
6/21、7/5（金）6/27、7/4（木）

月4回(木)10:15～11:15
月額5,700円(税別)

SFマキボクシングフィットネス

有酸素運動と無
酸素運動で代謝
が大幅にUP！ミ
ット打ちでストレ
ス発散しながら
太らない身体を
目指しましょう。

櫻井美香 SFマキ公認インストラクター

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

第1・3(金)10:00 ～ 11:00
月額3,500円(税別)

ヨガで心と体を
緩めましょう。マ
マのための時間
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♫

6/19、7/3（水）

第1・3(土)、第2・4(土)
10:00 ～ 11:30
月額3,100円(税別)

整体ヨガ

ヨガで体の歪みと気の
流れを整えて心と体
をリフレッシュしましょ
う！肩こりや腰痛など
の改善にも効果があり
ます。 

白井琴絵 ヨガ教室マダムフキ認定講師

中高年から始める
「らくらくピアノ®」
田島文佳・網干万里子 ｢らくらくピアノ®｣

奈良県支部認定講師

第1･3(水)
10:00 ～ 16:00(各30分）
月額4,100円(税別)

全国に広がる「らくらくピアノ®」全くの
初心者の方もどんな年齢でも大丈夫！楽
しみながらの
指運動で脳の
活性化にもつ
ながります。

6/20、7/4（木）

第1・3(金)
【初中級】19:10 ～ 20:20
【入　門】20:25 ～ 21:35
月額4,100円(税別)

オリエンタルベリーダンス

アラブ音楽に合わせて
楽しく踊りましょう。イン
ナーマッスルが鍛えら
れ、より女性らしい身体
に近づきます。

yacco ベリーダンスインストラクター

高の原絵画教室
(油彩・アクリル・デッサン)
前川友一 絵画講師

第1･3(木)13:00 ～ 15:00
月額4,100円(税別)

月4回(木)10:30 ～ 12:15
月額5,200円(税別)

絵具の扱い方か
ら仕上げまで丁
寧にお教えいた
します。絵画を通
してたくさんの
輪を広げてみま
せんか。毎日を
楽しく豊かに！

6/25、7/9（火）

大人のための
やさしいバレエ

大人の初心者の方を対
象に、基本から無理なく
楽しく、美しい音楽に合
わせて踊ります。久しぶ
りに踊りたい方も大歓迎
です。しなやかで美しい
身体を作りましょう！

竹山久美子 ダンス・ルミエール公認講師

初心者のための
健康マージャン教室
水谷和治 日本麻雀道連盟師範

第2・4(火)13:00 ～ 15:30
月額4,000円(税別)

ゲームをするこ
とで脳の老化を
抑える効果があ
ると麻雀が人気
です。手指を動か
し、考えることで
楽しみながら脳ト
レができます。

自分で着れる！
浴衣着付セミナー

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！

森本真由美 着付けコンサルタント高等師範

ママのための
マネーセミナー
中島大輔 日本FP協会会員AFP

ファイナンシャルプランナー

明るい未来を迎え
るために、そして
「貯蓄美人」になる
ために、「わかる」
ではなく「できる」
方法をわかりやす
くお伝えします。

スッキリ上品なお部屋へ！
片付け収納術&お悩み相談塾

片付けたつもりがいつの間にかごちゃご
ちゃ…そんなお悩みを解決します！スッキ
リ綺麗な家は
運気も上がり
ます。必要な
物 だ け を 揃
え、家作りをも
っと楽しみま
しょう！

宝生多美 片付け収納マイスター認定講師

第一印象・好感度アップ！
話し方・スピーチ個人レッスン
池内詠子 フリーアナウンサー

キャリアコンサルタント

90分完全プライベート
で集中トレーニング！スピ
ーチや面接、司会などそ
れぞれの目的に沿って
練習していきましょう。

6/27、7/4(木)

合気道
窪田育弘＆奈良合気会指導員 八段位

奈良県合気道連盟理事長

月4回(木)
【初級】16:50 ～ 17:40
【中級】17:50 ～ 18:40
月額5,200円(税別)

合気道はあらゆることか
ら身を護る武道として人
気が高く、礼儀作法、体力
作り、精神修養に役立ち
ます。

6/25、7/2（火）

はじめてのこどもバレエ
～エンジェルクラス～
上月佑馬・高梨美月 萩ゆう子バレエスタジオ

専任講師

月4回(火)
17:30 ～ 18:15
月額6,200円(税別)

はじめてのバレエのお
稽古にピッタリのクラ
スです。優しい先生と
一緒にレッスンしまし
ょう。正しい姿勢や柔
軟性、リズム感が身に
付きます。

6/17、7/1(月)

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

第1･3(月)
【入門クラス】17:00 ～ 18:00
【応用クラス】18:00 ～ 19:00
月額3,500円(税別)

人気急上昇の習い事！
小学生でも楽しみな
がら着実にITスキルを
身に付けることができ
ます。

月4回(木)
【低学年】16:00 ～ 17:00
【高学年】17:00 ～ 18:00
月額4,200円(税別)

そろばん教室

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！

内田昌子 公益社団法人
全国珠算教育連盟正会員

キッズフラ
(子供のフラダンス)
ミキLehuamamo Mahalo Hula Room主宰

第2･4(金)17:15～18:15
月額3,100円(税別)

歌の意味を表現しながら踊るフラダンス
は、お子様の感性を磨き、情緒豊かにし
てくれます。
やさしく楽しい
指導で、小さな
お子様も安心し
て、ご参加いた
だけます。

無料面談実施中！

こどもピアノ教室
岡田真祐子　松本千束
山田慶子　　渡邊まり

★月曜★火曜★土曜★日曜
各30分個人レッスン
月額4,600円～ (税別)

月2回コース/月3～ 4回コースがあります。

人気講師陣がお子
さんのレベルに合
わせて楽しく丁寧
に指導いたします。

1,000円

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

学研・城戸真亜子アートスクール

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♪

学研・城戸真亜子アートスクール専任講師

こどもアトリエ
藤原拓也 PASS(児童画の国際交流を進める画塾協会)会員

パンリアル会員

第1･3(土)10:00 ～ 12:00
月額4,100円(税別)

お絵描きや工
作を通して、自
分で色や形を
考え自分の手
で作ることで、
色彩＆造形感
覚を身につけ
ます。

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

おひるねアート撮影会

赤ちゃんの寝顔も笑顔もかわいく残しましょう♪
ぴったりの衣装もご用意いたします。

厚地なお 日本おひるねアート協会認定講師

7/27(土)
11:30～12:30/12:40～13:40

2,300円(税別)※兄弟・姉妹で写る場合は追加1,000円（税別）

ふわふわベビーマッサージ

ベビーマッサージ2級講座

かわいい寝相アート付き！ママにはハンドマ
ッサージの癒しタイムも♪ママ同士の悩み
や情報共有にもなります。

赤ちゃんのためのオイルの選び方など目的や効果を学び、
ママもベビーも気持ち良いマッサージ法を習得します。

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

6/25(火)・7/30(火)
10:30～12:00

2,000円(税別)

6/25(火)・7/30(火)13:00～16:00
6,000円(税別)

オイル代100円(税込)

癒しのハーバリウムレッスン

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。

松山美香 日本ハーバリウム協会認定講師

4,320円(税込、認定証込)

気軽に習い事♪1日講座&今が狙い時！1日で取れる資格講座入会金不要

7/21(日)13:00～14:30
1,500円(税別)

6/29（土）13:30～15:00
7/26（金）13:00～14:30
8/23（金）13:00～14:30

1,500円(税別)

7/30(火)・8/29(木)
10:30～12:30

7/30(火)・8/29(木)
13:30～16:30

2,500円(税別)

7/9(火)・7/28(日)[90分]
お時間はお問い合わせください

7,000円(税別)

ミリオンバングル
ディプロマ取得講座

ホビーショーでも話
題！講師考案のオリジ
ナル道具で作業の効
率がスムーズになり、
初心者でも安心で
す。取得後は販売・教
室開講、材料の購入
ができます。

大崎由子 ミリオンバングル認定講師

ハーバリウムボールペン
認定講師講座

高月里実 ハーバリウムボールペン認定講師

取りやすい資格
として大人気！ハ
ーバリウムボー
ルペンを2本作
製していただき
ます。修了証発
行後お仕事とし
てご利用いただ
けます。

リンパマッサージ
認定講座

卒業生も多数活躍
中！認定証発行で
すぐに開業やお仕
事に繋がります。

森井典子 ＮＰＯ法人日本予防医学代替医療学院学院長

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！

6/28(金)・7/21(日)
13:30～15:30

2,000円(税別)
12,000円(税込、ディプロマ申請費込)

7/11(木)・9/5(木)
12:30～15:00

2,500円(税込) 3,000円(税込)
申込締切:7日前申込締切:10日前

リンパ&ハンドケア

6/30(日)10:30～16:30
リンパ&ヘッドスパ

7/15(月・祝)10:30～16:30
10,000円(税別)
13,000円(税込、認定料込)

200円(税込)

申込締切:7日前 9,000円(税別)
9,720円(税込、テキスト・認定料込)

申込締切:7日前

【1ヶ月～2歳くらいまで】

【子連れ不可】

【5歳～】

【小学2年生～】

【3歳～】 【年中～12歳】【年中～小学6年生】

【小学1年生～】 【3～12歳】

【3歳～幼児】

【2ヶ月～未就園児】

【女性限定】

【2ヶ月～あんよの頃】パパの参加OK!

定員：各8組

「カキ氷屋さん」 「海賊」

申込締切：各1週間前 申込締切：各2日前

【講師育成レッスン】 【フリーレッスン】

11,880円(税込、ディプロマ代込)
各10,000円(税別)

各2,160円(税込)ボトル2本
各1,000円(税別)

6/29(土)・7/16(火)・8/29(木)
10:00～13:00

7/8(月)・8/8(木)
13:00～14:30

6/24、7/1(月) 1,000円

1,000円 6/27、7/4(木) 1,000円

6/30、7/7（日） 2,000円
（材料費込み）

6/28、7/12(金) 1,000円

1,000円6/29、7/6(土)

1,000円 1,000円

1,000円

6/21、7/5（金） 1,500円 1,500円 6/20、7/4（木） 1,500円 1,500円

1,000円 6/22、7/6（土） 1,500円 1,500円

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

【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

6/26、7/3(水) ①1,000円
②1,500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
ブはヒップホップ
の基礎から応用
まで、その高い指
導力に定評があり
ます。ダンスが初
めてでも大丈夫！

MIKU ピースクラブインストラクター

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

6/22、7/6(土)

学研科学実験教室専任講師
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。

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】

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

カリキュラムをご紹介♪

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6/20、7/18（木）

木下未佳子JEUGIAこども表現教室講師

定員：8名 定員：各8名

定員：各8名

定員：各8組

500円(税込)

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 3F

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジはこちら!!


