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7/31(月)10:00～11:30［申込締切 7/28（金）午前中］
「静物画～やさい、くだものを描こう！～」

2,000円

7/5・8/2㈬のみ特別価格!7/5・8/2（水）13:00～
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」 2,000円

1,550円 1,890円（税込）

500円 1,080円（税込）

1,800円 1,080円（税込）

3,000円 2,000円

2,050円 1,000円

2,400円
7/21（金）10:00～

「宇治金時」 500円（税込）

1,000円

こども1,000円
大　人1,550円

こども1,000円 大人1,550円

こども1,000円
大　人1,550円

こども1,000円
大　人3,050円

こども1,000円
大　人3,000円 ※キッズコーラスのみ

こども1,000円
大　人1,550円

こども1,200円
大　人1,850円

1,000円 1,200円

500円 200円 1,000円 1,000円 1,000円2,000円

1,550円 マウスピース代100円

2,300円

1,450円

2,550円

【48式】1,350円 【24式】1,050円

2,050円

1,550円

2,450円

1,830円

ここ

22階 専門店A棟フロアMAP

第1･3（土）
10:30～12:30
月額5,700円(税別)

千里写真塾
―写真を楽しもう―

撮りたい写真を撮るため
にカメラの基本から学び
ませんか？作品講評と基
本解説に実習を加えなが
ら、現役のプロカメラマン
が丁寧な指導をします。

小川幸三 ・ 碩 安雄 ・ 寺田克嘉 写真家

第2･4(金)
19:00～21:00
月額4,100円(税別)

漫画教室★北摂ｄｅアート

漫画・イラストを勉強
したい方。基礎的なデ
ッサンの見直しから、
漫画の描画力の養成
まで！

野田陽子 〈小4～〉京都精華大学芸術学部マンガ学科
ストーリーマンガ専攻卒業
京都国際マンガミュージアムスタッフ

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舞
踊「フラメンコ」を、基礎からゆっ
くりのペースで学びませんか？
強さと優雅さを合わせ持つダン
スです。初めての方、歓迎します。

スタジオ・ヴェルデ専任講師

月3～4回(金）
【初中級】きっちり基礎コース
 13:30～14:50 月額6,150円～(税別)
【中上級】みっちり上達コース
 15:00～16:20 月額7,350円～(税別)
【入　門】かんたんお気軽コース
 16:30～17:10 月額4,500円～(税別)

社交ダンス

興味はあるが一歩踏み出せない、一度踊ってみたかった、
など、これから始めたい方対象。楽しくストレス発散！

山田雅人
斎藤亜紀

(財)日本ボールルームダンス連盟1級
インストラクター・審査員 
A級ファイナリスト 

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

第1･3(水)13:00～16:00
月額10,000円(税別)

能面を打つ

木の塊をノミ、彫刻刀で彫り、
日本画の方法で色づけします。
初心者から能舞台で使える面
迄、親切丁寧に指導します。

中煒能翔 能面師

第1･3(水)10:00～12:00
《初級》月額3,600円～(税別)
※中級・上級あり

池坊いけばな

個性やレベルに合わせた指
導を行います。いけばなを通
して暮らしに豊かさ、うるお
いを取り入れませんか。

峠　紀旭
堀田紀子

一般財団法人池坊華道会評議委員
華道家元池坊大阪橘会支部長
日本いけばな芸術協会常任委員

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 アトリエ夢遊び講師

①第1･3(火）14:00～15:30
②第1（土）19:00～20:30
③第3（土）15:30～17:00

　①…月額3,100円(税別)
②③…月額1,900円(税別)

大人可愛い
フラワーアレンジメント

暮らしの中にお花を飾りませんか？
花合わせ、色合わせを学びましょう。

西山めぐみ Fleuｒ Joue 主宰

第3(金) 10:00～12:00
月額2,400円(税別)

和のイラスト講座
～はがきに描く～

お申し込み随時受付中

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（あゆゆう）和のイラストレーター
グラフィックデザイナー

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
後ポールペン字を練習
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

第1(木）10:30～12:30
月額2,700円(税別)

フルーツ＆
ソープカービング

タイ王国の王宮が発
祥の「フルーツカー
ビング」食卓を華や
かに。現在は、ソープ
に施しプレゼントに
喜ばれ最適です。

小川ふみ子 日本Ｆ&Ｓカービング協会所属

第2(月) 10:30～12:00
第4(金) 19:00～20:30
月額2,100円(税別)

アロマティック
ソープフラワー

アロマの香るソープ
フラワーで、世界で
ひとつの作品を作っ
てみませんか？

髙井圭衣子 アロマティック
ソープフラワー協会会長

第1･3(金)13:00～14:00
月額5,100円(税別)

ウクレレ教室
（初級・中級）

譜面が読めなくても、
左指先運動でコード、
右手でリズム。貴方に
しみた懐かしい曲から
入れば自然と歩けて楽
しさも。

大谷駿一 関西学院軽音楽部ＯＢ
吹田チャリティ JAZZコンサート実行委員

第1･3(木)13:30～15:00
月額4,000円(税別)

健康詩吟

漢詩の素読から始ま
り、声を出しやすくす
る方法や、詩吟の謡い
方を解りやすく解説し
ます。詩吟をちょっと
だけ体験したいな～と
いう方にもお気軽に参
加して頂けます。

高倉翠坡 公益社団法人
関西吟詩文化協会総師範

第1･3(金)14:30～16:30
月額4,100円(税別)

麻雀教室

当講座は【飲まない・
賭けない・吸わない】
をモットーとした健
康マージャン教室で
す。ユニークな指導方
法でマージャンを覚
え、楽しく脳の活性化
が出来る空間作りを
目指しております。

徳川孔明 麻雀教室講師

第2（木）／第2・4（木）
10:00～12:00
月1回コース…月額2,100円(税別)
月2回コース…月額4,100円(税別)

『シニアのためのビーズステッチ』は第4(木)に開催!

ビーズアクセサリー

海外で長い歴史を持つビ
ーズステッチを中心に、
その他の技法も取り入れ
て高級感のあるものから
普段使いのものまで楽し
んでいただけます。

五反田都美子 文部科学省認可
(財)日本余暇文化振興会認定講師

第1(火) 
10：00～12：00
月額2,100円(税別)

スクラップブッキング

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

第1･3(日)
14:00～16:00
月額5,000円(税別)

沖縄三線
～沖縄の風に吹かれて～

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

第1･3(土)10:00～18:00
月額7,000円(税別) [1回30分]

大人・こども(4才～中3)対象の
ピアノ講座（個人）も上記時間内であります。

大人…月額7,000円(税別)  こども…月額5,500円(税別)

パーソナル
ボイストレーニング

発声、音程、リズムを中心に
基礎から指導。声の可能性を
開きます。ポップス、ロック
等ジャンルはご相談下さい。

梅本けい子 相愛大学音楽学部卒

《キッズ/4才～》
（月）17:30～18:00
月額4,000円(税別)

《ジュニア/小学生》
（月）18:00～19:00
月額5,400円(税別)

KIDSストリートダンス

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。《活動歴》EXILE TRIBE「HIGH＆
LOW THE LIVE」全国ツアーサポート
ダンサーとして出演！

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

第1・3（火）18:30～19:30
月額3,100円(税別)

キッズ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

(金)18:00 ～ 19:00
月額5,400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

(金)18:30～19:10
月額4,700円(税別)

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

第2・4（水）
10:30～11:30【ステップクラス／ 7ヶ月～１歳児】　　
11:30～12:30【ジャンプクラス／ 2～ 3歳児】
月額3,500円(税別)

ママと一緒に！
ハッピー・リトミック

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。

村田美香 ［7ヶ月～３歳児］大阪音楽大学短期大学部卒

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) ※教材費1,200円

学研 科学実験教室

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。

学研科学実験教室専任講師

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

学研・城戸真亜子アートスクール

イーゼルやキャンバス、アクリル絵の具など、本格的な
画材を使って画家になった気分で静物画を描きます。
モチーフをよく観察し、五感で感じて描くことで、感
性、表現力を高める大人気のカリキュラムです。

学研城戸真亜子アートスクール専任講師

ママベビ(4 ヶ月～ )

親子やお友だちとのふれあいを重視した体験型の幼児教室です。

ママキッズ
（2015.4月～ 2016.3月生）

第1・3(木) 10:10～11:10

第1・3(木) 11:20～12:20

フェリーチェ
（2014.4月～ 2015.3月生）

入園準備
（2014.4月～ 2015.3月生）

月3～4回（木）14:30～15:40

月3～4回（木）13:00～14:00

園児Ⅰ（年少・年中） 月3～4回（木）16:00～17:00

園児Ⅱ（年中・年長） 月3～4回（木）17:00～18:00

月額3,000円
教材費1,480円（税込）

月額4,050円～
教材費2,506円（税込）

月額7,950円～
教材費2,565円（税込）

ほっぺんくらぶ学研幼児
コース 
学研教室専任講師

第1･3(木）19:00～20:30
こども(小1～中3)…月額4,100円(税別)
大　人(高校生以上)…月額6,100円(税別)

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

月3回（月）18:00～19:00《5才～中3》
月額4,500円(税別)

キッズコーラス

一人一人、発声から個人の
実力を高め、みんなと一緒
に合わせて歌うことの楽し
さを知り、ストレスを発散
させましょう。

伊藤宏美 大阪音楽大学声楽科卒
声楽家・大阪市生涯学習講師

第1･3(月）
19:30 ～ 21:00
月額4.600円(税別)

おつとめ帰りのフラ

忙しい日常、おつとめ
帰りや学校帰りに憧れ
のフラガールになる夢
を叶えましょう。勇気
を出して始めてみませ
んか。

らん Laniloa ｽﾀｼﾞｵ・ｵｷｶ主宰
フラ・インストラクター

第1・3（月）
14:30～15:30
月額4,100円(税別)

はじめてのタップダンス

初心者大歓迎です。
楽しい曲でリズムを刻み
ましょう。体力に自信の
ない方も椅子に座ってで
きます。脳トレにも最適!!

泉 久美子 スタジオもだんたいむ主宰　
日本ジャズダンス芸術協会関西理事

月3～4回(水）10:30～12:00
月額5,490円～(税別)

ミセスのクラシックバレエ

経験、年齢関係なくど
なたでも楽しくレッ
スン出来るクラスで
す。初心者の方、身体
が硬い方もお気軽に
お越しください。

ミィバレエスタジオ
宝塚音楽学校講師　ミィバレエスタジオ　うえのみさお主宰

月3回(木)
17:00 ～ 19:00
月額4,200円(税別)

こども書道教室

元気っ子集まれ！
楽しくおけいこし、
挨拶もできる子に。
毛筆・硬筆練習可能。
親子でのおけいこも
大歓迎！

久野梢雲 日本書芸院師範　
読売書法会会友　千草会理事

第2(土)14:30～16:30《キッズ/年長～大人》
　　　 16:30～17:45《たんぽぽ/年少～年長の親子ペア》
月額2,100円(税別)

12 ヶ月のお花あそび＆
子どもがたのしむお花の教室

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

第2･4(土)
10：00～11：00
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。

Yuri Kaleonahe 木村 Lei Puamelia 主宰

第2･4(木）
16:00～17:00《ケイキクラス/3才～年長》
17:00～18:00《ジュニアクラス/小1～中3》
月額3,100円(税別)

ハワイアン・フラ

こどもとジュニアの
ためのフラクラスで
す。フラのお稽古を通
して、自己表現や礼儀
を身につけます。

ハラウ オ ナーププヒククイマイカヒキナ専任講師

（水）15:45～16:30《キッズクラス/5才～7才》
　　16:30～17:30《ジュニアクラス/7才～14才》
月額6,000円(税別)

こどものための
クラシックバレエ

わたしたちのバレエクラスで
は、動きのしくみを説明しなが
ら指導していきます。理解しな
がらトレーニングすることで、
より高度な技術を習得すること
ができます。

TOMOKO
Kristaps Lintins

アートダンスプロダクション所属

第1･3(火)
19:00 ～ 20:00
月額5,100円(税別)

五感を使った速読教室

速く読めるのはもちろ
ん、集中力・記憶力UP
や、右脳や潜在意識を
開花させ、脳から楽し
く若返りましょう。

酒匂千嘉子 美脳アカデミー所属
速読インストラクター

ステンドグラスで
ケロちゃんを作ろう

この夏、ステンドグラス作り
を体験してみませんか？
はじめての方でも気軽に楽し
めます。可愛いケロちゃんを
作りましょう。

緒方三千代

★緑・ブルー・紫のお好きな色が選べます。
★対象年齢：小3～大人（小学生は保護者同伴）

★白・ピンク・黄・水色・黒のお好きな色が選べます。
★大きさは、大・小選べます。
★対象年齢：小1～大人（低学年は保護者同伴）

アトリエBOO講師

第2･4(月）10:00～11:30
月額3,100円(税別)

スポーツ吹矢健康法

気軽に出来る健康効
果の秘訣は腹式呼吸
をベースとしたスポ
ーツ吹矢式呼吸法で
す。精神力･集中力が
身につきます。

小山英明 （一社）日本ｽﾎﾟｰﾂ吹矢協会
上級公認指導員

(火）10:30 ～ 12:00
月額5,800円(税別)

～日本最初の健康体操～
自彊術（じきょうじゅつ）

生活習慣病に大きな効
果がある健康体操。太り
すぎ、肩こり、腰痛、高血
圧等の予防に最適。運動
不足解消に！

吉田眞基子・他 公益社団法人自彊術普及会
中伝指導員

【48式太極拳コース】
月3～4回(火）
13:30～15:30
月額4,050円～(税別)

【24式太極拳コース】
月3～4回(火）
13:30～15:00
月額3,150円～(税別)

楽しく学ぶ太極拳

この教室では扇を持って太
極拳もします。楽しさ倍増。
受講生の方々も皆様楽しい
方ばかり。音をたてて扇を
開けばストレスもふっとび
ますよ。あなたもぜひ。

伊奈遊子（ゆうし） ITC太極拳愛好会主宰

(水)13:30～15:00 (金)11:30～13:00
月額6,200円(税別)

やさしい太極拳

肩の力を抜き、ゆったりした気分で基本の
型・動作から少しずつ、体に無理なく健康
法として楽しく学べます。

笹山真美 中国武術研究会指導員

第4（土）10：30～ 11：45
月額3,000円(税別)

整体師の
姿勢・骨盤改善
エクササイズ

正しい姿勢を意識しながら痛みのでない
身体作りを目指します。腰痛・膝痛・尿モ
レ・お顔のタルミなど毎回テーマを決め気
になる部分をトータルにサポートしてい
きます。（個別骨盤チェックあり）

山内よしこ
整体師
日本肥満予防健康管理士認定講師
元日本ウェルネス専門学校講師

　　　　　　　　　　　●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。

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
…消費税は別途要します。（税別表記）

ご予約
承ります

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。

〒560-0002 豊中市緑丘4-1 イオンタウン豊中緑丘2F

2,550円(税別)

■千里中央より
　「緑丘」で下車する場合
　3番乗り場より「西緑丘」経由
　「豊中」いき乗車「緑丘」停留所すぐ

バスをご利用のお客さま

■豊中より「北緑丘」で下車する場合
　1番乗り場より「北緑丘団地」経由「千里中央」いき乗車
　「北緑丘」停留所下車、徒歩約5分

■豊中より「緑丘」で下車する場合
　2番乗り場より「西緑丘」経由「千里中央」いき乗車「緑丘」停留所すぐ

■千里中央より
　「北緑丘」で下車する場合
　2番乗り場より「北緑丘団地」経由
　「桃山台駅前」いき乗車
　「北緑丘」停留所下車、徒歩約5分

7/4㈫・7/18㈫
8/1㈫・8/29㈫

11日
講座

● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ●

2階階

全講座案内 発　行：十字屋Culture株式会社
発行日：2017.6.26

〒560-0002 豊中市緑丘4-1 イオンタウン豊中緑丘2F［電話受付］10時～20時
（日曜：10時～17時まで）

06-4865-3530

［電話受付］10時～20時（日曜：10時～17時まで）
06-4865-3530

JEUGIAカルチャー

4.10㈪にOPENしました!

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➡
会場は➡大阪 「イオンタウン豊中緑丘」 をお選び下さい！

JEUGIAカルチャー

入会と受講のご案内

随
時

➡

ホームページからも
　お申し込み承ります。

［年長～小6］

［小学生］

［5才～大人］ ［4才～中3］

［小1～中3］

［小1～中3］

［年中～小6］ ［4ヶ月～年長］

大人対象(中学生以上)の
ストリートダンスが新設されました！
（月）19:00～20:15  月額6,200円(税別)

大人対象(中学生以上)の
HIP HOPもあります。

大人対象のお子様連れOK
やさしいハワイアンフラもあります。

（火）19:40～20:55
月額6,200円(税別)

大人・こども(5才～中3)対象の個人レッスン
楽しく！気持ちよく歌いましょうもあります。

月3回（月）16:00～[30分]【大　人】月額9,000円(税別)【こども】月額6,000円(税別)

第2･4(土）11:00～12：00  月額3,100円(税別)

大人対象(高校１年生以上)の
ストリートダンス
（フリースタイル）もあります。
(金)19:15～20:30
月額6,200円(税別)

大人対象(高校１年生以上)の
白鳳流合気武道もあります。
(金）19：30～ 21:00
月額7,400円(税別)

1,000円(税込)

1,300円(税別)
1,300円(税込) 2,500円(税別)

ダンボールで
自動販売機を作ろう！

動画サイトで大人気のダンボ
ール製の自販機を作ります。
ボタンを押せば缶が出てくる
楽しい仕掛けつき！折って、
差し込んで、テープで止めて
組み立てるので、小さなお子
様でも挑戦できます♪

小寺 誠

★対象年齢：6才～（小1～）

クラフトマンエッセンス代表

10:30～12:00

申込締切
3日前迄 7/16㈰11日

講座

スワロフスキーDECO
「スワロウォッチ」

世界に1つだけのマイオ
リジナルウォッチを作
りませんか。親子ペアで
もお作りいただけます。

富永 舞
スワロフスキーデザイナー

ファッションカラー講座

洋服の色が変われば顔色も変わ
ります。お似合いの色を見つけ、
洋服・メイク・メガネ選びまで
トータルアドバイスを致します。
イベントの多い夏に素敵ファッ
ションでお出かけしませんか？
参加の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

10：30～12：30
7/13㈭または8/10㈭11日

講座

10:00～12:00/13:00～15:00
申込締切 7/13迄

1,000円(税別)
1,000円(税込)10:00～12:00

7/30㈰11日
講座
申込締切 7/23迄 申込締切 7/6・8/3迄

100円(税込)

個人

入会金

満65歳以上の方は
入会金無料 シニア割

家族割入会金半額ご家族は

満65歳以上の方は
通常5,400円(税込)
➡2,700円(税込)

オープン記念特
典

2017年

7/31㈪
期間

ま
で

無料シニア割
家族割

入会金半額会員様の
ご家族は

満65歳以上の方は満65歳以上の方は
通常5,400円(税込)
➡2,700円(税込)

150講座以上ジャンル豊富に
こどもから大人まで

店頭・お電話・WEBから
お申し込みいただけます 半額150講座以上 オープン記

念特典

入
会
金

2017年

7/31㈪
期間

ま
で


