
テレビ・新聞で話題の資格!
「ほめ達!」検定3級

ほめる達人!略して「ほめ達!」相手の新しい価値をみつけて
あげることで、子どものやる気を伸ばし、部下、上司の関係を
円滑にし、夫婦関係を良好にする。コミュニケーション能力・
観察力・引き立てられ力・・・などが身につき、人間関係がスム
ーズになり笑顔になることが増えていきます。経営者から会
社員、教師、就活中の大学生、子育て中のママなど、全ての人
に役立つ資格です!ほめ達検定3級は事前勉強の必要がなく
受けられる検定です。大手企業の管理職研修にも採用。

各種企業にて管理部門業務、人材育成業務に携わ
り、2013年4月認定講師資格を取得後、ほめ達!検
定3級、寺子屋、企業研修を行う。

“見る”“聴く”だけでなく、体と頭を
使って、音と触れ合う親子イベント
です。全身で音楽を楽しみましょ
う。1部ではオリジナルのかわいい
「おんぷちゃん」を作って音とおと
もだちに♪2部では「ボンボンシェ
イカー」を作ってリズムあそび!

青柳真喜子 日本ほめる達人協会　特別認定講師

かんたん1日英会話
中野敬子 英会話講師

～男磨きの1日～育men day in 北花田
イ ク メ ン

ビジネスでも家でも認められるお父さんに!尊敬される男性に!ボクシング・料理・コミュニケーションを通じて男子力磨き＝「育men」
をしましょう。経験の有無は問いません!3講座全て受講でイクメンコンサルタント協会資格「イクメン士」に認定されます!

①③秋山　剛 一般社団法人イクメンコンサルタント協会　代表理事 ②吉野たかゆき 食を伝えるフレンチシェフ　Gourmanist代表

関西将棋会館に行こう！ 
～関西将棋会館御上段の間にて～

4/8(日)・4/22(日)

第2･4(日)10:30～11:45
月額3,100円(税別)

朝のヨーガ

ヨーガは、心身の
健康法です。一日
中、いつでもどこで
も出来ますが、朝に
行うことが、最も良
いとされています。
ヨーガで、心身を整
えていきましょう。

植嶋淳子

4/16(月)

第1･3(月)10:30～11:30
月額4,000円(税別)

視力向上ヨガ

小学生から高齢者ま
で誰にでもできて効果
も大きく、目の不調を
改善!近視、乱視、老眼、
ドライアイ、飛蚊症、目
の眩しさ、眼精疲労な
どお悩みの方に。

MISAKO

1,000円（通常2,000円）4/2(月)・4/9(月) 4/27(金)

月3～4回(月)
10:30～11:30
月額6,000円(税別)～

楽しく踊ろう社交ダンス

初心者の方も経験者の
方もさらにダンスが楽し
くなるように指導しま
す。みんなで社交ダンス
を楽しみましょう。

中辻善典

第2･4(金)10:30～11:30
月額4,000円(税別)

バレエダンサーと医療従事者監修によるトレーニング法
バレティス®

クラシックバレエの基礎
レッスンを用いて、呼吸と
動きを同期させ、体幹の
あるしなやかな身体作り
を目指したトレーニング
法です。年齢、性別問わず
どなたでもOK!

武田さおり ヒロ・クロンドールバレエ認定講師、
バレティス®トレーナー

視力向上ヨガ協会認定
視力向上ヨガインストラクター

日本ゆる協会公認
ゆる体操正指導員

1,000円4/24(火)

背骨コンディショニング
腰痛解決講座
井藤典子 背骨コンディショニング協会

認定インストラクター

4/3(火)・4/17(火)

第1･3(火)11:30～12:30
月額3,100円(税別)

日常生活を楽に!
ストレッチエクササイズ

加齢にともなう筋力の
柔軟性や関節可動域
の低下を改善し、日常
生活がより楽になるよ
うなストレッチをしま
す。無理なくご自身のペースでエクササイズ
しましょう。

山崎真実 JDAC認定ダンス指導員準1級・
ダンス教育指導士

4/25(水)

第2･4(水)10:30～12:00
月額3,000円(税別)

～あたまと体を元気に!～
げんきあっぷ教室

誰もが健康でありたいと
思いますよね。でも自分
で何をやったらいいか分
からない・・・。そういう方
皆で楽しく笑いながら脳
トレ、運動をしていきま
しょう。

名城美恵子

1,000円4/14(土) 200円 4/23(月)

こどもレッスン
第2･4(土)10:15～11:15
大人レッスン
第2･4(土)11:30～13:00
全6回9,000円(税別)

楽しみながら身につく
マナー教室

忘れたくない日本のよい生
活文化を素敵に彩ります。 

増井敬子 日本現代作法会 総師範

第4(月)10:30～12:30月額2,000円(税別)

俳句教室

俳句とは五・七・五からな
る世界最短の詩です。日本
ならではの四季折々の美
しい景色やそれによって
引き起こされる感情を表
現します。自分の心を純粋
にすることで物事の真実
が見えてきます。そのため
に人生修養で自分を磨く
ことを大切にしています。

つまずき、転倒防止にぴったり
の健康維持法を元タカラジェン
ヌとご一緒に！イスに腰掛けタ
ップのリズムを楽しみながら曲
に合わせてレッスンします。振付
を覚えることで物忘れ防止の脳
トレにも！座ったままなので安
全に楽しんでいただけます！

谷下一玄 関西現代俳句協会
大阪地区副会長

4/24(火) 1,000円(通常1,550円)
300円（税込）

第2･4(火)13:00～14:30
月額3,100円(税別)

筆ペン・ボールペン字

筆ペンとボールペンが
同時に学べ、両方上達
できます。美しい文字
を書くコツを丁寧に指
導します。

大村汀華 暁書法学院講師

1,000円4/23(月) 1,500円（税込）

第4(月)13:00～16:00
月額4,630円(税別)※教材費別途

チョークアート
資格取得基礎コース全10回

全3回

全6回

全6回

美しいグラデーションと
発色のよさが特徴のチョ
ークアート。基礎の資格が
とれる10回完結のコース
です。受講後は、修了証を
発行します。

鳴海愛子

4/17(火) 1,000円(通常1,300円) 4/8(日) 1,000円(通常1,750円) 4/3(火)・4/17(火) 1,000円(通常 1,750円)

月4回(火)17:00～18:00
月額5,200円(税別)

4月開講予定の新クラス!! 4月開講予定の新クラス!!
新体操はボール・リボン等の手具
を使いながら曲に合わせて踊る
スポーツです。柔軟性、美しい姿
勢、幼児・児童期に身に付けてお
きたい運動能力を楽しみながら
習得することができます。

新体操インストラクター虎野彩子　　

月3回(日)15:00～16:00
月額5,250円(税別)

～今日からバレリーナ♪～
日曜バレエレッスン

 ダンスの基礎であるク
ラシックバレエを丁寧に
指導します。 幼少期に形
成されるリズム感、柔軟
性、良い姿勢が養えます。

第1･3(火)10:15～11:15
月額3,500円(税別)

キッズ＆ママダンス

子どもたちがよく耳にする
曲からクラシック音楽ま
で、色々な曲に合わせて親
子で楽しくカラダを動かし
ましょう。子どもたちは運
動能力向上、ママたちは運
動不足解消!

山崎真実 JDAC認定ダンス指導員準1級・
ダンス教育指導士

第1･3(土)
13:00～17:00の間[1回30分]
月額5,100円(税別)～

ジョイフルピアノ

思い立った時が始め時!音
楽は日常に潤いを与えま
す。ピアノが初めての方も再
開される方も、憧れの曲を
ピアノで弾ける喜びを優し
く丁寧に伝授致します♪

佐々木美絵 ヤマハピアノ教室講師

ふぁみーゆ音楽教室主宰・元幼稚園教諭・
朝日放送「おはよう朝日です」元エレクトーン奏者

親子で楽しむ音楽あそび
どれみふぁピクニック♪
谷川知未

【2歳～年長】

【6歳～】
【親子参加OK！】

【小学生以上】

【20歳以上】

入会金
不要

入会金
不要

5/13(日) 1部11:00～11:45 2部13:00～13:45

5/26(土)15:00～16:30

受講料 各1,080円(親子ペア・税込)
材料費 1つ500円(税込)

1,000円(通常1,750円)4/5(木)・4/19(木)10:15～

第1･3(木)10:15～11:30
月額3,500円(税別)

ゆる体操　初級
山本幸代

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

親子でミニ四駆を作って専用ビッ
グコースで走らせよう！ 前半は親
子でミニ四駆を製作、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。白
熱のレースで盛り上がりましょう!!

大木浩行

入会金
不要

6/24(日)10:30～13:00
2,160円(税込)受講料

1,000円(税込)材料費

ハーバリウム
資格認定講座

ハーバリウムとは「植物標本」
の技術をベースとした新感覚
のインテリアフラワーです。日
本ハーバリウム協会認定講師
が、初歩的なことからハーバ
リウムの素材に至るまで、認
定証の発行だけでなく、開講
に至るまでのサポートや事業
化までの様々なことを、サポ
ートします。

中尾よしえ 一般社団法人
日本ハーバリウム協会認定講師

入会金
不要

5,400円（税込）受講料5,400円（税込・認定料込）受講料 10,800円（税込）教材費

日本酒ナビゲーター
認定講座

日本酒を知り、もっと日本酒を楽
しむための講座です。お酒の基
礎知識から楽しみ方、ラベルの
見方、専門用語などわかりやすく
お伝えします。※修了後、希望者
には「日本酒ナビゲーター」認定
証を発行します。

川添智未 唎酒師・日本酒学講師

入会金
不要

4,320円(税込)受講料

2,500円(税込)※希望者のみ認定料
4,000円(税込)材料費

【3歳～小学2年生】

【5歳～】

【3歳～】
【未就園児】

宗野紗織 プティフィーユバレエスタジオ講師

てぃぐる
新体操クラブ

人気講座に
   つき増設！！　
人気講座に
   つき増設！！　 【3歳～】

1,500円(通常2,500円)

1,000円(通常2,000円)4/2(月)・5/7(月) 1,100円（税込）

第1(月)10:15～12:45
月額3,000円(税別)

～楽しいフランス額装～
フレーミング・Art Collage

フランスから伝わる
額装とコラージュの
テクニックで素敵な
インテリア作品を仕
上げます。 認定講師
の資格取得可。

中尾よしえ フレーミング・Art Collage協会
本部校講師 アトリエ・ルマレ主宰

4/6(金)

第1(金)13:30～15:30
月額2,600円(税別)

～指で描く～
パステルアート講座

指で描くパステルアートは
お子様からご高齢者の誰で
も「簡単・綺麗・楽しく」描く
ことができます。1枚20分程
度で描けるので気分転換に
もなり、その日のうちに額に
入れて飾ることができます。

つじおようこ パステル和(NAGOMI）
アート正インストラクター

第2･4(水)
13:00～17:00の間
[1回30分]
月額5,000円(税別)

長唄三味線教室

江戸時代より続く伝統音
楽「長唄」の三味線をイロハ
から身に付けてみません
か。気軽にお越し下さい。

杵屋寿哉 一般財団法人杵勝会　評議委員

ＣＡＡチョークアーティスト協会認定講師

1,000円(通常2,550円)

第1・3(木)10:15～16:15(1枠45分)
月額7,000円(税別)

～楽しく上達!～
カラオケ個人レッスン

独自教材とお一人お一人の
特徴を瞬時に見抜き、的確
なアドバイスを施すことに
より、感動の歌唱へ導きま
す。まさに究極の上達法が
ここに有り!

舞勇二 作詞家／舞姫ミュージック 代表

4/5(木)・4/19(木)
時間はお問合せください。

4/14(土)
時間はお問合せください。

4/6(金)
時間はお問合せください。

4/11(水)
時間はお問合せください。

1,000円(通常3,500円)

1,000円(通常1,550円)1,000円(通常2,000円)

1,000円(通常1,550円) 1,000円(通常2,000円) 1,000円(通常1,500円)

500円（税込）
1,000円(通常2,600円)

55円（税込）
1,000円(通常2,000円)

4/19(木)

第1･3(木)15:30～17:00
月額4,100円(税別)

～カラオケ以上レッスン未満～
青春歌謡を元気に歌おう!

声を出すことで健康に♪
誰もが知っている名曲の
数々を楽しく歌ってみませ
んか?「うまく歌えない」
「楽譜が読めない」など気
にしなくても大丈夫!

石若雅弥 作曲家・合唱指揮者

1,000円(通常2,050円)

第1･3(金)
10:30～14:30の間[1回30分]
月額6,100円(税別)

～最新曲が上手く歌えるようになる!～
演歌・歌謡曲のための発声＆リズムレッスン

カラオケ大会優勝歴多数
の経験を持つ講師が貴方
の歌を劇的に変えます。個
性を生かし、艶やかな響き
の「魅せる」歌に!!

高山華奈 ヴォイストレーナー・ヤマハピアノ講師

1,000円(通常3,050円)

4/21(土)開講予定
第3(土)10:30～12:00
全3回6,000円(税別)

おもしろ仏像講話

思わず見とれて
しまう仏像、な
ぜだか心に残る
仏像･･･。知って
いるようで知ら
ない「仏像のキ
ホン」から、わか
りやすく解説。
そのお姿に込め
られた心を形か
ら探ります。

樋口隆秀 古美術・仏像研究家

プロフェッショナルダンス教師
SIL2級

日本ヨーガ禅道友会会員

日本認知症ケア専門士

人気講座に
   つき増設！！　
人気講座に
   つき増設！！　

｠

4/16(月)開講予定
第3(月)10:30～12:00
全3回9,000円(税別)

「こんな優しい感
じで痩せれるな
んて凄い!」基本の
ケア、気になる部
分のケアを学び、
確実に変化!毎日
たった3分のケア
で、今年の夏こそ
スッキリメリハリ
ボディをゲット♪

全3回

ペットシッター士
資格認定講座

「あなたを待っているペット達がいます」2
日間の受講で環境省が定める動物取扱責
任者(保管と訓練)になれる講座です!飼い
主とペットの架け橋になるペットシッター
士。取得後、全国どこでも即開業することが
できるペット系資格の中で有効な資格とし
て認められております。

日本ペットシッター協会講師 
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入会金
不要

①5/13(日)・5/27(日)
10:30～15:30(休憩含む)
受講料 全2回48,000円(税込)

4,200円(税込)教材費
5,000円(税込)認定料・修了証

第2・4(火)13:15～14:30
受講料 全6回15,000円(税別) 初回1,620円(税込)教材費

定員10名 申込締切5日前定員10名

定員親子10組まで

クラフトマンエッセンス代表

ダンボール工作
ハンドスピナーを作ろう!

手に持ってクルクル回して遊ぶ、話
題のハンドスピナーをダンボールで
手作りしましょう!オリジナルハンド
スピナーを使って集中力UP間違い
なし!

小寺　誠

入会金
不要

5/13（日）

1,080円（税込）受講料

500円（税込）材料費

①10:30～11:30
②15:00～16:00

定員各20名

西洋剣術インストラクター、ファイト・ディレクター

必殺技研究所
～ファンタジー編～

物語のヒーローになって、自分だけ
の必殺技をカッコよくキメてみたい
と思ったことはありませんか？そん
な君のヒーロー願望を形にするの
がこの講座。剣と魔法の世界におけ
る、自分だけの必殺技を作って実演
する、遊び心満載の講座です。

新美智士

入会金
不要

3,510円（税込）※親子料金4,968円（税込）受講料

※道具レンタル代500円（税込）

申込締切5/13(日)

申込締切6/21(木)

定員30名

定員20名

申込締切6/3（日）

｠ 

【16歳以上】

入会金
不要

4,320円（税込）受講料

3講座受講で6,480円（税込）※単発受講も可能　1講座2,700円（税込）受講料
1,500円（税込）クッキング材料費

100円（税込）教材費
16,200円(税込)受講料
(検定料含む)17,200円(税込)教材費

17,280円(税込)受講料
5,820円(税込)テキスト・認定料 申込締切1週間前

日本美腸協会の認定講師が送る分かりやす
く楽しい腸の講座。腸が注目される中、情報
が多く何がホントか分からないという意見
が多いです。良い食生活やサプリメントを
飲んでいても、腸が健康でないと良いもの
を吸収できないと言われています。本講座
では腸のケアのウソ、ホントをお伝えしなが
ら、今日から使えるケアを学べます。今日か
ら無理なく美腸ケアを取り入れましょう。

美腸プランナー3級講座
～今日から実践できる美腸ケアが習得出来る～
西野友梨 日本美腸協会認定講師

入会金
不要

入会金
不要

入会金
不要

4,900円(税込)受講料 5/18(金)13:30～15:00
2,160円（税込）受講料4,900円(税込)教材費

申込締切6/23(土)

美容や健康に良い食品を取り入れ
るけど、いつも続かない方へ。「美
肌」「ダイエット」「エイジングケア」
に期待ができる手軽で楽しく美
味しい、身体も心もハッピーにな
れるコンブチャをあなたの生活に
も是非取り入れてみませんか?

腸からあなたの美容と健康をサポート
生き生きコンブチャレッスン
東平恭子 コンブチャマイスター

4/22(日)・5/29(火)13:00～16:00

5/20(日)13:30～17:00

6/10(日)13:00～16:00

4/18(水)・6/6(水)
10:30～12:00

6/30(土)10:30～15:15
①メンズボクシング ②メンズクッキング

ボクシングで汗を流した後
はクッキング＆試食会。ご家
庭でも簡単に作れる一品や、
女性も喜ぶヘルシー料理の
レシピなどもご紹介!

11:50～13:30
③1日で変わる!ビジネスにも役立つ会話力講座

初対面でのコミュニケーショ
ンが苦手な方必見!仕事にも
役立ち、奥さんやパートナー
との関係も良好になる会話
力を身につけましょう。

13:45～15:15
内なる自信をつけ、新しい自
分に挑戦!運動不足やストレ
スの解消にも最適です。

10:30～11:30

～御上段の間とは～ 永世名人の書が４つ飾られている
関西将棋会館5階の対局室。数 の々名勝負が生まれている。

西川和宏
村上信介

日本将棋連盟棋士六段
日本将棋連盟公認　将棋指導員

各10分前  関西将棋会館1F入口
(大阪市福島区福島6丁目3番11号)

集 合

現地
講座

大 阪❶ 親子で将棋を楽しもう！

4/22(日)①13:00～15:00(満席)②15:30～17:30
5,700円（税込）受講料

会 員 5,400円（税込）

定員各10組

申込締切3/31(土)

将棋の礼儀作法、将棋の歴史などプロ棋士なら
ではの視点からのトークと将棋講座、最後はプ
ロ棋士相手のリレー将棋、と盛りだくさんの内
容です。リレー将棋の棋譜もプレゼント。もち
ろん、お孫さんとの参加も大歓迎です。       

大 阪❷ 初心者の為の楽しい将棋講座

4/22(日)10:00～12:00
3,500円（税込）受講料

会 員 3,300円（税込）

定員20名

申込締切3/31(土)

将棋会館や対局室に行ってみたいけどなかなか行き
にくい･･･。そんな将棋初心者の方必見！数々の名勝
負が繰り広げられている、普段は入れない御上段の間
でのプレミアムな初心者入門講座です。将棋のマナー
や駒の動かし方などプロ棋士が丁寧に伝授。御上段の
間での撮影もOK!記念の一枚をお撮りいただけます。

実践保育力検定 
Basic Class認定講座

乳幼児の成長と援助に関する基礎知識と実践力を身につける
「実践保育力検定Basic Class（ベーシッククラス）」の内容を
1日の講義で集中的に学びます。教材は公式教材を使用しま
す。認定講座を受講することにより、「実践保育力検定Basic 
Class（ベーシッククラス）」の認定証を発行いたします。

実践保育力検定Basic Class認定講師

入会金
不要

21,600円（税込）受講料

10,800円（税込）検定料 5,400円（税込）試験料
2,160円（税込）テキスト代 定員20名 定員10名

申込締切5/20(日)

・「乳児保育の知識」を強化したい幼稚園教諭
・より保育の知識を深め、仕事に役立てたい保育士
・保育業界を目指す大学生、高校生、主婦など
・子どもを対象にしたビジネスに携わる方、目指す方
・保育ママや、小規模保育事業に携わる方
・保育補助として働く方　・子育て中・孫育て中の方

①総論・子どもの発達　②生活における子どもの育ちと援助
③活動における子どもの育ちと援助
④心の理解と対応・保護者対応
⑤認定試験の実施（習熟度チェック）

カリキュラム

4/18(水) 1,000円（通常2,200円）

第1･3(水)10:30～12:00
月額4,400円(税別)

英語でポップスを歌おう

「英語らしくかっこいい
発音で歌いたい」「譜面
が読めない」・・・そんな
貴方是非一緒に楽しく歌
いましょう。モットーは
「気楽に楽しく!」歌詞の
内容も丁寧に説明しま
す。貴方のペースで楽しく学んでください。

河野　良 ピアニスト

4/16(月) 1,000円（通常2,250円） 4/22(日)

月3回(日)18:00～19:30
月額4,650円(税別)

大人のための
ダンスフィットネス

どうやって体を動かすか分か
らない方や流行のマハラジャ
やクラブで昔を思い出してカ
ッコよく踊ってみたい方。基
礎練習から行うので初めて
の方も大歓迎！楽しく音楽に
合わせて踊りましょう。

hisa・naoko ダンスインストラクター

1,000円（通常1,550円）

夏、待ったなし！
1日3分のリンパダイエット
大本富美代 さとう式リンパケア

公認インストラクター

4/15(日)

第3(日)10:30～12:00
月額1,600円(税別)

親と子のふれあい
フラワーアレンジ教室

お子様の成長期に花や
緑に親しみ、ふれあう機
会を親子で楽しんでい
ただきます。想いのイメ
ージを形にしたら自信
が持て、飾って癒されます。

C・T　Flower (社)日本フラワーデザイナー協会
3級フラワーデザイナー　

第1･3(月)14:40～15:40
月額4,500円(税別)

腰掛タップダンス®

鷹　悠貴 腰掛タップダンス
チーフインストラクター

人気講座に
   つき増設！！　
人気講座に
   つき増設！！　

4/20(金) 1,000円（通常2,000円）

第1･3(金)10:30～11:30
月額4,000円(税別)

「ピアノが初めて」という初心者
の方を対象にしたキーボードに
よるグループレッスンです。楽譜
が読めなくても指数字で誰でも
簡単にピアノが両手で弾けるよ
うになります。お子様もご一緒に
豊かな表現力を習得し音楽の楽
しさを体験しませんか。

川畑律子 ピアノ講師

～すぐ弾ける！～
ママがはじめるキーボード♪
お子様と一緒に♪

2日で資格が取れるハン
ドトリートメント講座で
す。介護現場、医療、ボラ
ンティア、サロンメニュー
など赤ちゃんからご高齢
の方までの施術・対応が身につきます。希望者は
講師と共にボランティア活動に参加できます。

4/21(土)・5/31(木)・7/31(火)
10:30～17:45 5/13(日)・5/20(日)13:00～17:00

ハンドトリートメント
検定講座 
下井由美子 JAA日本アロマコーディネーター協会

インストラクター
アロマセラピースクール あしたのチカラ

入会金
不要

22

入会金
不要

整理収納アドバイザー
2級認定講座

テレビや雑誌など、メディアで注目の片付
け講座。整理収納は家庭内の5S。 安全、快
適、幸せな暮らし。散らから
ない仕組み作りで理想の住
まい。女性顧客様への販促
にも一役買います。

中島亜季 整理収納アドバイザー
ハウスキーピング協会認定講師 あなたの知って

いるかんたんな
単語でも充分コ
ミュニケーショ
ンができます。 
挨拶から日常会
話まで、まずは
英語を話してみ
ませんか？ 楽しく学びましょう♪

　会場:JEUGIAカルチャーセンター
ららぽーと和泉

②6/10(日)・6/24(日)
11:30～16:00(休憩30分含む)

　会場:JEUGIAカルチャーセンター
なんばパークス

背骨の歪みを整え、不
調を改善する「背骨コ
ンディショニング」の
理論を理解し、正しい
フォームを身に付ける
ことで、腰痛をはじめ体の不調を自分で解
決する体操を習得できる講座です。

普段の運動の
習慣がない方で
も大丈夫!柔ら
かい動きで体を
やさしくほぐし
ます。体のコリ
やゆがみが取
れ、健康・ダイエットに高い効果があります♪

元タカラジェンヌの鷹先生と一緒に♪

つくってあそぼ!うたってあそぼ!

定員各8組 申込締切5/11(金)

申込締切5/23(水)

講師プロフィール

【3歳～】

定員10名

申込締切7日前

申込締切4/13(金)

申込締切4/16(月)

このような方におすすめです

5/27(日)10:30～18:30(休憩60分含む)

人気講座増設決定!!

｠

定員10名

全3講座受講で「イクメン士」に認定!!

4/27(金)10:30～12:30
6/17(日)13:30～15:30

1,000円(通常1,600円)
2,000円（税込）

JEUGIA
カルチャーセンター
イオンモール堺北花田


