
学研 科学実験教室
学研科学実験教室専任講師

第2・4（木）10:30 ～ 11:30
月額3,500円(税別)

心身スッキリヨガ
Studio Maria 講師

日常生活を楽しく健康に過ごす為のヨガ。
様々なポーズは心身を整え、呼吸を深める
ことで心をすっきりさせます。

ＹＯＳＨＩＥ ヨガインストラクター

気になるお腹やお尻の筋肉を使い、キ
ュッと引き締まった、しなやかで、いつま
でもキレイな体型を保てるヨガです。

第2・4（木）13:00 ～ 14:10
月額3,500円(税別)

キレイに引き締めヨガ
～アロマの香りを感じながら～

第3(火)15:00 ～ 17:00
月額3,100円(税別)

「写真教室」初心者のための

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。

1,750円

第1・3（水）
19:15 ～ 20:45
月額3,500円(税別)

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！！

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

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。

ハワイアン・フラ
ハラウ オ ナーププヒククイマイカヒキナ専任講師

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。

1,000円

第2・4（金）17:00 ～ 18:00
月額3,100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。

1,000円

【月2回コース】
第1・3（土）
10:00 ～ 12:00
月額2,000円(税別)

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

【月2回コース】
第2･4(土)
10:00 ～ 12:00
月額4,200円(税別)

①【初級】
第3(金)
10:00 ～ 12:00
月額2,100円(税別)

第2･4（水）
【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
月額5,100円(税別)

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

【月3回コース】
第1・3・4（土）
10:00 ～ 12:00
月額3,000円(税別)

KIDS いけばな小原流

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。

第4（木）
13:00 ～ 14:30
月額2,100円(税別)

ポーセラーツ
鷺森沙野香・寺嶋未央 ヴォーグ社認定講師

月3～ 4回（金）
18:10 ～ 19:10
月額4,050円～(税別)

ジュニアストリートダンス
（フリースタイル）
ＫＯＫＯＲＯ ダンスインストラクター

保育士・幼稚園教諭資格保有

1,000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）
18:05 ～ 19:05
月額5,400円(税別)

ＫＩＤＳ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

第4（水）17:30 ～ 18:30
月額2,000円(税別)

第1･3・4（土)10:00 ～ 13:00
月額 初級5,190円～(税別)

子どもマナー教室
十河菱眞 小笠原流礼法　関西支部講師

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

手編み～基礎から製図まで～
田中志保子 日本文化編物協会指導員

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

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

はじめての韓国語
玉城典子 韓国語講師

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

(火)10:30 ～ 12:00
月額5,800円(税別)

～日本最初の健康体操～自彊術
吉田眞基子 他 公益社団法人自彊術普及会

中伝指導員

貯金箱にもできる
「ダンボールガチャガチャの工作教室」

小寺 誠 クラフトマンエッセンス代表

第2･4(月)10:00 ～ 11:30
月額3,100円(税別)

スポーツ吹矢健康法
小山英明 （一社）日本スポーツ吹矢協会上級公認指導員

片づけ収納マイスター
2級認定講座

齋藤壽美子 （一社）日本清掃収納協会
片づけ収納マイスター認定講師・清掃マイスター認定講師

清掃マイスター
2級認定講座

パーソナルカラー講座
友田佳美 ＮＰＯ日本パーソナルカラー協会認定本部講師

ハワイアンコードで作る
ショルダー＆クラッチバッグ

五反田都美子 (財)日本余暇文化振興会認定講師ビーズインストラクター

～ハワイアンリボンレイ～
リボンがいっぱいトートバッグ

田島宏美 ＵｉＣａｒｏｌｅＭｉｔｏ公認リボンレイインストラクター

世界に一つの作品が簡単に出来上
がり大人の方はもちろん小さなお
子様にも楽しんで頂けます。

第1（水）10:30 ～ 12:30
月額1,900円(税別)

関西初上陸！！
パフュームフラワーアレンジメント
Ｈｉｒｏｍｉ フラワーデザイナー

クリスタルフラワーデザイナーズ公認講師

月に一つ、ブーケや小物などの作
品を作り、家に飾ったりプレゼント
にしたり、手作りで花のある生活を
楽しみましょう。

第3（木）
13:30 ～ 15:30
月額2,000円(税別)

第4(日)
10:00 ～ 12:00
【大人】
月額2,000円(税別)

【こども（小1～中3）】
月額1,500円(税別)

ハワイアンリボンレイ カルトナージュ(初級) フルーツ＆ソープカービング お家で簡単！ 発酵いろは
田島宏美 キャロルミト公認リボンレイインストラクター 増田 光 醸研究所主催

醸せ師

2,700円 500円

生花のレイをリボンや毛糸、
ナッツなどを用いて表現する
クラフトです。彩り華やかで、
見るたび心も潤います。

時間をかけて発酵することによって生活にゆとりが生ま
れる発酵スローライフ。目まぐるしく過ぎていく毎日の中
に美味しい発酵を取り入
れ心と体のバランスを整
えましょう！

第4（金)10:00 ～ 12:00
月額2,100円(税別)

尼川香陽子 Arianna主宰

2,100円 2,000円【大人】2,000円【こども】1,000円
500円（税込）

布を使ったフランス伝統
工芸。実用的なインテリ
ア小物を１レッスンで完
成。基礎から学んでいた
だけます。

第1(木）10:30 ～ 12:30
月額2,700円(税別)

小川史子 日本Ｆ＆Ｓカービング協会所属

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。

第1･3(金)14:30 ～ 16:30
月額4,100円(税別)

2,050円1,500円
2,500円

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。第2(金)

10:30 ～ 12:00
月額1,500円(税別)

ー園芸の知識を高めよう！ー
わかりやすい園芸講習教室

髙橋惠子 グリーンコーディネーター

第2(水)13:00 ～ 14:30
全6回一括16,800円(税別)

季節に応じた園芸のノウ
ハウを植物を実際に見な
がら学びます。解りやすく、
ご自宅のガーデニングに
役立てましょう。質疑応答、
撮影可。

第4(土)13:00 ～ 15:30
月額3,100円(税別)

京都、上賀茂神社発祥の地とされる木目込人形は、約
270年の正統技術を継承し、平安王朝の美、桃山、江戸時
代に題材を求めたのが真多呂人形です。経験のない方
も、初歩から学べば雛人形、五
月人形なども作ることが出来
ます。本科、高等科、師範科と
高度な技術を付ければ教授資
格も取得できます。

月3回（月）
15:30 ～ 16:30
月額4,650円(税別)

1,850円

第1･3(土)10:00 ～ 11:30
月額4,700円(税別)

アイリッシュダンス
河合清子 アイリッシュダンス講師

アロマ・ナイトヨガ
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 末次 寛 フォトグラファー

誰でも簡単に始められて長く楽しめ
るダンス、アイルランドの文化と歴史
に触れながら、楽しく踊りましょう！

第2･4(水)
11:30 ～ 13:00
月額4,000円(税別)

2,000円

第2・4(水)19:45 ～ 20:45
月額3,100円(税別)

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

北條知子バレエスクール アートダンスプロダクション所属

1,550円

なんとなくやめちゃったバレエ
も、この講座なら続けられそう。
他ジャンルダンスの基礎作りとし
ても、おすすめ。

(金)19:30 ～ 21:00
月額7,400円(税別)

～心と身体を健康に～
趣味の麻雀教室

徳川孔明 麻雀教室講師

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。

第1･3(土)13:30 ～ 15:30
月額4,100円(税別)

ゆっくりたのしいハワイアンフラ
大西コンソラシオン Halau Hula o Kamelealoha 

インストラクター

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。

3,500円

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

クラシックの発声を
基本に、基礎から指
導いたします。お好
きな楽曲でレッスン
いたします。

第1･3(水)13:00 ～ 14:30
月額5,000円(税別)

一からはじめる
「大人のケンハモ」（鍵盤ハーモニカ）
高祖由貴 SUZUKIケンハモ認定講師

今、プロミュージシャンや音楽愛好者
などの「大人」が楽しむ楽器として愛さ
れている大人のケンハモ（鍵盤ハーモ
ニカ）。解りやすく・楽しく・カッコ良く！
楽譜が読めなくても大丈夫！

第1･3(金)13:00 ～ 14:30
月額4,000円(税別)

～童謡から世界の名曲～
こころの歌

難波洋子 声楽家

2,000円

童謡唱歌から日本、世界の名
曲まで、幅広いジャンルのリ
クエストを中心に、みんなで
楽しく歌います。伴奏つき。 第2･4(土)

【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)

二胡を楽しもう
村田順一 小江南曲社主宰

中国楽器演奏家

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！

9,000円(税別)
10:00 ～ 13:00
9/30（日）11日

講座

申込締切 9/27（木）
（認定料込）9,720円（税込）

9,000円(税別)
13:30 ～ 16:30
9/30（日）11日

講座

申込締切 9/27（木）
（認定料込）9,720円（税込） 2,500円(税別)

10:30 ～ 12:30
10/29（月）または11/22（木）11日

講座

申込締切 各日1週間前
資料代100円（税込） 1,000円(税別)

11:00 ～ 12:00 または 13:00 ～ 14:00
10/14（日）11日

講座

申込締切 10/7（日）
1,500円（税込） 2,160円(税別)

10:00 ～ 13:00
10/21（日）11日

講座

申込締切 10/14（日）
2,400円（税込）

1,300円(税別)
10:00 ～ 12:00
11/4（日）11日

講座
1,300円（税込）

初心者さんも大歓迎！！
体がかたくても大丈
夫！！とにかく元気に、ダ
ンスを楽しみましょう。

基礎を中心に音に乗ることを重点的に楽しく踊るこ
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？
《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！

第1・3（火）18:30 ～ 19:30
月額3,100円(税別)

キッズＨＩＰ ＨＯＰ
Yuumi 大阪ダンス＆アクターズ専門学校卒

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♪

ごあいさつ、お辞
儀、言葉使い、靴の
揃え方、お箸の持ち
方、簡単なお煎茶の
おけいこなど、大切
な日常生活マナー
を学びましょう。

(金)18:30 ～ 19:10
月額4,000円(税別)

子供合気武道
松田良和 白鳳流合気武道・三段　師範代

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。

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。

簡単な小物からセーター・ベ
ストなど流行の色々な作品が
基礎から出来ます。お手持ち
の糸OKです！初心者大歓迎！
※講師資格取得コースもあり
ます。

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
片岡明澄 暁書法学院委員

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。

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。

ハーブを使って、香り豊か
な暮らしを提案します。ハ
ーブの使い方、効能、クラ
フトから化粧品、料理まで
幅広く学びます。

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。

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。

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！

レバーを回すとガチャガチ
ャカプセルが出てくる、貯
金箱にもなるダンボールの
ガチャガチャを作ります。折
り曲げて組み立てるだけ。
色を塗ってデコレーション
して、自分だけのオリジナ
ル作品を作りましょう！

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。

3時間で学べて資格も取得できる講座です。片づけを
学んで必要な物がすぐ取れるスッキリ住まいを目指し
ましょう。
＊申込締切日までに受講料をご入金ください。
＊申込締切日以降のキャンセルはご返金できかねます。

3時間で学べて資格も取得できるお掃除講座です。
プロが教えるとっておきの掃除術であなたも清掃マ
イスターに！楽してキレイな空間を手に入れる方法を
身につけることが出来ます。

＊申込締切日までに受講料をご入金ください。
＊申込締切日以降のキャンセルはご返金できかねます。

あなたは「何色が似合う」のか知りたくないですか？
7色（赤・橙・黄・緑・青・紫・ピンク）の中からあなたに
とっての素敵カラーを見つけることで、お洋服選び
が楽しくなります。そして
7色から色の効果（色彩心
理）を知ることで人とのお
付き合いの幅が広がりま
す。ぜひ体験して下さい。

今流行のハワイアンコー
ドのバッグ。お洒落で可
愛く、お呼ばれの場で
も、視線を集める事間違
いなしです！！
＊色…カーキ色ｏｒシル
バーブラック

お気に入りのたくさん
のリボンでトートバッグ
（Ａ4サイズ）を飾ります。
可愛いバッグでお出か
けも楽しくなりそう♪
親子参加もＯＫです。
＊色…デニムｏｒ黒

2,100円

「マグカップorプレート」
9/27(木)13:00 ～ 14:30

体験会 体験会

体験会

500円

1,000円

1,300円（税込）

1,750円

10/11（木）・10/25（木）
10:30 ～ 11:30

体験会 1,750円

9/27（木）13:00 ～ 14:10体験会

2,000円 今回のみ1,000円

「塩麹作り」10/18（木）13:30 ～ 15:30
締切10/15（月）

500円

1,900円

「ハロウィンフラワー」
10/17（水）10:30 ～ 12:30

2,376円 今回のみ2,000円（税込）

全6回
上賀茂流 真多呂木目込人形

芝吹真智人 真多呂人形学院雅会　常務理事
真多呂人形学院　教授

3,100円

白鳳流合気武道
Ｐｅｔｅｒ HANDLEY 白鳳流合気武道　五段　師範

相手を傷つけず捕り抑える技
術の習得を目標に、人を活かす
稽古を心掛けています。簡単
で有効な護身術も学べます。

花柳流 日本舞踊
花柳廸若 日本舞踊花柳流専門部　師範

日本舞踊が初めての方
も！久し振りの方も！着物
の所作がきれいになりた
い方も！御一緒にお稽古
しませんか？

2,500円 今回のみ1,000円

10/3・10/17（水）13：00～ 14：30体験会
唄口代 約486円

～歌って体幹トレーニング～
歌謡カラオケ教室 お試し体験レッスン

中條 正 中條音楽事務所主宰

カラオケ歌唱上達法は「発声・発音・リズム・
音程・歌心」の5項目。歌は声を出すスポー
ツです。楽しく歌って自然と体幹も鍛えら
れます。歌がお好きな方、まずはお試しレッ
スンを！ 

2,050円 今回のみ1,500円

10/6・10/20・11/3・11/17・12/1・12/15（土）
13:30 ～ 15:30

体験会

【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)

身近にある、なぜ？どうして？を体感し、失敗や成功を繰
り返すことで、子どもたちの自ら考える力を伸ばします。

1,000円
1,200円

10月
11月
12月

振動のおもしろ実験
磁石と電気のふしぎ実験
静電気びっくり実験

1,200円

【年中～小6】

【年長～小学生】

【小学生】

【小学生】 【小1～中3】

【4才～中3】

【6歳～（親子は未満可）】

【小学生～】

【小学生～】

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)

2,000円

2,350円

2,550円 1,390円 1,450円

500円 500円

1,000円 1,000円 1,000円

1,000円

1,000円 300円

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。第1・3(木)

ママベビ（4ヶ月～）

ママキッズ（2016.4月～2017.3月生まれ）
第2・4(木)

10:00～11:00
月額3,000円（税別）

1,480円(税込)

11:00～12:00
10:00～11:00

入園準備（2015.4月～2016.3月生まれ）

16:00～17:00
園児Ⅰ（年少）

17:00～18:00
園児Ⅱ①（年中・年長）

17:30～18:30
園児Ⅱ②（年中・年長）

月額4,050円～（税別）
2,506円(税込)

14:45～15:55
フェリーチェ（年少）
月3～4回(木)

月3～4回(木)

月額7,950円～（税別）
2,565円(税込) 500円 1,080円（税込）

村田美香
中村友美

大阪音楽大学短期大学部卒

同志社女子大学学芸学部音楽学科卒

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。

1,000円

月額3,500円（税別）

第2・4(水)

10:30 ～ 11:30
【ステップクラス】（7ヶ月～1歳6ヶ月）

11:30 ～ 12:30
【ジャンプクラス】（1歳7ヶ月～）

ハッピー・リトミック ママと
一緒に！

月額3,100円(税別)
17:00 ～ 18:00
【ジュニアクラス】（小1～中3）

16:00 ～ 17:00
【ケイキクラス】（3才～年長）
第2・4(木) 第2(土)

【キッズ】（年長～大人）14:30～16:30
【たんぽぽ】（年少～年長の親子ペア）16:30～17:45
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
片山裕子 キッズワールド

フラワースクール講師

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。

1,000円 2,000円

2,100円
1,000円～

1,550円
マウスピース代100円

①2,100円 ②2,600円
2,000円前後

【16歳～】 【16歳～】

【小1～】 【中学生以上】

＊中級・上級・
  研究科あり

期間中、何度でも体験できます。

2018

秋期号
講座案内

保存版

習
い
ご
と

は
じ
め
ま
せ
ん
か
。

体
験
・
見
学
・
新
規
入
会

お
申
し
込
み
受
付
中
で
す

お申込み
お問い合わせ
ご予約承ります 早割 2018年

9/30㈰
期間

ま
で入会金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。

体験当日にご入会の方は（または体験なしでご入会の方）お得な

割引!

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

…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

千里写真塾 おつとめ帰りのフラ ペンと水彩かんたんスケッチ クラシックバレエ（ミィバレエスタジオ）

● 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お申込み
お問い合わせ
ご予約承ります

ホームページからも
お申し込み承ります。
JEUGIAカルチャー

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2018.9.19

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

家族割入会金半額ご家族は満65歳以上の方は
入会金無料 シニア割
満65歳以上の方は

早割
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。

体験当日
（または体験なしでご入会の方）

にご入会の方は
リフレッシュオープン!

2018年

まで!

［期間］

10/31㈬


