
2,000円(税別)
10:00 ～ 11:30
4/18(木)11日

講座

申込締切 4/11（木）
1,300円（税込）

3,000円(税別)
10:00 ～ 11:30
3/14（木）11日

講座

申込締切 3/11（月）
申込締切 3/27（水）

申込締切 3/24（日）

申込締切 3/24（日）

申込締切 3/28（木）

300円（税込）

1,000円

1,650円

子どもの教育で整理整頓はとても大
切な要素です。子どもが管理しやす
い収納法や言葉がけで大切なこと
もお伝えします。内容盛りだくさん
で価値のある90分授業です。

(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

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。

1,000円

(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。

第2･4(水)
16:00 ～ 17:00
17:00 ～ 18:00
月額2,000円(税別)

【日ペン】子ども習字教室
～硬筆と筆～
佐藤秋香 日本ペン習字研究会理事・審査員

基礎から始め、硬筆・毛筆練習可能。正しく書くコツを学
び、きれいに書く楽しさを実感し、上達しましょう！

1,000円

第1・3（火）
17:40 ～ 18:25
月額2,600円(税別)

はじめてのダンス
Yuumi 大阪ダンス＆アクターズ専門学校卒

インストラクター

音に合わせてジャンプした
りステップをふんだりして、
身体を動かす楽しさを知っ
てもらいたいです！！ 月3～ 4回（水）

17:30 ～ 18:15
月額4,500円～ (税別)

月3～ 4回（水）18:15 ～ 19:15 月額4,800円～ (税別)

幼児のためのカポエイラ

小学生のカポエイラ

浦田響生 世界カポエイラ選手権大会
2017/2018年度チャンピオン

カポエイラとは…格闘技と音楽、ダンスの
要素が合わさったブラジルの国技です。

第2･4(水)18:00 ～ 20:00
月額3,100円(税別)

【日ペン】実用ペン・筆ペン教室
佐藤秋香 日本ペン習字研究会理事・審査員

第1･3(月)
10:00 ～ 12:00・13:00 ～ 15:00
【初級】月額4,100円～(税別)※中級･上級あり

かな書道
～百人一首を書く～

奥田輝舟 日本書芸院一科審査員
文科省認定生涯学習一級インストラクター

第4(水)
10:00 ～ 12:00
月額2,100円(税別)

簡単！リ・めいく着物
森川恭子 リメイクデザイナー

いけばな小原流
細川豊匠 小原流一級家元教授直門　

大阪支部　名誉幹部

第4(日)10:00 ～ 12:00月額2,000円(税別)

第4(日)10:00 ～ 12:00
月額1,500円(税別)

ハワイアンリボンレイ

ハワイアンリボンレイ

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

あずま袋2,100円
1,080円（税込） 2,000円 500円（税込）

～お寿司ｄｅアート～
飾り巻き寿司『お花』

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

【入門】
第2･4(火)10:45 ～ 12:00
月額5,100円(税別)

旅先で役立つ英語を学ぶ
伊藤道子 英語講師・元航空会社インストラクター

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
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

(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

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

やさしい太極拳
笹山真美 中国武術研究会指導員

第1･3(土)14:00 ～ 17:00
月額6,100円(税別)

水彩画入門

花、果物、野菜など、自然の形や色の面
白さ美しさを、透明水彩絵の具で描き
ましょう。初心者でも大丈夫です。

気軽に描こう日本画入門
小田 賢 日本画家 小田 賢 日本画家

天然素材の和紙、胡粉、岩絵具などを使
い、身近な自然のモチーフを日本画で描
いてみましょう。

第1･3(土)14:00 ～ 17:00
月額6,100円(税別)

月3～ 4回（水）18:30 ～ 19:00
月額3,000円～ (税別)

ゼロから始める
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

何から始めていいのかわからないバレエに
憧れているバレエ未経験者対象のゼロから
始めるクラシックバレエ練習クラスです。この
クラスでスキルを身につけステップアップ！！

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

(木)12:15 ～ 13:45
月額6,600円(税別)

はじめてのハワイアンフラ リコ
井ノ内けいこ フラ ハラウ オ カレイレフア　

公認インストラクター

詩の心情を全身を使って表現し、相手に思いを
伝えるフラはハワイの伝統舞踊です。心地良い
ハワアイアンミュージックの中で心のリラック
スを感じ楽しく美しいフラを身につけましょ
う。豊かな表現力と繊細なハンドモーションに
至るまで丁寧に指導致します。

リュミノーシャドーボックス3Dアート
中原好美 リュミノーシャドーボックスアート協会主宰

（経験無し）13:00 ～ 13:30
（経験有り）13:35 ～ 15:05

第1・2・3(日)
Ⓐ【入門～初級】
13:35 ～ 15:05
月額6,000円(税別)

Ⓑ【初級～中級】
15:15 ～ 16:45

森信雄七段 こども将棋教室
森 信雄 森 幸士 來海孝之日本将棋連盟棋士　普及指導員日本将棋連盟棋士　七段

1,000円
2,000円

元竜王の糸井哲郎八段や、故村山聖九段ら11人のプロ棋士
を育てた森信雄七段が直接指導する教室です。初心者から
経験者まで、レベルに応じて指導します。

第1･3(木)10:00 ～ 12:30
月額4,100円(税別)

2,050円

シャドーボックスアートとは、数枚の紙をカッター・ハサ
ミで切り取り、立体的なアートを作成します。花、建物、
動物等、様々なジャンルの作品を作ることができ、お部
屋のグレードアップになります。

第2(金)13:00 ～ 15:00
月額1,900円(税別)

1,900円
2,000 ～ 3,000円（税込）2,000円（税込）程度

豊富な素材にちょっとしたアイデアとリフォームを交
えて、少し違ったお洒落を！伊勢志摩での真珠養殖の
経験と、真珠の街、神戸の案内人も務める講師。真珠
の知識やウラ話も楽しめます！

能面を打つ
中煒能翔 能面師

ステンドグラス
緒方三千代 アトリエBOO講師

第1･3(火)
10:00 ～ 12:30・13:00 ～ 15:30
月額5,100円(税別)

2,550円 2,500 ～ 3,000円（税込）

ステンドグラスの基礎から色々な技法を使ってオ
リジナルなパネルやランプの制作のお手伝いをい
たします。

心身スッキリヨガ
Studio Maria 講師

第2・4（木）10:30 ～ 11:30
月額3,500円(税別)

1,750円

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。

第1･3(水)13:00 ～ 16:00
月額10,000円(税別)

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。

～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

第1･3(月)19:30 ～ 21:00
月額4,600円(税別)

第4（土）10:30 ～ 11:45
月額3,000円(税別)

おつとめ帰りのフラ
らん Laniloa スタジオ・オキカ主宰フラ・インストラクター

お勤め、学校帰りのひとときに、気分転換！フラガ
ールになる夢が叶います。初心者の方も、勇気を
だして基礎から学びましょう。

第1･3(金)14:30 ～ 16:30
月額4,100円(税別)

3,050円 今回のみ1,000円

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。

整体師の姿勢・骨盤改善エクササイズ
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

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）

よくわかる四柱推命占い
南谷真理子 甲斐四柱推命学院准教授

ゆっくり楽しむフラメンコ　
スタジオ・ヴェルデ専任講師

月3～ 4回(土)
【中級ラテン】
15:00 ～ 16:00
月額4,650円～ (税別)

【中級スタンダード】
16:00 ～ 17:00

【初　級】
17:00 ～ 18:00

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

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？

【入門】1,950円 【初級】2,250円

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。

体験会3/21（木）13:00 ～ 14:00

第1・3（木）13:00 ～ 14:30
月額6,100円(税別)

独学では分かりにくい四柱推命を、初心者の方で
も理解できるように、基礎から丁寧に分かりやす
くお教えします。

第2・4(火)12:30 ～ 14:00
月額3,600円(税別)

癒しのヘルスヨーガ
持田裕子 you you yoga主宰

健康管理士一般指導員

『調心・調息・調身』ヨーガは自分の心身
との対話です。ゆったりとした心（調心）
でゆっくり深い呼吸（調息）をしながら無
理のない範囲でポーズ（調身）を行い、優
しく心身のバランスを整えていきます。

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
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

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！！

第1･3(土)
13:30 ～ 14:30
月額3,300円(税別) 500円

1,000円

癒しのオカリナ
木下香苗 大阪音楽大学卒

初心者大歓迎です。1ヶ月で易しい唱
歌や童謡が吹けるようになります。まず
は体験からお試し下さい。

二胡アンサンブル
陳 少林 中国民族管弦楽器協会会員

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。

楽しいマンドリン
多武和民 マンドリン奏者

マンドリンはイタリア生まれの可愛く陽気
な音色の楽器です。ジャンルを問わず幅広
く楽しめます。マンドリンで毎日の暮らしに
潤いを！

第1･3(日)13:00 ～ 14:30
月額6,100円(税別)

癒しの歌声教室
伊藤宏美 大阪音楽大学音楽学部声楽科卒

声楽家・大阪市生涯学習講師

歌って心も体もリフレッシュ！なつかし
い童謡・唱歌・抒情歌・世界の名曲な
ど、お好きな曲を歌います。みんなで気
持ちよく声を出して楽しみましょう。

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

師範 和田清隆 インストラクター

スポチャンは気、剣、体、一致の打
力で「相手のどこの部分を打って
も良いが、どこも打たれてはいけ
ない。」間合いの読みと反射神経で
勝負をしています。

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)

4,550円

2,550円

（火）11:00 ～ 12:30
月額7,000円(税別)

楽しくシェイプアップ
やさしいクラシックバレエ

大矢雅美 クラシックバレエ講師

初心者の為のやさしいクラスです。
クラシック音楽に合わせて楽しく美し
いボディラインを手に入れましょう。

親子でミニ四駆を作って専
用コースで遊びましょう。前
半は親子でミニ四駆製作、
後半は作ったミニ四駆でテ
スト走行とトーナメントレー
スを開催いたします。

大木浩行

《対象：親子ペア》

ホビーショップガネット代表

親子で作ってレーシング！
ミニ四駆教室

2,000円
1,000円（税込）

10:30 ～ 13:00

ちびっこ集まれ！！ステンドグラスで可愛いオブジェを作ろ
う。初めてでも大丈夫。お好きなキャラクターが選べます。
＊種類…さかな・かに・かえる・
スワン・天使・カップケーキ

緒方三千代

《対象：小3～中学生（小学生は保護者同伴）》

アトリエBOO講師

ステンドグラス
「プリティオブジェを作ろう！！」

1,000円
2,000円（税込）

10:00 ～ 12:00

オイルパステルを使って指でくるく
る描くチョークアート。ネームプレー
トにもできるコルクボードに描きま
しょう。「ねこ」または「うぐいす」の
お好きな方が選べます。

鳴海愛子

《対象：3才～》

ＣＡＡ日本チョークアーティスト協会認定講師

チョークアート

1,000円
1,620円（税込）

10:00 ～ 13:00
（所要時間1～ 1時間半程

度）

13:30 ～ 15:30
（所要時間：約30

分） 13:30 ～ 15:00
（所要時間：1時間程

度）

リボンとナッツを使ったかわいい
ドールのチャーム！針を使わない
ので、お子様でも簡単に作れま
すよ。

田島宏美

《対象：小1～》

ＵｉＣａｒｏｌｅＭｉｔｏ公認リボンレイインストラクター

ハワイアンリボンレイ
「タヒチアンドール」

500円 500円（税込）

春は色とりどりのお花でい
っぱいです。そんな可愛い
お花をボックスにアレンジし
てみませんか？

片山裕子

《対象：年中～小学生（年中は保護者同伴）》

キッズワールドフラワースクール講師

子どもが楽しむお花の教室
「春のアレンジボックス」

800円
2,160円（税込）

小さいお子様でも参加出来るダンボール工作を使って、
自分だけのオリジナル兜と日本刀を作ろう！のり、ハサミ
無しで簡単に作れるので、
楽しく参加が可能です♪

小寺 誠

《対象：6才～（6才未満は保護者同伴）》

クラフトマンエッセンス代表

かっこいいダンボール製の
兜と日本刀を作ろう！

1,300円
1,600円（税込）

13:30 ～ 16:00

子どもが賢くなる
お片づけ講座（保護者向け）

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

防災備蓄と収納の基礎知識を学ぶ講座です。正しい知識で、美し
く収納し備えよう。防災備蓄リスト、それらの保管のための収納づ
くり、ストック管理までのノウハウなど、ご家
庭でも事業所でも活かせるプログラムが組
まれた認定講座です。
＊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。

　 必見！今必要な資格講座
防災備蓄収納2級プランナー認定資格講座

坂口 忍 防災備蓄収納マスタープランナー

【年中～中学生】

【中1～】

2,050円

月3回(月)14:00 ～ 15:30
月額6,000円(税別)

2,000円

2,300円

2,000円

1,750円

3,050円

3,000円 2,050円

第1・3（月）
　15:30 ～ 16:30[1回60分]
月額4,100円(税別)

　14:00 ～ 19:00[1回30分]
月額5,100円(税別)

2,550円

2,050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)

中村友美 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

1,550円 2,050円

2,550円 1,550円 1,050円1,800円
1,080円（税込）

1,500円 500円（税込）

1,000円

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！

体験会3/13・27（水）

【小1～中3】 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。

【年中～小6】

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

1,000円

1,000円

【3才～中3】

【4才～6才】 【3才～5才】

【小学生】

【小学生～】【小1～中3】

第3(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 2,160円（税込）

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

【16歳～】

15,000円(税別)
10：00～ 17：00（休憩1時間含む）

11日
講座

申込締切 各日3日前
2,052円（税込）

認定料5,400円（税込）

3/30（土）または4/21（日）

体験会3/8・4/12（金）

体験会4/1・15（月）

正しく書くコツを
わかりやすく解説。
優れた教材で、普
段の字をスラスラ
書けるようにしま
す。師範位取得可。

日本独自の文字文化である
「かな」を学んでみませんか。
初心者は筆に慣れることか
ら始め、経験者は目的に応じ
て様々な書法に挑戦してい
きます。

型紙なし、なるべくほどか
ない、着物や帯の縫い目
をいかしてカジュアルな
コートやパンツ、バッグに。

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。

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。

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。春うらら♪可愛
いお花を巻きましょう。

海外旅行が数倍楽
しくなるトラベル
英会話を基礎から
学びます。英会話に
自信の無い初心者
向けのクラスです。

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。

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。

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。

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58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。

2019

春期号
講座案内

保存版

習
い
ご
と
は
じ
め
ま
せ
ん
か
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・
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新
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会

お
申
し
込
み
受
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中
で
す

無料満65歳
以上の方は
※年齢確認のできる身分証明書の
　ご提示をお願いします。

入会金

早割
入会金

1,000 割引（税別）

円

お得な

割引!

※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。

【期間】2019年

3/31㈰ま
で

体験当日
または体験なしで

ご入会の方
にご入会

講座名講座名講座名

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。

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

2階階
● 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

06-4865-353010:00～20:00
（日曜17：00迄）

〒560-0002 
豊中市緑丘4-1 イオンタウン豊中緑丘2F
http://culture.jeugia.co.jp/

ホームページからも
お申し込み承ります。

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2019.2.22

JEUGIAカルチャー検索

和のイラスト講座～はがきに描く～ リフレッシュ☆ナイトＹＯＧＡ パフュームフラワーアレンジメント 初心者のための「写真教室」


