
500円(５部）1,500円(税別)

第3（日）
10:00 ～ 12:00
月額2,500円(税別)

木版画を楽しもう

簡単な単色木版画から本格
的な多色木版画まで、それぞ
れの方のペースに合わせて
取り組みます。

馬川亜弓

1,000円 500円

第1(水）
10:00 ～ 12:00
月額2,600円(税別)

ワイヤーアート

アルミワイヤーとビーズを使って個性的なインテリアを・・
又、植物と組み合わせて癒しの空間作りをしませんか？ 

進藤みどり

第1･3(金)
13:00 ～ 15:00
月額4,100円(税別)

和紙ちぎり絵

手すき和紙で染め、和
紙を使って花や風景
を表現し、貼り方で日
本画や油絵風にも立
体感のある暖かい作
品に仕上がります。

大久保輝成

2,100円 メガネホルダー 500円(税込）  あずま袋1,000円（税込）

第4(水）10:00 ～ 12:00 月額2,100円(税別)

リ・めいく着物

着物をなるべくほ
どかず簡単に手縫
いで、カジュアルな
服やバッグ、小物を
つくって、手作りを
楽しみます。

森川恭子

第3(火)15:00 ～ 17:00
月額3,100円(税別)

初心者のための「写真教室」

デジカメで「写真」は
より身近に。でもキ
レイにセンス良く撮
るにはコツがありま
す。そんな写真を楽
しく学びましょう。

末次　寛 フォトグラファー

1,850円

第2･4(木）10:30 ～ 12:00 月額3,700円(税別)

～心と身体のリラックス～
ゆる体操　初級

骨、筋 肉、そ し て
内臓の一つ一つ
を ゆ す り、ゆ ら
し、ゆるめる事に
よって心も身体
もリフレッシュ
できる体操です。

河井良子 ＮＰＯ法人日本ゆる協会公認　　
ゆる体操  正指導員  初級  3rd Grade

月3～4回(土）10:15 ～ 11:45
月額5,070円～（税別）

カポエイラ入門

ブラジルの国技カポ
エイラ！足技を主体
とした伝統武芸で老
若男女問わず楽しめ
ます。運動不足解消
には効果抜群♪

窪山　武 カポエイラ協会コハダンジコンタス
大阪支部代表

第2・4(月)19：30～ 21：00
月額4,500円(税別)

アイドルダンス・コレオグラフィ

アイドルダンスのコ
ツを振付師から学ぶ
チャンス！ダンステ
クニックはもちろ
ん、振付を作るコツ
も勉強できます。

ＳａＫＩ＊ アートダンスプロダクション

ゆっくりたのしいハワイアンフラ

60歳から無理なくゆっ
くりたのしく踊るハワ
イアンフラです。心も体
もリフレッシュしまし
ょう。

大西コンソラシオン Halau Hula o Kamelealoha 
インストラクター

全米ヨガライアンス 認定  ヨガインストラクター
ベーシックトレーニングコース卒業

癒しのオカリナ

何か楽器を演奏したい
けれど、難しいのは苦手
...そんな方にもオカリ
ナは覚えやすい楽器で
す。童謡からスタート。

木下香苗 大阪音楽大学卒

1,000円
100円

第1･3(月)16:00 ～ 21:30[1回30分]
月額6,100円(税別)

～歌いやすさを実感・体感～
ボイトレ＆ボーカルレッスン

あなたのお好きな歌を身体とい
う楽器を使って歌いこなしてみ
ましょう。滑舌や前に出にくい声
を改善しトーンも改良します。お
腹から声を出すことはストレス
発散にもなります。まずは楽しみ
ながら始めましょう。Let's try!!

下山礼子 音大卒後ライブ活動・講師

500円

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）

「冷え冷え大実験」
9/17（土）①10：00～②12：15～  9/24（土）10：00～

1,000円 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】

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10/10（月）10：30～12：00「静物画～野菜・果物を描こう！～」

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

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。

ベビークラス
7ヵ月～

1歳児クラス
H26年4月2日
～H27年4月1日生

2歳児クラス
H25年4月2日
～H26年4月1日生

月額(税別)
3,500円

月額(税別)
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

1,000円

こどもチョークアート

チョークアート

第3(火)17：00～ 18：30

第3(火)10:00～12:00・    18:30～20：30 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)

【3才～】

1,500円 1,000円

2,000円 1,500円

（金）16:00～18:00
月額5,400円(税別)

子どもかきかた教室
～筆と硬筆～

子供の時に、正しい書
き順・書き方を身につ
けることが大切です。
硬筆・毛筆か、または
両方を学んでいただ
けます。

岡本飛雲 暁書法学院講師

1,000円

【4才～中3】

（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
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・Saki・Akina アートダンスプロダクション所属

1,000円

第1･3(土）13:00 ～ 14:00
月額3,000円(税別)

第1･3(土）14:00 ～ 15:00  月額3,300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
名誉顧問・顧問・師範

【5才～小6】

【中1～】

500円

500円

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)

【3才～12才】

1,000円

第1･3(土）16:30～17:30
月額3,100円(税別)

こどもフラ

美しいハワイの
ダンス「フラ」を
習いませんか？
こどもらしい
曲を、お友達と
一緒に楽しく
踊りましょう。

「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

【4才～中3】

1,000円

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)

楽しく学べるアコースティックギター
森下周央彌 大阪音楽大学  ジャズ科卒

Lei Puamelia　主宰
Yuri Kaleonahe  木村

【①10才～小6】
月額6,100円(税別)
【②中1～】

①1,000円②3,050円

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

【4才～中3】

第1･3(木)16:00 ～ 19:00［1回30分］
月額4,100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

（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)

【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)

1,000円

第1・3（火）18:30 ～ 19:30
月額3,100円(税別)

（火）19:40 ～ 20:55 月額6,200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

【小学生】

【中1～】

1,000円

1,550円

（水）20:00 ～ 21:25 月額6,200円(税別)

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

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

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Ｌ
ＯＣＫしましょう！

RiHO ダンスインストラクター

【高1～】

1,000円

1,550円

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

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

(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

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

【小4～中3】

【高1～】

(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

第2(土)

12ヶ月のお花あそび＆

毎月季節のテーマにそ
って、季節のお花を使
い、自然に触れ合いなが
ら、オリジナルな夢のあ
るアレンジ、ガーデニン
グを楽しみましょう。

キッズワールド フラワースクール講師

月額2,100円(税別)
1,000円 2,000円

第2・3・4(火)
17:00 ～ 20:00 
月額6,150円(税別)

筆やボールペンを使っ
て、今の自分の字を、より
一層素敵な字にする方法
をさがしてみませんか。

久保香園 正筆会常任理事

【月2回コース】

第2・4(火)17:00 ～ 20:00 
月額4,100円(税別)

火曜書道

第2･4(火）
10:30～12:00
13:00～14:30
月額3,100円(税別)

筆ペンとボールペン

筆ペンを練習し、その
後ボールペン字を練
習します。相乗効果に
より美しい文字が身
につきます。

片岡明澄 暁書法学院委員 リメイクデザイナー

500円 500円

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！
＊毎回骨盤調整付

山内よしこ（Yoshiko） ITSJ認定マスターインストラクター

12:00～13:15
月額4,900円(税別)

2,450円 3,100円

おひるねアート撮影会

今大人気！赤ちゃんに背景
や小物をつけて撮影する、
赤ちゃんと一緒に作るアー
ト写真「おひるねアート」。
赤ちゃんの成長の記録を残
すのにもぴったりです。

エンボスを使って和紙に模様をつけます。
お好みの差し色、水引を選び自分だけの
オリジナルの金封を作ります。

川村佐知 一般社団法人
日本おひるねアート協会認定講師

9/29(木)
「運動会」「お月様」

10:00～11:00
11:05～12:05

2,000円(税別)

～四季を彩る和紙教室～
　金封作り
酒井智映子 ＹＵＥ－ＫＯＴＯ主宰

和小物作家

9/21(水)

ファッションカラー講座
　 ～秋の流行色を先取り～

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洋服・ヘアカラー・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

9/29（木）
10：00～12：00

100円2,500円(税別)

第1(水)13:00～15:00
月額3,000円(税別)

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

アトリエ夢遊び講師

木版画作家 ワイヤークラフトクリエイター

通常3,000円 今回のみ2,000円

フランス額装「リボン飾りのマット」 カルトナージュ「ファブリック仕立てのトレイ」
9/7・10/5（水）13：00～15：00

2,000円

第3(金)13:00～15:00
月額1,900円(税別)

真珠屋さんの
パールアクセサリー＆リメイク講座

自分の好みの長さと
デザインをかなえた
い！様々なパールか
ら選べ、自分のペース
で、真珠の知識も学べ
ます。

所神根孝二 KOBE Pearl Collection 代表

1,900円 2～3,000円

2,050円 1,000円

第2･4(火)
13：00～ 15：00
月額4,100円(税別)

第2(水)
13：00～ 14：30 【全6回一括】16,800円(税別)

大津絵

400年の伝統をもつ大津絵は、浮世
絵と合わせて「日本二大民画」とさ
れる伝統の画法。独特の画風、味わ
いを後世に伝える意味でも描き続
けたいものです。七福神、鬼、奴、藤
娘など元禄時代の楽しいモチーフ
を習得できます。

伊藤芦佳 大津絵講師

2,050円

メディカルアロマQOLプランナー
（健康管理士）資格取得講座

JMAA認定5種のセルフケア
講座の内容が全て学べるメデ
ィカルアロマの最新講座。美容
～市販薬のレシピまで充実の
内容です。

家永純世 JMAA日本メディカルアロマテラピー協会
認定スペシャリスト

山田凰聖 甲斐四柱推命学院学院長

よくわかる四柱推命占い

基礎から学ぶ実践手相学

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)

通常3,050円 今回のみ 1,000円
9/15（木）13：15～14：15

通常3,050円 今回のみ 1,000円
9/15（木）15：00～16：00

実勢的な当たる四柱推命を楽しく基礎
から短期間で習得します！生年月日から
始まる四柱推命学…人間関係、仕事、家
庭、恋愛これからに即、役立つ講座です。

【入門】1,950円
【初級】2,250円

月3～4回（月）
   【入門】10:30～11:30
月額5,850円～(税別)

【初級】11:30～12:30
月額6,750円～(税別)

ゆっくり楽しむフラメンコ

スペイン・アンダルシア地方
の民族舞踊・フラメンコを、一
緒に楽しみませんか？哀愁に
満ちたドラマチックな音楽に
感情を乗せ、ギターと歌と踊
りが三位一体となる感動を味
わいましょう。基礎の基礎か
ら丁寧に指導します。

安井久子 スタジオ・ヴェルデ主宰

1,690円

リラックスＹＯＧＡ

自分のためだけの時
間。自分と向き合う時
間。楽しく無理なく気
持ちよく、ヨガをはじ
めてみませんか？

田中美貴子

1,500円

第1・3（土）13：00～ 14：00
月額3,000円(税別)

9/12・9/26(月)19：30～21：00
通常2,250円 今回のみ 1,500円

第2・4(水)
11:30 ～ 12:30
月額3,000円(税別)

1,500円

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)

1,750円

ピラティス

呼吸と全身の動作を
コントロールして、
体調良く美しい姿勢
を手に入れましょ
う。肩こりや腰痛解
消に是非♪

山本　孝 フィットネス企画Q代表　
健康運動指導士

1,250円

月3～4回(月）
【Ⅰ】19:00～20:00【Ⅱ】20:30～21:30
月額3,750円～(税別)

楽しく学ぶ太極拳

受講生の方々は皆様
楽しい方ばかり。健
康のためにも太極拳
は楽しく学びましょ
う。あなたもぜひ。

伊奈遊子
ゆう し

ITC太極拳愛好会主宰

①1,350円
②1,050円

月3～4回(火）
①【48式太極拳コース】
   12:30～14:00
　月額4,050円～(税別)

②14:00～15:30
　月額3,150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
月額6,100円(税別)

3,050円

2,050円
2,550円

楽しいマンドリン

お洒落な楽器マンドリン
を弾いてみませんか？グ
ループレッスンは皆で楽
しく、個人レッスンはレベ
ルに応じ丁寧に解りやす
くお教えいたします。

多武和民 マンドリン奏者

第1･3(火）
15:30～19:30[1回45分]
月額9,100円(税別)

2,550円

16:30～17:30
月額5,100円(税別)

4,550円

健康詩吟

第1･3(木)13：00～ 14：30

新規の教室！初心者大歓迎！
いつでも見学ＯＫ！漢詩を鑑
賞、音読することで大脳が活性
化します。詩吟の複式呼吸は血
圧を安定させる効果があり、朗
詠は声帯や喉頭の動きを鍛え
て健康増進に役立ちます。

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)
3,050円

若柳流日本舞踊・新舞踊

古典を基礎に小唄
端歌新舞踊など精
神力、記憶力を高
め若さと健康を保
つ為楽しく踊りま
しょう。

若柳幸佑 睦流師範(新舞踊)
若柳流師範

1,800円 1,000円

（月）
【キッズ】17:00～18:00
月額5,400円(税別)

KIDSストリートダンス

【ジュニア（小学生）】18:00～19:00
月額5,400円(税別)

初心者でも楽しく踊れてリズ
ムで遊ぶレッスンです。ダン
スの楽しさをお教えします。

ソラ 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

(月）20:00～21:15 月額6,200円(税別)
ストリートダンス

1,000円

1,550円

第2（水）10：30～12：00

15:30～16:15 月額5,400円(税別)①
②【小1～中3】16:15～17:00 月額4,650円(税別)

月3回(水)

① ②

 ママと
一緒に！

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

【お子様連れOKクラス】10:30～11:45

10：30～12：00

子どもがたのしむお花の教室

第1・3（月）
13:30～14:30・15:30～17:30
月額4,100円(税別) [1回60分]
月額5,100円(税別) [1回30分]

「メディカルアロマ手作り講座」

1,000円 1,000円

1,000円

受講生募集4F

● 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

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
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体験｜見学｜入会｜お申し込み受付中 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。

2016年

9/30㈮
期間

ま
で体験当日にご入会の方は（または体験なしでご入会の方）

★対象年齢★

0歳～12歳

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

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・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。

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

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］

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。

ホームページからもお申し込み承ります。
10:00～20:00

（日曜は17:00迄）


