
1,000円500円

Yosshiｙ's Gospel［Nightクラス］

第1･3(火)
19:30 ～ 21:00

ゴスペルを歌って
体も心も元気にな
りましょう。仲間と
作るサウンドは魅
力的。

礒村純衣 Ｙｏｓｓｈｉｙ’ｓ  Ｇｏｓｐｅｌ主宰

月額6,000円(税別)

ピアノ

レッスンでは良い音楽を知り、それ
を十分にピアノで表現できる演奏技
術の向上を目指します。

中村悠衣 同志社女子大学音楽学科卒

健康詩吟

第1･3(木)
13：00～ 14：30

「詩吟」て難しく考えないで下さい。複式呼吸すること
で脳の活性化につながります。漢詩を鑑賞すると、教養
も身に付き、友達づくりにも良いですよ。

高倉翠坡 公益社団法人　関西吟詩文化協会総師範

月額4,000円(税別)

沖縄三線～沖縄の風に吹かれて～

第1･3(日)
14:00 ～ 16:00

どなたにも簡単で楽しめて、心
安らぐ三線しませんか。沖縄の
優しくゆったりとした時間を
感じて下さいませ。

関根 愛 監修　有本　聡
琉球沖縄民謡涼風会・島の歌代教師

月額5,000円(税別)

よくわかる四柱推命占い

基礎から学ぶ実践手相学
「よくわかる手相の見方」の著者が基礎から実践的な手相の見方までを実例をまじえて直接
伝授します。イラストではない、実際の手相をみることで、本当の鑑定力が身につきます。

山田凰聖 甲斐四柱推命学院学院長

スクラップブッキング

第1(火)
10：00～ 12：00

アメリカで生まれたペーパ
ークラフトホビーです。思
い出の写真を使って素敵な
作品を作りませんか？

松下稔子 サクラクレパスメモラビリアート
スクラップブッキング認定講師

月額2,100円(税別)

和のイラスト講座～はがきに描く～

第3(水)13:00 ～ 15:00
第1(金)10:00 ～ 12:00
第3(金)10:00 ～ 12:00

あっさり少ない筆遣いで
ホッとするやさしい雰囲
気の「和のイラスト」をは
がきに描きます。

鮎裕 和のイラストレーター
グラフィックデザイナー

月額2,400円(税別)

四季の絵文

第4（水）
13:00 ～ 15:00

「四季の絵文」は四季
の風物に優しい言葉
を添えた絵便りで
す。生活に密着した
小さな文化ご一緒に
楽しみませんか。

中井悠美子 四季の絵文主宰

月額2,200円(税別)

こどもチョークアート

チョークアート

第3(火)16:30 ～ 18:00

第3(火)10:00 ～ 12:00 月額2,600円(税別)

オイルパステルを使って指で描くア
ート。色を混ぜて、新しい色を作る楽
しさを感じよう！

鳴海愛子 ＣＡＡ日本チョークアーティスト協会認定講師

月額2,600円(税別)

第1･3(土）13:00 ～ 14:00
月額3,000円(税別)

第1・3（火）18:30 ～ 19:30
月額3,100円(税別)

（水）20:00 ～ 21:25
月額6,200円(税別)

（火）19:40 ～ 20:55
月額6,200円(税別)

第1･3(日）
10：00～ 17：00[1回30分]
第2･4(木)
13：00～ 21：00[1回30分]

月額4,100円(税別)

第1･3(土）14:00 ～ 15:00
月額3,300円(税別)

第2・3・4(火)17:00 ～ 20:00 （月）
【キッズクラス（3才～ 6才）】16:00 ～ 17:00
【男の子クラス（4才～小1）】16:30 ～ 17:30
【ジュニアクラス（小1～小6）】17:00 ～ 18:00
（水）
【キッズクラス（4才～ 6才）】16:00 ～ 17:00
【ジュニアクラス（小1～小2）】16:30 ～ 17:30
【トゥシューズクラス（小3～中学生）】17:15 ～ 18:30

月額4,650円(税別)

週1回コース月額6,000円(税別) ／週2回コース月額11,200円(税別)

こどものためのクラシックバレエ

バレエは姿勢がよくなる習い事。的確な
説明とトレーニングで、無理なく実現で
きるよう優しくサポートします。

TOMOKO アートダンスプロダクション所属

子供習字(火曜)

小さい時に身につけた基礎は
一生のもの。さあ毛筆でも硬
筆でも今から始めませんか。

久保香園 正筆会常任理事

第1(水)

アトリエミラボーの
フランス額装とカルトナージュ

作品周りのマット
の装飾工芸とカル
トナージュ。２種の
フランスの伝統工
芸をお好みに応じ
て習得頂けます。

林 和恵・須川葉子 アトリエミラボー認定講師

13:00～15:00
月額3,000円(税別)

第3(水）

エッグアート

グースやダックの卵
の殻をカットして美
しく装飾するインテ
リアにも贈り物にも
最適な優美な作品を
作ります。

堀内久仁子 クラフトMORE主宰

14:30～16:30
月額2,050円(税別)

第1（金）

初めてのチェインメイル・ジュエリー講座

チェインメイルは、
どなたでも簡単に
金属リングをつな
ぐだけで出来る新
感覚トレンド・ジュ
エリーです。

原田知子 （財）日本生涯学習協議会認定銀粘土師
シルバーオーバレイ講師、ジュエルＤｅＣｏＲｅインストラクター

13:00～15:00
月額3,100円(税別)

ビーズ・デコ刺しゅう

クロッシェ（かぎ針編み）

ビーズやスパンコール、リボンなどを
使い、デコレーション感覚で楽しめる
ビーズ刺繍です。初心者の方でも手軽
に作品が仕上がり、身につけるなどし
てすぐに楽しんでいただけます。

中森弘馨 日本シードビーズ協会認定
ビーズ・デコ刺しゅう本部専任講師

第3(土）

ラッピングコーディネーター
～贈り物を美しく彩る～

贈り物を素敵に彩
るラッピングテク
ニックを学んであ
なただけの気持ち
を込めたプレゼン
トにしませんか。

関 智恵子 ラッピング協会認定講師

10:00～12:00 月額2,100円(税別)

月3回(水)

リズム体操

いろいろなジャンルの音楽に合わせ、無理な
く動きを楽しみます。血行を促進し、ゆった
りとした呼吸で心身ともにしなやかに、筋力
を意識した動きなどを基本にして、楽しく身
体をほぐします。

乙名妙子 公認スポーツ指導員　　　　
体操リーダー連絡協議会(NPO)副会長

13:30～15:00
月額3,750円(税別)

第1・3（土）13：20～14：20

リラックスＹＯＧＡ

お子様連れOK楽しむダンス♪

体がかたい、ＹＯＧＡが初めて、誰で
も大丈夫です。集まったメンバーを
見て内容を決めますので、楽しんで
しましょう。

chikaco ＩＨＴＡ認定2級ヨガインストラクター

月額3,000円(税別)

第1・3（土）12:15～13:15 月額3,000円(税別)

第2･4(土）

二胡を楽しもう

二胡は難しい楽器では
ありません。中国の曲
をはじめ日本の唱歌、
クラシック音楽など演
奏を楽しみましょう！

村田順一 京都江南絲竹会所属　中国楽器演奏家

【入門】13:30～14:30
【初級】14:35～15:35
【中級】15:40～16:40
月額6,100円(税別)

第1・3（水）

アロマ・ナイトヨガ

アロマの香りに癒され
ながら心身をリラック
ス。日頃の運動不足も
解消し、スッキリ元気
を手に入れよう！！

Mika ＹＭＣメディカルトレーナーズスクール認定ヨガインストラクター
日本代替医療学会認定リンパセラピスト

19:00～20:30
月額3,500円(税別)

第1・2・3(水)

～美と健康のために～
楽しいベリーダンス

アラブの音とベリー
ダンスにあなたもき
っと虜になるはず。美
しく、健康に楽しい人
生を送ってみません
か。

JUN ベリーダンサー

14:00～15:00
月額6,750円(税別)

3,050円

第1･3(水)

水曜カラオケ教室
～昭和から現代の名曲・ヒット曲をマスター～

歌を心と身体で理解・表
現し、あなたの憧れの曲
をマスターしましょう。
基本の腹筋呼吸法で心地
よい声に！

末広幸子 シンガーソングライター

　17：30～19：00[1回30分]
月額6,100円(税別)

月3～4回(火）

持田裕子ヨーガ教室

ヨガはやさしく自分の
心と体に向き合い全身
のバランスを良くして
疲れにくい体を作りま
す。「調心・調息・調身」
三位一体の境地とな
り、心身を弛めます。

持田裕子 you you yoga主宰　ヨーガ講師

10:30～12:00・12:30～14:00
月額5,400円～(税別)

（金）

癒しのハワイアンフラ

ハワイ大学のクムフラに学んでいる本場の
フラを、歌詞の意味やハワイの事など交えな
がら楽しくレッスン♪初めての方も安心！

五嶋さくら Ka Pa Kui Lei Lehua Osaka　講師

15:00～16:30
月額6,200円(税別)

ファッションカラー講座
　～春コーデは似合う色で～

洋服の色が変われば顔色も変わります。個人
別似合う色診断からヘアカラー・ネイル・メガ
ネ選びまでトータルアドバイスを致します。
自分らしいスタイリングを発見しましょう！
参加して頂いた方にはカラーコーデシートを
プレゼント！！

友田佳美 カラー＆イメージスタイリスト

第2･4(土)

ｉＰｈｏｎｅ＆ｉＰａｄをはじめよう

iPhone・iPadの基本操
作から印刷まで、不安を
解消しStepを進みなが
ら学べる講座です。

島 みち スマート･デバイス･トレーナー

12:00～14:00
月額7,434円(税別)

第2･4(土）

スポーツ吹矢健康法

年齢・性別を問わず楽しめます♪深い複式
呼吸でインナーマッスルを鍛え、心も身体
もリフレッシュしませんか！

藤木清子 （社）日本スポーツ吹矢協会公認指導員

12:00～13:30
月額3,100円(税別)

かんたん！楽しい！グルーデコ

オリジナルアクセサリ
ーが作れる『グルーデ
コ』。お好きなカラーや
土台でアクセサリーを
作りましょう！

SHIEN hiromi 一般社団法人日本グルーデコ協会　認定講師

第2･4（金）

はじめての韓国語

ハングル文字の魅力再発見。
文字を学びながら韓国語を
学んでいきましょう。

玉城典子 韓国語講師

[入門]10:30～11:30
[初級]11:30～12:30
月額5,100円(税別)

第1･3(水）

柳生新陰流

柳生新陰流は、徳川将軍
が学んだ江戸時代の剣
術です。素振り中心の稽
古で、初心者でも安心し
て参加頂けます。

池之側 浩 武術塾「柳生天狗堂｣代表

17:30～19:00
【①小1～中3】月額4,100円(税別)
【②高1～】月額6,100円(税別)

片づけからはじめる
　「あったかい生前整理」

自ら集めた物は自ら
が片付ける。物・心・
情報をスッキリし
て、より良い人生を
送りましょう。

出崎節子 生前整理アドバイザー認定指導員

第1･3(土）

キッズカポエイラ

ブラジルの伝統的な
格闘技カポエイラで
元気に体を動かしま
しょう！子ども達の
身体能力や協調性を
育みます。

横田直也 カポエイラ協会・コハダンジコンタス
大阪支部指導員

12:00～13:30
月額3,100円(税別)

キッズスポーツチャンバラ

スポーツチャンバラ

安全なソフト剣と軽い防具を
装備して気分はヒーロー！強い
心と身体をつくります。男の
子・女の子どちらでもどうぞ！

大畠二六雄・稲田和人・安田孝雄 大阪府スポーツチャンバラ協会
顧問・副会長・師範　

(月）

バトントワリング

美しい姿勢を身につけ、柔軟性やリズム感を養
い、バトン技術を習得するなかで集中力・協調
性を育みます。

斉藤麻紀 他 バトントワリングクラブm★STAR主宰
日本バトン協会公認指導員

【3才～幼児】16:00～17:00
【小学生～】17:10～18:10
月額5,200円(税別)

第2・4（金）

スマイル★フラ ケイキクラス

ハワイのクムフラ・エインズレイ氏認定の講師
が基礎から優しく丁寧にお教えします。笑顔で
楽しく踊れます。

Ｎａｌｅｉａｎｕｅｎｕｅｏｋｅｋａｉ
（多賀洋子） Na Lei Anuenue Hula Academy主宰

17:30～18:30
月額3,100円(税別)

第2(土)

12ヶ月のお花あそび＆
子どもがたのしむお花の教室

春の色彩豊かなお花を使
って、元気なアレンジを
つくりましょう。

キッズワールド フラワースクール講師

【①キッズ（年長～大人）】
14:30～16:30
【②たんぽぽ（年少～年長の親子ペア）】
16:30～17:45
月額2,100円(税別)

楽しく学べるアコースティックギター

「アコギを楽しみたい方」
「基礎から学びたい方」な
ど、それぞれのレベルにあ
わせて楽しいレッスンをし
ています。
＊エレキギターも可

森下周央彌 大阪音楽大学　ジャズ科卒

（火）

楽しい☆ストリートダンス

3歳からはHIP HOP、小4から
はJAZZが習えるストリートダ
ンス教室。両方受講ならさらに
お得！！基礎からマンツーマン
で学べる時間も◎。クラスの雰
囲気はアットホームなので、構
えず気軽にお越しください！

Maa アイドル振付・バックダンサー・
インストラクター

　 【3才～幼児クラス（3才～幼児）】16:40～17:30
【HIP HOPクラス（小１～小3）】17:30～18:20  月額5,400円(税別)

(水）
【キッズ（4才～8才）】17:45～18:45
月額5,800円(税別)

(木）
【キッズ（4～6才）】17:00～17:45
月額5,200円(税別)

【ジュニア（9才～15才）】18:45～20:00
月額6,200円(税別)

【ＪＡＺＺクラス（小4～中3）】18:20～19:10 月額6,800円(税別)
【HIP HOP＆ＪＡＺＺクラス（小4～中3）】17:30～19:10 月額8,000円(税別)

キッズHIP HOP

HIP HOP

基礎練習をしっかりして一人一
人の苦手を一つずつなくしてい
きます！ゆっくり確実に上達し
ていきましょう♪

Yuumi 大阪ダンス＆アクターズ専門学校卒

ストリートダンス

ストリートダンス入門

ストリートダンスに必要な基礎
から応用まで丁寧に教えていき
ます。みんなで楽しくカッコよ
くＬＯＣＫしましょう！

RiHO ダンスインストラクター

ストリートダンス(フリースタイル）

【ジュニア（6～12才）】17:45～18:45
月額6,000円(税別)

初めてだって大丈夫！！リズムト
レーニング、ステップ、振りなど、
ダンスの楽しさをどんどん伝えて
いきますよ！！

kao キャットミュージックカレッジ専門学校卒
インストラクター

～「塔」編集長松村先生と一緒に～
  新緑の天王寺動物園で短歌を詠む

開園から百年の歴史を誇る
天王寺動物園を散策して、
短歌を楽しんでみません
か。新緑の美しい季節に、約
二百種の動物たちと楽しい
一日を過ごしましょう。散
策して歌を詠んだ後に昼食
と歌の講評があります。

松村正直 「塔」編集長

第1･3･4(月)

お子様連れOKマミーズフラ

小さなお子様がいる
ママ！皆と一緒にフ
ラ楽しみませんか？
ハワイの音楽に癒さ
れ気持ちもスッキリ。
いい汗かいて体もリ
フレッシュ！！

緒方めぐみ フラ ハラウ オ カレイレフア　
インストラクター

10:30～11:45
月額4,800円(税別)

第1･3(木）

Micacoのインスパイリング エクササイズ

出産はママがダイエットでき
る最大のチャンス！インナー
マッスル刺激でやせ体質をゲ
ット。お子様同伴OKです！

山内よしこ（Yoshiko） ITSJ認定マスターインストラクター

【お子様連れOKクラス】10:30～11:45
月額4,900円(税別)

(金)

子供合気武道

体で感じ知る事から
始め体の働き方を学
ぶ。美しい身のこな
しこそ躾です。和し
て動ぜずの合気の心
を育てます。

岡林将玄 白鳳流合気武道・総長

18:30～19:10
月額4,700円(税別)

MIHOのジュニアストリートダンス

初心者でも大丈夫！！基礎か
らしっかりレッスンし、ダン
スの楽しさも教えていきま
す！！

MIHO キャットミュージックカレッジ専門学校卒　
インストラクター

クレヨン・はさみ・のりの指導でお子様の手先の力を伸ば
します。又、えほん教材も使用します。

学研幼児コースほっぺんくらぶ
学研教室専任講師

第2･4(木）

第1･3(木）

11:20～12:20

月額3,000円（税別）

②ママキッズ（2014.4月～2015.3月生まれ）

月3～4回（木）

10:10～11:10
③入園準備（2013.4月～2014.3月生まれ）

13:15～14:15
④入園準備（2013.4月～2014.3月生まれ）

15：45～16：45

月額4,050円～（税別）

⑤園児Ⅰ（年少・年中）

16：45～17：45
⑥園児Ⅱ（年長）

14:30～15:30
①ママベビ（4ヶ月～）

①②1,480円(税込)
③1,782円 (税込)

2,506円(税込)

1,080円（税込） 1,200円

学研 科学実験教室
学研科学実験教室専任講師

子どもに大切な「なぜ?」「どうして?」。身近で楽しい科学
実験を通して自ら考え、工夫する力を育てます。

【年長～小6】

【3才～】

【3才～12才】

【①10才～小6】
月額6,100円(税別)
【②中1～】

【小学生】

【高1～】

【小1～中3】 【小4～中3】

【高1～】

【中1～】

【5才～小6】

【中1～】

【年長～小学生】

【5才～中3】

第1･3(土） 10:00～11:30
　　　　   12:15～13:45
第2･4(土)  10:00～11:30 
第2･4(水） 17:00～18:30
月額3,400円(税別) 1,200円

学研・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

イーゼルやキャンバス、アクリル絵の具などの本格的な画材を使い静物画を描きます。
画家になったような気持ちでモチーフをじっくり観察して、表現しましょう！

写実的に描きたいという気持ちに応え、デッサンの技法、油彩、工作な
ど、楽しみながら表現の幅がひろがるようなカリキュラムを多数ご用意
しています。

2,000円3/30(水)10：30～「静物画を描こう！」＊体験プレゼントあり！

第2・4(土)13:15～14:45　第1・3(日)10：00～11：30/14：00～15：30
第2･4(日）10:30～12:00/13:00～14:30　第2・4(火)16:30～18:00
月額8,000円(税別)

第2・4（土） 15:45～17:45 月額9,000円(税別)

【年中～小6】

【中学生～】学研・城戸真亜子アートスクール（アドバンスコース）
2,500円

1,000円 1,000円

ママと一緒に！ハッピー・リトミック
村田美香 大阪音楽大学短期大学部卒

音を聴き、感じ、感覚で理解する楽しい音楽レッスン。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。伸びる可能性を大きく育てます。

①ベビークラス
7ヵ月～

②1歳児クラス
H26年4月2日～H27年4月1日生

③2歳児クラス
H25年4月2日～H26年4月1日生

月額
3,500円

月額
4,350円月3回（水）

12:00
～13:00

月3回（水）
11:00
～12:00

第2・4（水）
10:00
～10:50 (税別)

(税別)

3/30･4/6(水)①10：00～②11：00～③12：00～
1,000円

1,500円 1,000円
3/15(火)16：30～「春色のお花」

1,000円 2,000円

3/12(土)①14：30～②16：30～「春のアレンジメント」3/11・3/25（金）17：30～

2,000円 1,500円

火曜書道
第2・3・4(火)17:00 ～ 20:00 月額6,150円(税別)

1,000円 1,000円

500円

1,000円 1,000円
1,000円

500円

500円

①1,000円②3,050円 1,000円

1,600円

1,000円 1,000円

1,550円

(金)18:00 ～ 19:00
月額5,400円(税別)

(金)19:15 ～ 20:30
月額6,200円(税別)

ストリートジャズ
1,000円

1,550円2,450円

1,550円

1,200円

(木）【中1～大人】19:15～20:15
月額6,000円(税別)

ストリートダンス(フリースタイル）
1,000円

1,500円

5/11（水）
10：15～15：00

4,768円（税込/保険料・ランチ代込）
集合：天王寺動物園 てんしばゲート前 10：00

＊別途入園料500円 申込締切5/1（日）

3/15(火）19：30～ 3,000円

【4才～中3】

第1･3(木)16:00 ～ 19:00［1回30分］
月額4,100円(税別)

第4(水)10:30 ～ 12:30
月額2,600円(税別)

第2(水)10:30 ～ 12:30 月額2,400円(税別)

第1・3（木）13:15 ～ 14:45
月額6,100円(税別)

第1・3（木）15:00 ～ 16:30
月額6,100円(税別)

第1･3(木)16:00 ～ 19:00［1回30分］
月額6,100円(税別)

～入門から経験者まで～ピアノレッスン
1,000円

3,050円

1,000円 100円

1,000円

1,500円

2,400円 500円 2,200円 500円

2,500円

通常3,050円　今回のみ1,000円

3/17（木）13:15～14:15

通常3,050円　今回のみ1,000円

3/17（木）15:00～16:00
2,100円

3/1・4/5（火）10：00～

3/3･3/17(木）13：00～

3,000円

1,542円(税込)
1,000円

1,234円(税込)
1,000円

マウスピース代100円
1,550円

1,000円
2,100円

2,050円 1,500円（税込）

3/16(水)14：30～「エッグアートのジュエリーボックス」
2,000円 2,000円

3/4・4/1（金）13：00～「チェインメイル・ブレスレット」

3,667円3/26（土）12：00～1,250円

1,500円

1,500円

500円

1,750円

2,250円 1,550円

1,000円 2,550円

①1,000円②3,050円

3/16（水）17：30～

2,550円

　19：00～20：30
月額5,100円(税別)

3/15（火）
10：00～12：00

100円2,500円(税別)

3/17（木）
13：00～14：30

1,500円(税別)

3/29（火）
10：30～12：30
「ペンダントトップ」or「ストラップ」

1,000円～2,500円(税別)

06-6835-740010:00～20:00
（日曜17：00迄）

〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1丁目5番2号 セルシービル4Fご予約
承ります

お申込み
お問い合わせ ホームページからもお申し込み承ります。パソコン・スマホ・携帯電話で➡ JEUGIAカルチャー

2016
春期号

保存版

り・めいく着物

千里写真塾

はじめての☆似顔絵

和紙ちぎり絵

体験｜見学｜入会｜お申し込み受付中

お得な

割引！
体験当日または体験なしで
即日ご入会お手続き完了の方は

入会金1,000 割引（税別）

円早割
※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。

2016年

3/31㈭
期間

ま
で

JEUGIAカルチャー

●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・設備維持費・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。

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。

〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1丁目5番2号セルシービル4F

当社は、カルチャー教室事業、音楽教室、音楽・映像ソフト（CD・DVD）、楽器等の販売を営んでいます。カルチャーセンターは全国59会場有り。［株式会社JEUGIA／本社：京都市］［東証二部上場］

体験・見学も承ります！
ご入会受付中

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）

06-6835-7400 ご予約
承ります

…税別表記ですが、講座により税込
　の場合もあります。

10:00～20:00
（日曜は17:00迄）

● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ● 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 発行：JEUGIA　発行日：2016.2.27

受講生募集4F
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