
JEUGIA
カルチャーセンター
イオンモール堺北花田

● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ● ジャンル豊富に200講座以上が集う 総合カルチャーセンター

072-246-667710:00～20:00

〒591-8008 堺市北区東浅香山町4-1-12 イオンモール堺北花田3F

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

夏休み特別講座ハーバーリウムを作ろう! ミニ四駆教室 キレイになるヨガ HIPHOPキッズ

JEUGIAカルチャー

●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。

イオンモール堺北花田
〒591-8008 堺市北区東浅香山町4-1-12 イオンモール堺北花田3F

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

講師募集入会と受講のご案内

…消費税は別途要します。（税別表記）

072-246-667710:00～20:00

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。

ホームページからもお申し込み承ります。

2018

夏期号
講座案内

保存版

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2018.6.5
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満65歳以上の方
入会金無料 家族割

入会金半額ご家族は

満65歳以上の方は
シニア割

6/25(月)

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です。安全、快適、
幸せな暮らしのため、散らから
ない仕組み作りで理想の住ま
いにしましょう。女性顧客様へ
の販促にも一役買います。

赤ちゃんのお肌の事、使用オ
イル、ベビーマッサージの目
的・効果・歴史などの基礎知
識から、ご家庭やお仕事です
ぐに実践して頂けるテクニ
ックを1日でお教えします。
試験は無く、履歴書にも書い
て頂けるので大注目の資格
講座です。(認定修了証発行)

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

第1･3(土)
10:00～17:00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

(月)17:00～18:00 月額6,000円(税別)

キッズチア教室

ポンポン持ってレ
ッツゴー!!「明るく
素直に元気いっぱ
い」運動機能や表現
力を向上できます。

飯塚英里 こどもダンス研究会専任講師

新体操インストラクター

第1(日)13:30～15:30
月額5,000円(税別)

こどもロボットプログラミング

簡単にロボットの組み立てができ、
各ステップ毎にプログラミング、計
測制御といった技術を身につける
事が出来ます。ブロックを組み立て
て自分だけのロボットを作り、楽し
く分かりやすい教材を使って自由
に動かしながらプログラミングの
技術や知識を学べます。

山下智砂子 ロボットプログラミング
インストラクター

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

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
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

6/18(月) 
1,000円(通常2,000円) 6/22(金) 1,000円(通常2,700円) 

6/20(水) 1,000円(通常2,200円)6/21(木)
時間はお問合せください。

1,000円(通常3,500円)

6/24(日) 1,000円 1,080円(税込)

第2･4(金)
10:30～12:00
月額5,400円(税別)

楽しく始める基礎英会話

英会話をはじめてみた
い！という初心者の方
や会話で基礎となるフ
レーズを習得を目指す
方に向けてレベルに合
わせた指導を致します。

ミューズイングリッシュ専属講師

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 プロフェッショナルダンス教師
SIL2級

1,500円(通常2,500円)

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
日本ゆらぎ体操セラピー協会認定
インストラクター

6/18(月)・6/25(月)
1,000円

(月)17:00～17:50
月額5,000円(税別)

カワイ体育教室

心とからだのハーモニー。
楽しい運動あそびのレッス
ン！マット・とび箱・鉄棒・
ボール・なわを使い、多種多
様な運動を体験します。 

カワイ体育教室専任インストラクター

1,000円(通常2,000円)
55円(税込)6/30(土)19:30～約40分 1,000円

500円(税込)

第2･4(金)
15:00～16:50
月額3,600円(税別)

おとな将棋教室

伝統文化、将棋を始めましょ
う。思考力、集中力、決断力が鍛
えられ、老若男女一生楽しめる
趣味になります。

村上信介 公益社団法人日本将棋連盟公認
将棋指導員

第4(月)10:30～12:30
月額2,000円(税別)第1･3(土)19:30～21:00

全6回12,300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。

谷下一玄 関西現代俳句協会
大阪地区副会長

1,000円1,000円

～こども絵画造形教室artぷらす～
夏休みの絵を描こう

～カワイ体育教室～
鉄棒が上手くなるコツ

画用紙や画材はすべてこちらがご用意します。写真な
どの書きたい物を持ってきてステキな絵を楽しく描き
あげましょう！毎年大人気！定員40名なのでお申込み
はお早めに。

昼馬芳子 artぷらす主宰

読書感想文の書き方
～書くことを楽しもう～

自由研究のヒントになる
～電池作りに挑戦しよう！～

坂井晴美 心と国語の教室
「ひらけDOOR」主宰 二科会デザイン講師

【4歳～】 【小1～小3】

7/29(日)
13:00～14:30

8/16(木)
13:00～17:00

2,160円(税込) 2,160円(税込)1,500円(税込)2,160円(税込)

1,296円(税込) 1,300円(税込)

500円(税込)

クラフトマンエッセンス代表

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。

リンパセラピスト養成

ストレスの多い現
代社会では血行不
良により病気にな
りがち。そこで健
康、美容、癒しの3
つを一気に提供で
きるリンパメソッ
ドは、今、最も必要
なセラピーです。

西村麻衣子 日本リンパテラピー協会公認
エグゼクティヴインストラクター

1,000円6/28(木)10:30～約40分

7/12(木)・7/26(木)・8/2(木)
10:30～12:00
月額6,000円(税別)

～親からこどもへ～
キッズリンパ教室

ストレス社会の中で現代のこども達
は毎日忙しく過ごしています。ゲーム
やスマホが普及している今、自律神経
が乱れやすくなっています。お母さま
の手でお子さまを癒してあげましょう。
親子のスキンシップに最適です。

上東まどか 社)日本リンパテラピー協会認定
A級インストラクター

～男磨きの1日～育men day in 北花田

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

イ ク メ ン

②吉野たかゆき 食を伝えるフレンチシェフ　Gourmanist代表

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

6/30(土)10:30～15:15

全3講座受講で「イクメン士」に認定!!

6/23(土) 1,000円(通常2,000円)

第2･4(土)14:00～15:15 月額4,000円(税別)

骨盤ゆらぎ体操

大阪で行列が出来る体
操教室が新登場！寝た
まま骨盤を揺するだ
け。力を入れることな
く骨盤のゆがみを直し
痛みや不調改善に効果
的です。あなたも熟睡
できる体を取り戻して
みませんか。

森まゆみ

6/18(月)16:30～ 1,000円(通常1,500円)

【小学生】

(土)18:00～19:00
月額4,200円(税別)

こどもそろばん教室

初歩から有段者まで幅広
く指導します。各種検定
試験の指導、暗算指導で
能力開発 のお手伝いを
します。

広原珠算書道教室専任講師

6/16(土)・6/23(土) 1,000円
(通常1,050円)

【年中～】

【年中～小4】

6/19(火)・6/26(火)
1,000円(通常1,300円)

月4回(火)17:00～18:00
月額5,200円(税別)

てぃぐる新体操クラブ

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。

虎野彩子

【幼稚園児】

【小4～大人】 【3歳～】

【5歳～】

第2･4(日)
16:00～17:00 月額3,000円(税別)

こども囲碁教室

囲碁の入門、基礎に
特化した教室です。
勝負を通じお子様の
コミュニケーション
能力や考える力を養
いつつ楽しむ事を目
的としています。

田村卓士 囲碁インストラクター
囲碁アマチュア5段

6/24(日) 500円(税込)500円(税込)

【5歳～】

6/27(水)
時間はお問合せください。

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

6/27(水) 1,000円(通常1,500円)

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 日本認知症ケア専門士

羊毛フェルト動物造形作家

6/23(土) 1,000円

第2・4(土)
19:00～20:00 月額4,000円(税別)

タイヨガルーシー

男性の生徒さん大歓迎の
タイヨガルーシー。タイ
王国古来からのストレッ
チ体内マッサージ健康法
です。独特な呼吸で代謝
を高め疲れにくい体を手
に入れましょう!

大西麗子 れぷれルーシーダットンらぼ主宰
YogamaSSage School of ThailanD公認日本講師

6/21(木) 1,500円(通常3,900円)

第1･3(木)18:00～20:30の間[1回30分]
月額7,800円(税別)

サックスレッスン

初めてサックスに触れる初
心者の方から経験者の方ま
で、一人ひとりのご希望に
合わせてレッスンします。
数ある楽器の中でも比較的
音が出しやすいと言われて
いるサックスで新たな自分
を見つけてみませんか♪

山下　楓 サクソフォンインストラクター

6/22(金)
1,000円(通常1,800円)

第1･3(月)14:40～15:40
月額4,500円(税別)

腰掛タップダンス®

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！

鷹　悠貴 腰掛タップダンスチーフインストラクター

6/18(月)
1,000円(通常2,250円)

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

6/19(火)
1,000円(通常1,550円)

第1・3(木)13:30～15:00
月額5,100円(税別)

やさしい二胡

初心者対象のクラスです。楽器
の構え方や基礎音階から始ま
り、簡単な楽曲を通して少しず
つ無理なく学べるように教えて
います。

片岡　恵 中国文化芸術センター専属二胡講師

6/21(木)
13:30～約40分
1,000円(通常2,550円) 時間はお問合せください。

6/16(土) 1,000円(通常2,550円)
時間はお問合せください。

6/20(水) 1,000円(通常1,050円)

第1・3(水)
15:15～16:15 月額2,100円(税別)

女性のための空手教室

空手(琉球古武道)を
始めてみませんか？
初心の方にも丁寧に
指導致します。仲良く
明るく楽しく稽古を
しています。

井上良春 糸東流空手道太西会師範

6/17(日)

第1･3(日)
10:30～12:30 月額3,000円(税別)

スポーツ吹矢

スポーツと呼吸器の
健康を兼ね、弓道に
似た礼儀正しい動作
で的に向かって矢を
吹きます。足腰が弱
くても可能です。

横山茂平 日本スポーツ吹矢協会公認指導員

6/19(火) 1,000円(通常2,050円)

(火)15:00～16:00 
月額6,150円(税別)

～はじめての方のための～
フラダンス

syosinnsya ハワイ
の青い海、緑の森、虹
の空に心を寄せた踊
りは、私達を癒してく
れます。レッスンが待
ち遠しくなります。

ケアラオカプアコタニ専任講師　アツコ

第2・4(木)
10:30～12:30
月額4,100円(税別)

ボタニカルアート(植物画)

植物をデッサンし透明水彩
絵の具で彩色。濃淡とぼか
しの技法で立体感を表現し
ながら作画します。

梅原伸子 JGSアーティストの会(日本園芸協会)
日本植物画倶楽部会員

6/28(木)
1,000円(通常2,050円)

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

6/26(火)
1,000円(通常1,550円)

1,000円(通常1,500円)
道具レンタル代200円(税込)

6/26(火)

第4(火)
13:30～16:00 月額3,000円(税別)

～羊毛フェルト～
胸キュンポーズのリアル動物講座

骨格・筋肉を意識したベース
作りで、お好みのポーズのリ
アルな動物を作ります。初心
者でも大丈夫！作りたい動
物をマイペースで製作して
いただけます。

みるここフェルト

1,500円
1,000円(税込) 300円(税込)

毎年大人気!!お申込みはお早めに!! 夏休みの宿題の読
書感想文を自分ひと
りで書き上げる一歩
手前まで指導いたし
ます。苦手意識を克
服しましょう。

カワイ体育教室インストラクター

【年中～小3】

7/23(月)16:00～16:50

この夏休みに
「逆上がり」をマ
スターしよう！
上手くなるコツ
を教えてもらい
ましょう。

～貯金箱としても使える～
ダンボールでマイ自販機を作ろう！

小寺　誠

【小学生］

7/31(火)10:30～13:00 7/31(火)14:00～16:00

ボタンを押すと缶が出
てくる本格仕様。道具を
使わずに組み立てられ
るので安全です。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。

～こどもデザインアート教室～
コロコロビー玉迷路を作ろう！

奥野美樹

【小学生】

8/7(火)13:30～15:30
1,296円(税込)

スタートからビー
玉を転がしてゴ
ールを目指すビ
ー玉迷路。いろい
ろオリジナルな
仕掛けを作って
遊んでみよう！

1,296円(税込) 1,300円(税込)
7/29(日)14:30～16:30

1,080円(税込) 1,000円(税込)

クラフトマンエッセンス代表 公益社団法人日本将棋連盟公認
将棋指導員

～貯金箱にもなる～
ダンボールガチャガチャを作ろう！

小寺　誠

【小学生】

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。色を塗っ
たり、シールを貼ったり
楽しく作りましょう！

7/27(金)13:00～14:30
1,080円(税込) 1,296円(税込)

学研専任講師

【年長～】

身のまわりには、電気
が流れるものと電気が
流れないものがありま
す。どんなものには電
気が流れるのか予想し
てから実際に実験して
確かめましょう。

サマーリースアレンジメント

7/26(木)13:00～14:30
1,620円(税込) 1,944円(税込)

【小学生】

キャンバスボー
ドに、貝殻などで
サマーリースを
アレンジしまし
ょう。プレートの
色は当日お選び
いただけます。

こども1日将棋教室

8/10(金)
13:00～14:30 1,620円(税込)

村上信介

【小学生】

全く将棋を知らない
お子様の為の1日将
棋教室です。駒の動
かし方やマナーなど、
将棋の基礎をお教え
します。まずはやって
みよう！！

暁書法学院講師

こども書道
夏休みスペシャル

8/3(金)
15:30～16:30

1,620円(税込)

片岡明澄

【小学生】

先生と一緒に夏休
みの宿題を楽しく
仕上げちゃいまし
ょう。親切・丁寧に
字の書き方を指導
いたします。

スイーツデコ講師

夏休みこどもスイーツデコ♪
武田章子

【年長～】

今年のスイーツデコは
パフェ♪。お好きな色の
アイスにソースをかけて
たっぷりのホイップで可
愛い小物を作りましょ
う。貯金箱、ビニールバ
ッグ、パフェグラスから
お選びいただけます。

8/2(木)
13:00～15:00

1,620円(税込)
2,160円(税込)

Atelier Mille-fleur主宰

貯金箱を作ろう！「ダイナソー」
櫻井千華 Atelier Mille-fleur主宰櫻井千華

【小学生】

様々な素材を使っ
て恐竜の世界を表
現しましょう！恐竜
は当日お選びいた
だけます。

～チョークアート～
オリジナルサマープレート

7/24(火)13:00～15:00
1,080円(税込) 1,500円(税込)

【3歳～】

オイルパステルを使
って指でくるくる描
いていく楽しいチョ
ークアート。 「オリジ
ナルプレート」を描き
ましょう。“Summer"
の部分を自分の名前
にするとお部屋のプ
レートにもなります。

CAA日本チョークアーティスト協会
認定講師鳴海愛子

ハーバリウムを作ろう！

8/7(火)
14:30～15:30

1,260円(税込)
1,080円(税込)

【年長～】

今、大人気のハーバリウ
ムが夏休み講座に登
場！ミニボトルで自分オ
リジナルのハーバリウ
ムを作りましょう。

一般社団法人日本ハーバリウム協会
認定講師中尾よしえ

入会金
不要

整理収納アドバイザー
2級認定講座

7/31(火)10:30～17:45
17,280円(税込)

5,820円(税込)テキスト・認定料

手芸が苦手な人でも、針や糸
を使用しないので大丈夫♪。
いろんな材料の中から選ん
で、自分だけのオリジナル「ル
ルベちゃん」を作りましょう！

おしゃれでお上品なワイヤ
ーバック。スーツにもジーン
ズにも 合わせて ハイセン
スなスタイルに♪

宮本有規子 ルルベちゃん™認定講師
プライベートサロンPivoine

入会金
不要

入会金
不要

自分だけのオリジナル
「ルルベちゃん」を作りましょう♪

6/29(金)・7/22(日)13:30～15:30
1,620円(税込)
4,320円(税込)教材費

中原由賀里 ロイヤルセラピスト協会認定講師

入会金
不要

入会金
不要初級ベビーマッサージ講座

7/15(日)13:00～16:00
11,600円(税込)
5,400円(税込)※修了証代含む教材費

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。

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。

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 ハンドトリートメント検定講座

7/1(日)・7/8(日)13:00～17:00
16,200円(税込)
17,200円(税込)※検定料含む教材費

22

津下典子 Coquette.715認定講師

～大人のハンドメイド～
ハイセンスワイヤーバックを作りましょう。

6/26(火)
7/3(火)
14:00～17：00

6,000円(税込)
10,000円(税込)教材費

22

足裏を刺激すること
で、足のむくみや疲れ
がスッキリ！癒しやデ
トックス効果、免疫力
のアップ、疲労の改善
をはかります。ご家族
や身近な方の健康維
持、お仕事のスキルアップに！(認定修了証発行)

中原由賀里 ロイヤルセラピスト協会認定講師

英国式リフレクソロジー初級講座

7/1(日)13:00～16:00
11,600円(税込)
5,400円(税込)※修了証代含む教材費

入会金
不要

入会金
不要

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

ハーバリウム資格認定講座

6/24(日)13:00～16:00
5,400円(税込) 10,800円(税込)教材費

入会金
不要

正しい頭皮ケアや血
流を促すマッサージ
にて美髪、若々しいお
顔のツヤやたるみ効
果をご実感頂けます。
ストレスで疲れた自分
へのご褒美や、お仕事
のプチメニューに、ご活用出来る頭皮と髪のケ
アを短時間でレクチャーします！

中原由賀里 シャルール主宰 AEAJ アロマセラピスト
ヘッドスパセラピスト　

ボタニカルヘッドスパ初級講座

6/28(木)10:30～13:30
11,500円(税込)
3,500円(税込)教材費

元タカラジェンヌの鷹先生と一緒に♪

4月開講の新クラス!!

今、SNSを中心に大人気の
「ルルベちゃん」

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 ホビーショップガネット代表

入会金
不要

親子で作ってレーシング！
ミニ四駆教室

6/24(日)10:30～13:00
2,160円(税込)

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）1,000円(税込)教材費 1,500円(税込)クッキング材料費

西野友梨 日本美腸協会認定講師

入会金
不要

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～

6/17(日)13:30～15:00
4,320円(税込) 100円(税込)教材費

【16歳以上】 全6回

定員10名

申込締切1週間前

定員親子10組まで

申込締切6/21(木) 申込締切6/23(土)

［小学生以上］
全3回


