　　【初級】5,100円(税別)
　　【中級】6,000円(税別)

フルートレッスン
鈴木 楓 フルート奏者

憧れのフルートを演奏してみませんか。音の出し方
からポピュラー音楽、本格的なクラシック曲まで、そ
れぞれに合ったレッスンを行います。ぜひ一緒にフル
ートを楽しみましょう♪

～自分の生き方発見～開運手相学
東明学院専任講師

“手相は人生の羅針盤”
大好評の手相学、基礎クラスの募集決定！
手の平の丘と線の意味を正しく学び、運気UPに役立て
ましょう。基礎を楽しく丁寧に学ぶ教室です。

消しゴムはんこと楽しい絵手紙
島本克子 日本絵手紙協会公認講師

人気番組でも話題の消
しゴムはんこ！消しゴム
で作ったハンコや､絵
手紙の技法を用いてカ
ードや雑貨を作ります。
暮らしを楽しむアイデ
アいっぱいです｡

9/14、10/12（金）

第2(金)19：30～ 21：30
月額2,500円(税別)

1,500円

第2･4(金)、第1･3(金)　
10:00 ～ 16:30（月2回各30分）
月額5,200円(税別)

１曲マスターヴォイストレーニング
松添真理子 日本声楽発声学会　関西歌曲研究会会員

大人気の個人レッスンに空きが
出ました！
発声の基本を学びながら、好き
な曲でレベルアップしていきま
しょう！

やさしい二胡
葉 衛陽 中国楽器演奏家

不思議で癒しの音色を楽しみ
ましょう。二胡の持ち方、姿勢
などの基本から始め、童謡や歌
謡曲、クラシック等多彩な音楽
を楽しんで頂けます。

おつとめ帰りの沖縄三線
井後義世 琉球民謡・島の唄　涼風会講師

琉球民謡伝統協会教師

ダンディな講師と楽し
む沖縄三線！老若男女を
問わず誰でも気軽に楽
しめる楽器です。のんび
り月に1回、お勤め帰り
や週末の癒しに、沖縄
三線を始めましょう！

第2(水)13:30 ～ 15:30
月額2,600円(税別)

はじめてみよう腹話術
畠山智子 全日本あすなろ腹話術協会師範

日本腹話術師協会会員

森井典子 ＮＰＯ法人日本予防医学代替医療学院学院長
初心者の方でも基本から丁寧にご指導いたします。童謡
からクラシックなど幅広い音楽に楽しくわかりやすく親
しむことをモットーにした講座です。

たのしいピアノ教室
～こどもから大人まで～

松本千束 大阪音楽大学短期大学部専攻科卒
声の出し方、人形の動かし
方などちょっとしたコツをつ
かめば、あなたも腹話術師。
子育て支援や施設訪問など
にも活かせます。お腹から声
を出して声の若返りも！！

第2・4(日)
13：00～ 14：30
月額4,100円(税別)

中国武術 八卦掌
森本弘充 清風館館長

程派八卦掌6世伝人

古伝の八卦掌の基本を身につけ
ます。激しい動きはなく、身体の大
小や年齢に左右されず無理なく
身につけることができます。護身
術として男女ともおすすめです。

朗読を楽しもう（基礎）
池内詠子 フリーアナウンサー

人気クラスに空き枠が出ました！
正しい発声を基礎から学びまし
ょう。話し方の基本知識を学び、
自分の声に自信が持てるように
なります。言葉の美しさや大切
さ、伝えることの楽しさを感じて
ください。

お勤め帰りのパソコン教室
坂根英夫 パソコンインストラクター

ワード・エクセルを基本に、
まずはパソコンに触れて慣
れていきましょう。講師と
の距離が近く、少人数制で
知りたいことをじっくり、自
分のペースで学べます。

新学期に差をつけよう！こども講座大集合！

&気軽に楽しく♪おすすめ1日講座 すぐに役立つ資格取得講座

2,000円(税別) オイル代100円(税込)

9/11(火)・9/30(日)・10/9(火)
13：30～16：30

ベビーマッサージ
2級講座
せと あつこ ローリタッチケア協会認定

ベビーマッサージ講師

6,000円(税別) 4,320円(税込)（認定証込）

9/19(水)・10/17(水)
10：30～12：00

上質&華やか！
50歳からのメイク講座
KAZUKO 国際メイクアップアーティスト

3,000円(税別) 
2,160円(税込) ～つけまつげ・アイライナー付き！～

申込締切：各3日前

9/15(土)

9/1(土)

13：00～18：00

13：30～15：30

レイキヒーラー
養成講座＜レベル1＞
森井典子 ＮＰＯ法人日本予防医学代替医療学院学院長

10,000円(税別) 10,000円(税込、修了証込)

申込締切：3日前

9/29(土)、10/23(火)13：00～14：30

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
藤原喜美子 パワーストーンマスターナビゲーター

2,000円(税別) 

9/23(日)・10/28(日)
13:00～17:00

カラータイプアドバイザー
認定講座(初級レベル)
小島由起子 一般社団法人 カラータイプ協会認定講師

20,000円(税別) 3,240円(税込)
申込締切：各10日前

9/27(木)・11/11(日)
10:30～17:30（休憩あり）

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

各16,000円(税別) 
5,820円(税込)（テキスト・ライセンス発行料込み）

申込締切：各1週間前

10/31(水)
12：00～13：00

【クリスマス・年賀状】11/14(水)
12：00～13：00

2,300円(税別)※兄弟・姉妹で写る場合は追加1,000円（税別） 

カラフィオーレ
アロマワックスデザインコース認定講師レッスン
なかち智子 アロマワックスデザイナー

アロマワックスはキャンドルとは異なり火を
灯さなくても香りを楽しむことができるの
で、ペットや小さなお子様がいらっしゃるご
家庭にも安心です。修了証取得後は販売や
1dayレッスンが可能。講師として活動しま
せんか！

8/30(木)・9/29(土)・10/28(日)
10：30～16：30

各6,000円(税別) 

各1,000円(税別) 

各29,160円(税込)
申込締切：各10日前

ハーバリウムレッスン
松村茂美・糸井典子 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取得。即販売や
講師活動にお役立ていただけます。
フリーレッスンはお好きなボトル2本を自由
にお作りいただけます。

8/30(木)・9/29(土)
10：30～11:45

8/29(水)
13：30～16：30

15,000円(税別) 
ディプロマ代 6,480円（税込）
申込締切：1週間前 申込締切：各2日前

親・子の片づけインストラクター
2級認定講座

カワバタキョウコ インテリアアテンダント協会講師

「どうしてこどもが片付けてくれないの？」
子どもの片付けに関して整理収納の正し
い知識を学ぶ事で上手くいかなかった原
因と解決方法が明らかになります。
平日受講もできます♪
9/23(日) 10：30～16：30

9/12(水)
【入門講座】

10：30～12：00

10/16・23(火)各10：00～13：00
15,228円(税込) 11,772円(税込)（認定料込）

申込締切：各3日前

定員8組 1,500円(税別) 1,620円(税込)

リンパマッサージ認定講座
森井典子 ＮＰＯ法人日本予防医学代替医療学院学院長

大人気のリンパマッサージに、新たに「ハンドケア」「フットケア」が新登場！認定証発行ですぐ
に開業やお仕事に繋がります。正しい知識や技術を本格的に学べる講座です。

9/9(日)・10/7(日)

＜リンパ&ヘッドスパ＞

9/17(月)・10/26(金)

＜リンパ&ハンドケア＞

8/28(火)・9/30(日)

＜リンパ&フットケア＞

10：30～16：30 10：30～16：30 10：30～16：30
10,000円(税別) 13,000円(税込、認定料込) 申込締切：各3日前

②第1・3(月)
【小学生～】
19：10～ 20：00
月額3,600円(税別)

1,500円〔中学生以上〕
1,000円〔小学生〕 9/30(日)開講

第1・3(日)10：30～ 11：30
全4回6,000円(税別)

180度も夢じゃない！
目からウロコの開脚ストレッチ
豊田文緒 ジャズダンサー

体の硬いあなたに贈る、楽しく頑張れる全4回のプログラム！
ダンサーとしても活躍中の講師が教え
る魔法のストレッチで、夢の180度開脚
を目指しましょう。腰回りのシェイプアッ
プや腰痛改善など、良いことづくし！

【こども～大人】

【中学生～大人】

【4歳～大人】

【6歳～大人】

全4回

＜入会特典あり＞
入会金免除、受講料割引、
着物無料レンタルなど

※日時が変更になる場合がありますので、事前にお問合せ下さい。

全10回

全6回

面談無料

全6回

【小学1年生～】【2ヶ月～未就園児】

【年中～小学6年生】

【年長～】

【2ヶ月～あんよの頃】

【50歳～】

【子連れ不可】
【1ヶ月～2歳くらいまで】パパの参加OK!

【小学生】 【3歳～】 【小学3年生～】【3歳～小学生】

【幼児～小学生】 【年中～年長】

【年少～大人】

①【小学2年生～4年生】②【小学4年生～6年生】

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)11:10～12:10

月3回(木)10:10～11:10

月額3,500円(税別)

月額4,350円(税別)

月額4,350円(税別)
1,000円9/20(木)

木下未佳子JEUGIAこども表現教室講師

9/1、9/8(土)

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

学研科学実験教室専任講師

1,000円(税別)
1,296円(税込)

【年長～小学生】

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。
カリキュラムをご紹介♪
  9月　回転パワー大実験
10月　振動のおもしろ実験
11月　磁石と電気のふしぎ実験

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

①【幼児クラス（年少・年中・年長）】
③【児童クラス（小学4年～6年）】②【児童クラス（小学1年～3年）】

月額4,500円～ (税別)

月3～ 4回(月)
①15:30～16:30
②16:30～17:30
③17:30～18:30

1,000円 こども1,000円
大 人1,500円8/27、9/3(月)

各2,160円(税込)ボトル2本

【資格取得 講師育成レッスン】 【フリーレッスン】

9/5（水）
開 講！

産後ママの育児は24時間。ヨガで心と体を緩
め、自分を癒しましょう。たった1時間でも自分の
ための時間を持つこと
で、気分はリフレッシュ！ベ
ビーはマッサージでママ
と触れ合いハッピー♫笑
顔でお家に帰れるひとと
きをお届けします。

リニューアルして登場！
バランスの良い筋力、柔
軟性、強く優しい心、忍耐
力を身につけます。2020
年東京オリンピック正式
種目候補にもなっている
注目の競技です。

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！

大人気！先着順！
柔軟性や正しい姿
勢、リズム感を身に
付けます。リボンやボ
ールを持って楽しく
一緒に踊りましょう。

2020年より小学校での授業にプ
ログラミングが必修となりまし
た。パソコンに触るのが初めての
お子様でも、楽しく学びながらパ
ソコンのスキルやITの知識を身
につけることができます。まずは
お気軽に体験会にお越し下さい！

絵画や工作をバランスよ
く取り入れた独自のカリキ
ュラムで、のびのびとアー
トを楽しみ、感性を伸ばし
ます。豊富な画材を使って
素敵な作品が作れます。教
材の持参は不要ですので、
気軽に通えます♪

テコンドーの基本
動作である蹴り、パ
ンチ、ステップなど
を身に付け、組手や
型を学びます。礼儀
作法も指導します。

親子の絆を深めるふれあい
レッスン！かわいい寝相アート
とハンドマッサージ付きでマ
マの癒しタイムにも◎ママ同
士の悩みや情報共有にもな
ります。

ベビーマッサージの目的
や効果を学び、ママもベ
ビーも気持ち良いマッサ
ージ法を習得します。赤
ちゃんのためのマッサー
ジオイルの選び方など、
内容も盛りだくさん！

「つけまつ毛は若い人のモノ」なんて思ってませんか？
年齢に合わせて、あなたに合うメイク方法を身に付
けましょう。大人の女性によく似合う、上品なつけま
つ毛を選んで表情を美しく彩ります。簡単にできる
メイクのコツやアイメイク
も！年齢を重ねても毎日をも
っと楽しく華やかに♪

レイキとは、宇宙生命エネ
ルギーのこと。レイキヒー
リングを取得して心身の
不調の改善・癒しを自他
共に活用する手当て療法
です。まずは説明会にお
越し下さい。

無料鑑定付き！
基礎知識から実
際の身につけ方、
効果や付き合い
方を学びます。希
望者は2級・1級と
連続して受講可
能です。

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。

「今すぐ家に帰って片付けたい！！」
受講後あなたもそう思うはず！
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！必ず役立つイ
チオシ講座です。

絵画や工作を学びなが
ら幅広い表現を楽しん
でみませんか。楽しい
内容の課題で、創作意
欲を伸ばします。

かっこよくて優しい先
生が基礎から丁寧にお
教えします。初めてでも
大丈夫！きっとダンスが
好きになる！

お茶を点てるだけ
ではなく、茶花や、
お香など色々な体
験ができます。日本
文化やお茶を学び
ながら、豊かな心を
育てましょう。

憧れのヴァイオリン。優しい
先生と一緒に弾いて見よ
う。30分の個人レッスンで
どんどん上手になれますよ！

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！

2018
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JEUGIAカルチャー

色々なジャンルで
ご活躍されている
講師の方々を随時
募集しています。
詳 細 は、JEUGIA
カルチャーセンタ
ーホームページ
「講師募集」ページ
をご覧下さい。

《お客様へ》当社から、教室の出席確認や講座情報や
各種サービスの告知、イベント案内のご案内を差し
上げる場合がございますので、ご了承ください。

JEUGIAカルチャーセンターは全国58会場有り
［十字屋Culture株式会社／本社：京都市］

講師募集入会と受講のご案内

…消費税は別途要します。（税別表記）
…税別表記ですが、講座により税込
　の場合もあります。

ホームページからもお申し込み承ります。

お申込み
お問い合わせ
ご予約承ります 早割 2018年

9/30㈰
期間

ま
で入会金1,000 割引（税別）

円

※一部、割引対象外の講座あり。 ※他の割引との併用は出来ません。

体験当日にご入会の方は（または体験なしでご入会の方）お得な

割引!

●入会金は5,000円(税別)で何講座でも受講できま
す。●ご家族の方は入会金が半額になります。●満65
歳以上の方は、入会金が無料になります。（年齢確認の
できる身分証明書等のご提示をお願いします）●受講
料は3ヵ月前納制です。●受講料には特に明記した他
は、教材費・材料費・運営費・試験料・認定料・その他費
用は含まれておりません。●消費税は別途要します。
●参加人数が一定に満たない場合、体験や講座開講を
延期または中止することがあります。

〒619-0223 京都府木津川市相楽台1丁目1番1イオンモール高の原3F

0774-71-928710:00～20:00

イオンモール高の原

体験・見学も承ります!
ご入会受付中ご予約

承ります

ジャンル豊富に200講座以上が集う 総合カルチャーセンター

0774-71-928710:00～20:00

〒619-0223 京都府木津川市相楽台1丁目1番1 イオンモール高の原3F

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2018.8.18

● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ●

ホームページからも
お申し込み承ります。
JEUGIAカルチャー

ハッピーZUMBA！アロマワックスデザインコースフルートレッスン個性を伸ばそう！ こどもアート教室


