
　【初級】第3(金)
10:00 ～ 12:00
月額2,100円(税別)

第2･4(火)・　第1・3（土）
13:00 ～ 17:00[1回60分]
月額8,000円(税別)

　第2･4(火)・　第1・3（土）
13:00 ～ 17:00[1回90分]
月額5,100円(税別)

9/22（金）10：00～ 10：40 ＊申込締切9/15（金）

第2・4(金)
10：00～ 10：40
月額3,000円(税別)

親子で一緒に英会話
スコット・ミキューアン、藤丸直子 英語講師

9/11・25（月）19：30～ 20：30

第2・4(月)
19：30～ 20：30
月額3,500円(税別)

リフレッシュ☆ナイトＹＯＧＡ
種村貴美 全米ヨガアライアンス認定

200ＲＹＴインストラクター

「学び」の語源は「真似び」と
いう説もあり、正しい発音
をマネしながら学んで英語
に親しんでいきます。親子
一緒なので安心して楽しく
英語が身につきます！

9/22（金）11：00～ 12：00 ＊申込締切9/15（金）

第2･4(金)11：00～ 12：00
月額6,000円(税別)

～フォニックス学習法による～
イギリス人講師の英語発音講座
スコット・ミキューアン 英語講師

英語をローマ字読みやカタカナ読みで発音してい
ませんか？間違った発音では違う意味の単語とし
てとらえられることもあります。在日10年以上の
イギリス人講師によるフォニックス学習法で基礎
から楽しくご指導いたします。ワンランク上の英語
学習として、ご自分のためのスキルアップ、キャリ
アアップのための英語レッスンを始めましょう！

1,000円

3,000円

第3(火)
10:00 ～ 12:00
18:30 ～ 20:30
月額2,600円(税別)

チョークアート
鳴海愛子 ＣＡＡ日本チョークアーティスト協会認定講師

指でくるくる描いていく楽しいチ
ョークアート。ポップでカラフルな
ウェルカムボードを作りましょう！
＊資格取得コースもあります。

第2(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

所神根孝二 ＫＯＢＥ Ｐｅａｒｌ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 代表

初めての方でも安心です。真珠の
街、神戸の案内人で、養殖場で核入
れからデザインまで様々な分野で
体験したスキルとお話が学べま
す。お好みのパールのサイズ、形、
長さに天然石も選べて、季節感豊
かな作品が！よみがえろう思い出の
パール（リフォーム）も！

2,000円 1,500円

第2・4（金）17:00 ～ 18:00
月額3,100円(税別)

第1･3(金)10:00 ～ 11:15
月額3,800円(税別)

スマイル★フラ ケイキクラス
Ｎａｌｅｉａｎｕｅｎｕｅｏｋｅｋａｉ（多賀洋子） Na Lei Anuenue Hula Academy主宰

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。

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)

よくわかる四柱推命占い

基礎から学ぶ実践手相学

HULA（フラダンス）

山田凰聖 甲斐四柱推命学院学院長

「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。

1,000円

9/21（木）13:15 ～ 14:15 3,050円
今回のみ1,000円

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)

学研 科学実験教室
学研科学実験教室専任講師

年間100以上の実験を体感し、失敗と成
功を繰り返すことで子どもたちの自ら考
える力を伸ばします。

学研幼児コースほっぺんくらぶ
学研教室専任講師

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。
又、えほん教材も使用します。

1,000円 1,200円

500円 1,080円（税込）

1,750円 1,750円

第2･4(水)19：30～ 20：30
月額4,000円(税別)

～基礎代謝ＵＰ！～ピラティス
竹原美樹 ＳＴＴＯＴ ＰＩＬＡＴＥＳ認定インストラクター

2,000円

第2(火)
10:00 ～ 12:00
月額2,500円(税別)

塚本ミカの
ＮＹビーズアクセサリー
成願佳子 塚本ミカＮＹビーズアクセサリー・ワイヤージュエリー資格認定講師

財団法人日本余暇文化振興会資格認定講師・パオロボトーニ資格認定講師

2,000円 2,000円

第2・4(金)
10：00～ 11：00
月額4,000円(税別)

ひめトレ
（女性のための骨盤底筋群エクササイズ）
竹原美樹 健康運動指導士

2,000円

(木)12:00 ～ 13:30
月額6,600円(税別)

～初心者の方大歓迎！！～
アロハ ハワイアンフラ ・ピカケ
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

1,650円

第1・3（水）
13：00～ 20：00［1回30分］
月額5,000円(税別)

第1・3（水）
13：00～ 20：00［1回30分］
月額7,000円(税別)

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

楽しく学ぼう ピアノレッスン
新崎洋実 パリ地方音楽院卒

1,000円

3,500円

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～
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

2,400円 500円（税込）

第1･3（月）
10:30 ～ 12:30
月額4,100円(税別)

やさしい植物画
矢間芳子 絵本作家

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

パーソナル
ボイストレーニング

梅本けい子 相愛大学音楽学部卒 

3,500円

第1･3(日）
13:00 ～ 14:30
月額6,100円(税別)

二胡アンサンブル
陳 少林 中国民族管弦楽器協会会員

3,050円

楽しいマンドリン

ピアノレッスン・ステップアップ！

多武和民 マンドリン奏者

月3～ 4回(土）
【中級ラテン】15:00～16:00
【中級スタンダード】16:00～17:00
【初　級】17:00～18:00
月額4,650円～(税別)

鉄平の社交ダンス
宇治鉄平 JBDFプロダンスインストラクター

2,000円

第1・3(日)10:30 ～ 12:00・13:30 ～ 15:00
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
学研城戸真亜子アートスクール専任講師

2,000円

村田美香 大阪音楽大学短期大学部卒

第2・3・4（金）16:00 ～ 18:00
月額4,050円(税別)

子どもかきかた教室
～筆と硬筆～
岡本飛雲 暁書法学院講師

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

バトントワリング
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

1,000円

第3(水)
14:30 ～ 16:30
月額2,050円(税別)(月)19:00 ～ 20:15 月額6,200円(税別)

エッグアート
堀内久仁子 クラフトMORE主宰

2,050円
1,500円（税込）

第3(土)10:00 ～ 12:00
月額2,100円(税別)

ラッピングコーディネーター
～贈り物を美しく彩る～

関 智恵子 ラッピング協会認定講師

第2･4(金)18:00 ～ 20:00
月額3,100円(税別)

筆ペンとボールペンが同時に学べる
岡本飛雲 暁書法学院講師

【入門Ⅰ（初心者コース）】体験会
9/13・9/27（水）12：00～ 13：00

第2･4（水）

月額5,100円(税別)

　 【入門Ⅰ（初心者コース）】
12:00 ～ 13:00

【入門Ⅱ】
13:00 ～ 14:00

【初級】
14:00 ～ 15:00

はじめての韓国語
玉城典子 韓国語講師

2,550円

第2･4(火)10:00 ～ 12:00
月額4,700円(税別)

賞状書士養成講座
玉井智子 日本賞状書士養成センター師範

2,350円

(金)10:00 ～ 11:30
月額4,200円(税別)

健康体操 真向法
吉崎幸孝 公益社団法人真向法協会理事

1,050円

第1・3（月）10:00 ～ 11:30
月額2,780円(税別)

免疫力UP！ 導引気功教室
古髙春樹 導引養生功神戸協会代表

健身気功日本総本部関西委員長

1,390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

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

1,850円

整理収納教育士認定講座
藤丸直子 整理収納教育士認定講師

ファッションカラー講座
～秋の流行色を先取り～

友田佳美 カラー＆イメージスタイリスト

第2(水）13：00～ 14：30
全6回一括16,800円(税別)

メディカルアロマQOLプランナー
（健康管理士）講座
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

JMAA認定の5種のセルフケア講座の内容がすべて盛り
込まれた、メディカルアロマの最新講座。美容スキンケア
～市販薬までさまざまなレシピが学べます。講座受講後、
認定登録手続きをする
ことで「メディカルアロ
マQOLプランナー」も
しくは「メディカルアロ
マ健康管理士」の資格が
取得でき、NPOとして
啓蒙・普及、セミナー開
講することができます。

４つの動作で股関節を動かし体を柔軟にし血
流をよくして身体を若返らせる究極の健康
体操です。

第1･3・4（土)
10:00 ～ 13:00
【初級】月額5,190円～(税別)
＊中級・上級・研究科あり

いけばな小原流
細川豊匠 小原流家元教授　

大阪支部　名誉幹部

花は野に咲くご
とく…自然を見
つめ、生活を豊か
に、より美しく、
いけばなを楽し
みましょう。

中医学の理論と中国武術を土台に健康保持
と自然治癒力を高める学問として承認され
ている気功です。練習内
容は、簡単な動きから、経
路・ツボの刺激、深い腹式
呼吸、静かな精神状態へ
誘導です。心身のストレス
解消にいらして下さい。

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。

子どもの自立力を促進させるための整理収納教育方法を学
べ、教育現場や日々の生活で活用できるスキルを身につけ
られる認定講座です。教育者の方、お子
様の忘れ物や片付けにお悩みの方にぜ
ひ！（整理収納アドバイザー 1級予備講
座の受講資格が得られます。）
＊申込締切日までに受講料を
  ご入金ください。

～お寿司ｄｅアート～飾り巻き寿司
宝巻子 ＪＳＩＡ東京すしアカデミー

飾り巻き寿司マスターインストラクター

切って感動、食べておいしい飾り巻き寿司。
初めての方でも大丈夫です。運動会や遠足の
お弁当に彩りを。

あなたが若々しく魅せる色使い
で洋服・メイク・ヘアカラーまで
トータルな着回しを提案します。
自分らしいスタイリングの発見
です。
参加して頂いた方にはカラーシ
ートをプレゼント！

スワロフスキーDECO「スワロケース」
富永 舞 スワロフスキーデザイナー

回して遊ぼう！
ダンボールガラポン抽選機工作教室

小寺 誠 クラフトマンエッセンス代表世界に1つだけのマイオリジナルケー
スを作りませんか？カードケースをス
ワロフスキーでデコレーションします。
＊柄は5種類から選べます。
＊色は6種類（黒・茶・こげ茶・青・淡ピ
ンク・濃ピンク）から選べます。お申
込時にお好きな色をご指定下さい。
＊対象年齢小1～大人（低学年の方
は保護者同伴）

ガラガラ回して遊んでみよ
う！ダンボール製ガラポン抽
選機の工作教室です。色を
塗って玉に「あたり」「はず
れ」を書くと、自分だけのオ
リジナル抽選機が作れま
す。運試しに回して遊ぼう！

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。

第1･3(土)
12:30 ～ 13:30
月額3,000円(税別)

第1･3(土)
13:30 ～ 14:30
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

大畠二六雄・稲田和人 大阪府スポーツチャンバラ協会
名誉顧問・顧問

500円

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！

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。

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。

本物のグース等の卵
の殻をドリルでカット
し彩色や飾りを付け
て、独創的で素敵な
宝石箱や装飾品を作
りましょう。

ＫＩＤＳストリートダンス

ストリートダンス

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

1,000円

基礎を中心に音に乗ることを重心的に楽しく踊
ることを心がけています！上手くなれば楽しくな
るし楽しくなれば更に上手くなる、そんなレッス
ンをしています！僕と一緒に踊りませんか？ 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。

【中・上級】第1(金）
10:00 ～ 12:00
月額2,600円(税別)

ハーブとアロマで暮らしを楽しく
岩橋恵子 グループCaroハーブ講師　

JAMHA認定ハーバルセラピスト

【初級】2,100円【中・上級】2,600円 2,000円前後

暮らしの中でハーブ
の香りを楽しみまし
ょう。ハーブティー、
園芸、手芸、クラフト、
メディカルハーブ、歴
史等幅広くハーブを
楽しみます。

筆ペンとボール
ペンを同時に学
んでいただい
て、両方上達で
きるように、てい
ねいにアドバイ
スします。

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。

第4(月)
10:30 ～ 12:00
月額1,600円(税別)

筆ペンはがき絵
片岡明澄 暁書法学院委員

500円
500円

6本のカラー筆ペンで
季節の花等を描きま
す。描き順に従って描
けば、簡単スピーディ
ーにはがき絵が完成
します。

格調高く心を打つ
手書きの楷書。
賞状や宛名、のし
袋等の書き方を学
びます。認定資格
制度もあります。

第1･3(日)10:30 ～ 12:30
月額4,100円(税別)

楽しいエッセイ
山下久美子 木村治美エッセイストグループ（KEG)所属

書くことが好きなあなたに、エッセイの楽し
さを。なごやかな教室で作品の合評をしてい
ます。初めての方もぜひ！

幼少期からアクリル絵
の具やカラーガムテー
プなど様々な画材を豊
富に使って、大胆で色
彩感覚豊かに表現でき
る子どもを育みます。

一日頑張ったお休み前
の心と身体にご褒美
を。ほぐし運動を沢山
盛り込んだ楽しいヨガ
のクラスです。

呼吸と共に筋肉
を意識しながら動
かします。軸のし
っかりした体、動
きやすい体、痩せ
やすい体を目指
しましょう！

9/7・21（木）10：30～ 11：30

第1・3（木）
10：30～ 11：30
月額3,500円(税別)

ストレス解消ヨガ
花田直子 Ｓｔｕｄｉｏ Ｍａｒｉａ ＹＯＧＡ Ｂａｌｌｅｔｓｃｈｏｏｌ主宰

ＩＨＴＡ国際ホリスティックセラピー協会認定ヨガインストラクター資格

日々を楽しく、健康的
に過ごす為のヨガ。
様々なポーズは身体を
整え、呼吸を深め、心も
すっきりします。

カリグラフィーは西
洋の書道。美しい書
体を日常に取り入れ
て、センスアップしま
せんか。

厳選された天然石を使
用し優美で上品なデザ
インジュエリーを創りま
す。資格取得もでき講
師として活躍する道も
開かれています。

緩んだ骨盤を引き締め、
尿もれ予防効果が期待で
きるひめトレ。骨盤底筋群
を目覚めさせ、姿勢美人
を目指します！

初めての方大歓迎！！
基礎から丁寧にレッ
スンします。ハワイの
音楽に癒されながら
楽しみましょう。

初心者から経験者まで、個々
に合わせた楽曲や教材を用
いてレッスンします。音感、リ
ズム感、読譜力を養います。

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。初めての方でも楽
しんでいただけます。

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」
末次 寛 フォトグラファー

3,100円

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。

季節の草花を観察し
ながら描きます。花
たちをくわしく見て
いると自然の美しさ
や不思議さを発見し
ます。

第1･3(水)
10：30～ 12：30
月額5,000円(税別)

ハワイアンキルト
山野上加代子 Hawaiian　Quilt教室

Kayoko主宰

ハワイの音楽を聞き
ながら、伝統的なハ
ワイアンキルトとオ
リジナルな創作パタ
ーンでゆったりと素
敵な時間を！！

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。

第1･3(土)
10:00 ～ 18:00［1回30分］
月額5,500円(税別)

クラシックピアノの基礎から
個々のレベルに合わせて指導
します。ソルフェージュ・楽典
にも対応。音楽性を養います。

第2･4(月)
10:00 ～ 12:00
月額5,000円(税別)

1,900円 2,000円～ 3,000円

中国楽器「二胡」を初歩から
丁寧に指導します。一緒に
合奏を楽しみましょう。楽器
の貸し出しもあります。

マンドリンは可愛い音がとても魅力的、親し
みやすく気軽に楽しめる楽器です。クラシッ
ク、唱歌、ポップス、ジャズ等々、ジャンルを問
わずどなたでも演奏す
ることができます。あな
たもお気に入りの１曲
を奏でてみませんか？

アンデスの笛・ケーナの魅力
渡部勝喜 ケーナ奏者

2,550円
1,000円

三千年の歴史を持つインカ
の葦笛・ケーナにチャレン
ジ‼名曲『コンドルは飛ん
でゆく』をあなたの手で奏
でてみませんか？

生涯楽しめる社交ダン
スはあなたの暮らしに
彩りを与えてくれます。
現役競技プロダンサー
とレッスンしてみませ
んか？

月3～ 4回(金）
①【初中級】きっちり基礎コース13:30 ～ 14:50 月額6,150円～(税別)
②【中上級】みっちり上達コース15:00 ～ 16:20 月額7,350円～(税別)
③【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
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 

①2,050円②2,450円③1,500円

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！

【2歳～未就園児】

9/8・22（金）10：00～ 11：00

9/13・27（水）19：30～ 20：30

カリグラフィー
小堀奈穂 カリグラファー

2,500円 300円～ 500円

【4才～中3】

1,000円

3,500円

こどものピアノ
梅本けい子 相愛大学音楽学部卒

【4才～中3】

大人のピアノ

2,550円
4,000円
1,000円

4,550円

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

　16:30～17:30
月額5,100円(税別)

【年長～小6】
【年中～小6】

【中1～】

【4才～中3】

【5才～小6】
【年長～小学生】

1,200円

～楽しさ満載！ 秋からの「学研 科学実験教室」～
9月 振り子とバランス実験
10月 空気の実験
11月 磁石の実験

1,000円

500円

1,000円

1,900円

第1･3(木）

月額3,000円（税別）

月額3,500円（税別）

11:20～12:20
②ママキッズ（2015.4月～2016.3月生まれ）

月額7,950円～（税別）
14：30～15：40
③フェリーチェ（2014.4月～2015.3月生まれ）
月3～4回（木）

10：10～11：10
第2・4（水）

10:30 ～ 11:30

①ママベビ（4ヶ月～）

【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）

1,480円(税込)

2,565円(税込)

月3～4回（木）

13：00～14：00
④入園準備（2014.4月～2015.3月生まれ）

16：00～17：00

月額4,050円～（税別）

⑤園児Ⅰ（年少・年中）

17：00～18：00
⑥園児Ⅱ（年中・年長）

2,506円(税込)

ハッピー・リトミック ママと
一緒に！

9/21（木）15:00 ～ 16:00 3,050円
今回のみ1,000円

1,550円

1,550円

(月)
【キッズ（4才～）】17:30～18:00 月額4,000円(税別)
【ジュニア（小学生）】18:00～19:00 月額5,400円(税別)

2,500円(税別)
10：30～ 12：30
9/28㈭または10/13㈮11日

講座
1,000円(税別) 2,000円(税込)
10：00～ 12：00
9/24㈰11日

講座

申込締切 9/17迄
1,300円(税別) 1,300円(税込)
10：00～ 12：30
9/10㈰11日

講座

申込締切 9/7迄
2,000円(税別) 1,300円(税込)
10：00～ 11：30
9/21㈭「くるま」

10：00～ 11：30
10/19㈭「ねこ」11日

講座

申込締切 1週間前申込締切 １週間前
100円(税込)

21,276円(税込)
10：30～ 17：30（休憩1時間含む）
9/30㈯または11/11㈯11日

講座

申込締切 １週間前
テキスト代・認定料・試験料12,624円（税込）

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

ご予約
承ります

お申込み
お問い合わせ

2017
秋期号

保存版

JEUGIAカルチャー

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59会場有り

［十字屋Culture株式会社／本社：京都市］

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）
…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。

体験｜見学｜入会｜お申し込み受付中

ここ

22階 専門店A棟フロアMAP

　　　　　　　　　　　●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59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

…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
■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

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

● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ● ジャンル豊富に150講座以上が集う 総合カルチャーセンター

06-4865-3530 〒560-0002 豊中市緑丘4-1 イオンタウン豊中緑丘2F
10:00～20:00
（日曜17：00迄） 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

～お寿司deアート～飾り巻き寿司「ねこ」 こども空手教室 ストリートダンス（フリースタイル）はじめての☆似顔絵

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。

2017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）

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2017.8.25

2階階


