
22　回
講座

小4～

アート＆クラフト
受講料(月額)講　師

やさしい植物画 第1･3（月）10:30～12:30 4,100円矢間芳子

ボタニカルアート 第2･4(水)13:00～16:00 4,100円藤原晶子

水彩画～サロン・ドゥ・ティンクル～ 第2(月)12：30～15：30 3,600円梶谷十江

デッサンから
スケッチ画・水彩画へ 第1･3(月）18:00～20:00 5,100円中田幸夫

水曜絵画教室　水彩～油絵 第2･4(水)13:00～15:00 5,100円前田香織

やさしい色鉛筆と淡彩画
《ドローイング》 第2(金)13:30～15:30 2,600円安芸和美

気軽に描こう日本画入門 第1･3(土）14:00～17:00 6,100円小田　賢

水彩画入門 第1･3(土）14:00～17:00 6,100円小田　賢

チョークアート
10:00～12:00

第3(火) 2,600円鳴海愛子
18:30～20:30

10:00～12:30
第1･3(火）

13:00～15:30

はじめての☆似顔絵 第1･3(金)13:00～15:00 4,100円辻　裕一

漫画教室★千里deアート 第2･4(金)19:00～21:00 4,100円野田陽子

筆ペンはがき絵 第4(月）10:30～12:00 1,600円片岡明澄

和のイラスト講座
～はがきに描く～ 第3(金)10:00～12:00 2,400円鮎裕(あゆゆう)

和紙ちぎり絵 第1･3(金)13:00～15:00 4,100円大久保輝成

ステンドグラス 5,100円緒方三千代　

フルーツ＆ソープ
カービング 第1(木）10:30～12:30 2,700円小川史子

スクラップブッキング 第1(火)10:00～12:00 2,100円松下稔子

アトリエミラボーの
フランス額装とカルトナージュ 第1(水)13:00～15:00 3,000円

林　和恵
須川葉子

カルトナージュ (初級) 第4（金)10:00～12:00 2,100円尼川香陽子

アレンジ・シャドーボックス 第1･3(火)10:30～12:30 4,100円小林基世

Ｊ倶楽部
天然石アクセサリー教室
塚本ミカの
ＮＹビーズアクセサリー

真珠屋さんの
パールアクセサリー＆リメイク講座

第2(火)10:00～12:00 2,500円成願佳子

ビーズアクセサリー
第2(木)10:00～12:00 2,100円

五反田都美子

シニアのための
ビーズステッチ 第4(木)10:00～12:00 2,100円五反田都美子

クロッシェ（かぎ針編み） 第2(水)10:30～12:30 2,400円中森弘馨

ビーズステッチ＆
ビーズクロッシェ 第1(金)10:30～12:30 2,600円中森弘馨

エッグアート 第3(水）14:30～16:30 2,050円堀内久仁子

アロマティック
ソープフラワー

第2(月)10:30～12:00
2,100円髙井圭衣子

第4(金)19:00～20:30

ハーブとアロマで
暮らしを楽しく

第3(金)10:00～12:00 2,100円
岩橋恵子

第1(金）10:00～12:00 2,600円

リュミノーシャドーボックス
3Dアート 第1･3(木）10:00～12:30 4,100円中原好美

第2(火)10:00～12:00 2,500円成願佳子

第2・4（木）10:00～12:00
【月2回コース】

【初級】

【中・上級】

4,100円

ビーズ・デコ刺しゅう 第4(水)10:30～12:30 2,600円中森弘馨

ワイヤーモードジュエリー 第3(金)10:30～12:30 2,600円中森弘馨

第2(金)13:00～15:00 1,900円所神根孝二

ヴィクトリアン
フラワークラフト 第2(金)10:30～12:30 2,600円亀井洋子

趣味教養
受講料(月額)講　師

生活文化
受講料(月額)講　師

能面を打つ 第1･3(水)13:00～16:00 10,000円中瓘能翔

ミニチュア能面で
アクセサリー

第1･3(水)13:00～16:00 10,000円中瓘能翔

上賀茂流 真多呂木目込人形 第4(土）13:00～15:30 3,100円芝吹真智人

かな書道
～百人一首を書く～

10:00～12:00
第1･3(月)

初級　　  
4,100円～
※中級･上級
　あり

初級3,600円～
※中級･上級あり

初級5,190円～
※中級・上級・研究科あり

奥田輝舟
13:00～15:00

10:00～12:00
第1･3(水)

13:00～15:00

10:30～12:00
第2･4(日）

12:00～13:30

10:30～12:00
第2･4(火）

13:00～14:30

仮名書道 第1･3(火）10:00～12:00 4,100円北島佳舟

漢字書道
～初歩から上級まで～

日曜書道教室

4,100円小谷花逕

4,100円和田松翠

筆ペンとボールペン 3,100円片岡明澄

筆ペンとボールペンが
同時に学べる 第2･4(金)18:00～20:00 3,100円岡本飛雲

カリグラフィー 第2･4(月）10:00～12:00 4,100円小堀奈穂

手編み
～基礎から製図まで～

第4（木）10:00～12:00 2,100円
田中志保子

第2･4(土)10:00～12:00 4,200円

手織り 第2･4(木)13:00～15:00 4,600円松田知子

リ・めいく着物 第4(水）10:00～12:00 2,100円森川恭子

楽しく美しく

きもの着付け
第4(月)13:00～15:00 2,050円

つる谷美千緒

第2･4(月)13:00～15:00 4,100円

池坊いけばな 第1･3(水)10:00～12:00峠　紀旭

いけばな小原流 第1･3・4（土)10:00～13:00細川豊匠

大人可愛い
フラワーアレンジメント

第1（土）19:00～20:30
1,900円

西山めぐみ

プリザで作る
オートクチュール
ブライダルブーケ

随時面談の上、
お式に合わせて受講日を
決定します。

【全2回一括】
6,200円

西山めぐみ

初心者のための「写真教室」 第3(火)15:00～17:00 3,100円末次　寛

千里写真塾
写真を楽しもう

第1･3（土）10:30～12:30 5,700円
小川幸三
碩　安雄
寺田克嘉

旅先で役立つ英語を学ぶ 第2･4(火)11:00～12:15 5,100円

5,100円

伊藤道子

14:00～15:00

朗読の楽しみ 第1･3(金)10:30～12:30 4,500円小林一惠

楽しいエッセイ 第1･3(日)10:30～12:30 4,100円山下久美子

よくわかる
四柱推命占い 第1・3（木）13:15～14:45 6,100円山田凰聖

第1･3(火）14:00～15:30 3,100円

第3(土）15:30～17:00

麻雀教室 第1･3(金)14:30～16:30 4,100円徳川孔明

千里写真塾  写真研究コース 第2･4(火)13:30～15:30 5,700円
小川幸三
碩　安雄

はじめての短歌 第3(月）13:00～15:00 2,100円松村正直

はじめての韓国語
13:00～14:00

第2･4（水）玉城典子

美容・健康・癒し
受講料(月額)講　師

ダンス・舞踊・武道
受講料(月額)講　師

資格取得
受講料講　師

基礎から学ぶ
実践手相学 第1･3(木)15:00～16:30 6,100円山田凰聖

賞状書士養成講座 第2･4(火)10:00～11:50 4,700円玉井智子

五感を使った速読教室 第1･3(火)19:00～20:00 5,100円酒匂千嘉子

小笠原流礼法
～生活に役立つマナー～

ラッピングコーディネーター
～贈り物を美しく彩る～

第4(水)19:00～20:30 3,100円
【監修】山本菱知
【講師】濱田菱裕

第3(土）10:00～12:00 3 ヵ月3回
6,300円

関  智恵子

メディカルアロマ
QOLプランナー
（健康管理士）講座

第2(水）13:00～14:30 全6回一括
16,800円

家永純世

スポーツ吹矢健康法 第2･4(月）10:00～11:30 3,100円小山英明

楽しく学ぶ太極拳
13:30～15:30月3～4回

(火）

4,050円～
伊奈遊子

ゆうし

13:30～15:00

【48式太極拳コース】

【24式太極拳コース】

【入門】

3,150円～

やさしい太極拳
（水）13:30～15:00

6,200円笹山真美
(金）11:30～13:00

気功導引養生功 第1・3（月）13:30～15:00 2,780円古髙春樹

～日本最初の健康体操～
自彊術（じきょうじゅつ） (火）10:30～12:00 5,800円吉田眞基子

リズム体操 月3回(水)13:30～15:00 3,750円乙名妙子

～心と身体のリラックス～
ゆる体操　初級

肋骨エクササイズ
ＫａＱｉＬａ～カキラ～

第2･4(木）10:30～12:00 3,700円河井良子

健康体操　真向法 (金）10:00～11:30 4,200円吉崎幸孝

第2・4(木)19:30～20:30 3,100円原　則子

整体師の姿勢・骨盤改善
エクササイズ 第4（土）10：30～11：45 3,000円山内よしこ

癒しのヘルスヨーガ 月3～4回(火）12:30～14:00 5,400円～持田裕子

日曜ヨーガ教室
10:30～12:00

第2･4(日） 4,000円持田裕子

アロマ・ナイトヨガ 第1・3（水）19:15～20:45 3,500円Mika

おつとめ帰りのフラ 第1･3(月）19:30～21:00 4,600円らん Laniloa

ゆっくりたのしい
ハワイアンフラ
お子様連れOK
アロハ ハワイアンフラ・プルメ

お子様連れOK
やさしいハワイアンフラ

第2･4(水）11:30～13:00 4,000円

アロハ ハワイアンフラ・ピカケ (木）12:00～13:30 6,600円緒方めぐみ

第2･4(土）11:00～12:00 3,100円Yuri Kaleonahe 木村

13:30～14:50 8,200円

楽しく華麗に舞う！

社交ダンス (金）15:00～16:20 9,800円山田雅人

16:30～17:20 6,000円

鉄平の社交ダンス 月3～4回(土）15:00～16:00 4,650円～宇治鉄平

12:30～14:00

リラックスＹＯＧＡ 第2・4（土）13:00～14:00 3,000円田中美貴子

アイリッシュダンス 第1･3(土）10:00～11:30 4,700円河合清子

コニーのハワイアンダンス (水）10:00～11:30 6,200円
大西
コンソラシオン

大西
コンソラシオン

(木）10:30～12:00 6,600円緒方めぐみ

HULA（フラダンス） 第1･3(金)10:00～11:15 3,800円
Naleianuenueokekai
（多賀洋子）

やさしい日曜ハワイアンフラ 第2･4(日）10:30～11:50 3,700円Yuri Kaleonahe 木村

音　楽
受講料(月額)講　師

鉄平の社交ダンス
16:00～17:00月3～4回

(土）
4,650円～宇治鉄平

17:00～18:00
楽しくシェイプアップ
やさしいクラシックバレエ
あなたも憧れの主役に！！
バレエヴァリエーションクラス

（火）11:00～12:30 7,000円大矢雅美

（火）11:00～13:00 10,000円大矢雅美

ミセスのクラシックバレエ 月3～4回(水）10:30～12:00 5,490円～
ミィバレエ
スタジオ

ミィバレエ
スタジオ

～初心者歓迎します～

ドリーム・バレエ・
クラシック

月3～4回(火）19:00～20:30

月3～4回(木）19:30～21:00 5,490円～

月3～4回(土）19:15～20:45

※週2回コースあります 10,500円～

ダンスの基礎トレーニングからはじめる
おとなのクラシックバレエ 第2・4(水)19:45～20:45 3,100円TOMOKO 

Akina

やさしい
日曜クラシックバレエ

10:00～11:00 3,100円

11:00～11:30
第1･3（日)

2,100円
SAKURA

11:30～12:30 3,100円

12:30～13:00 2,100円

ストリートダンス （月)19:00～20:15 6,200円ソラ

HIP HOP 6,200円Yuumi

ストリートダンス
（フリースタイル）

6,200円MIHO

ゆっくり楽しむ
フラメンコ

10:30～11:30月3～4回
（月）

5,850円～スタジオ・
ヴェルデ
専任講師

11:30～12:30 6,750円～

はじめてのタップダンス 第1・3（月）14:30～15:30 4,100円泉 久美子

花柳流　日本舞踊 月3回（月）15:30～16:30 4,650円花柳廸若

若柳流日本舞踊・新舞踊 月3回(水)15:30～16:15 5,400円若柳幸佑

若柳流　日本舞踊 第1･3(土）10:00～12:00 6,100円若柳昭翠

白鳳流合気武道 (金）19:30～21:00 7,400円岡林将玄

スポーツチャンバラ 第1･3(土）13:30～14:30 3,300円
大畠二六雄
稲田和人
安田孝雄

楽しいリコーダー教室
～初心者のためのレッスン～ 第1・3（水）10:00～11:30 5,100円井上佳代

第1・3（土）[1回30分]
13：00～14：00

6,000円

第1・3（月）[1回30分]
14:00～17:00

5,100円

ウクレレ教室（初級・中級） 第1･3(金) 13:00～14:00 5,100円大谷駿一

楽しく学べる

アコースティックギター

第1･3(日）[1回30分]
10:00～17:00 6,100円森下周央彌
第2･4(木)[1回30分] 
13:30～21:00

楽しいマンドリン
15:30～19:30
[1回45分]

第1･3(火）
9,100円

多武和民
16:30～17:30 5,100円

柳生新陰流 第1･3(木）19:00～20:30 6,100円池之側　浩

空手教室 （土）18:30～20:30 5,000円野口真理

アンデスの笛・
ケーナの魅力

第2･4(火)13:00～14:30 5,100円
渡部勝喜

癒しのオカリナ
第1・3（月）15:30～16:30 4,100円

木下香苗

沖縄三線
～沖縄の風に吹かれて～

第1･3(日) 14:00～16:00 5,000円関根　愛

バイオリン講座 第2･4(土)[1回30分]
10:00～20：00 7,100円金田啓子

【月1回コース】

【月2回コース】

【月1回コース】

【月2回コース】

【入門】

【入門】

【初級】

【全3回】

【全6回】

【初級】

【中級ラテン】

【中級スタンダード】

【中級】ポアントあり

中1～

（火)19:40～20:55
中1～

(金)19:15～20:30
高1～

【ヴァリエーションクラスⅠ】

【初級】

【入門】

【初級】

中学生～

【ヴァリエーションクラスⅡ】

【初級】

【中・上級】

【入門】

体験・見学も承ります!随時ご入会受付中 JEUGIAカルチャー

http://culture.jeugia.co.jp☎06-4865-3530 ご予約承ります

パソコン・スマホ・携帯電話から
お申し込みいただけます。 会場は大阪
「イオンタウン豊中緑丘」を選択!［電話受付］ 10時～20時 （日曜17時まで）


