
3/14･3/28（月） 2,050円 3/10（木） 2,100円
540円（税込）

2,050円
1,600円（税込）

2,050円
1,080円（税込）

3/14・3/28（月）
体験は13:30～ 3/1・3/15（火） 3/17（木）13:30～･3/31（木）10:30～

2,000円 2,000円（税込）

2,100円 1,500円（税込）

3/9･3/23（水） 1,550円

3/9･3/23（水） 2,550円 3/5・3/19（土） 2,450円 3/4･3/11（金） 2,250円 3/14・3/28（月） 1,550円
800円（税込）

4/12･4/26（火） 2,050円

3/2･3/23（水） 1,550円 3/3･3/17（木） 1,850円 3/1（火）･3/16（水） 1,550円 3/14･3/28（月） 2,050円 3/7･3/28（月） 1,550円

3/3･3/17（木） 1,300円 3/3･3/17（木） 1,550円 3/7･3/21（月） 1,550円 3/7･3/28（月） 1,550円 3/4･3/18（金） 1,550円

3/19（土）13:00～14:30 4/9（土）10:30～12:30 2,100円
540円（税込） 4/1･4/15（金） 2,050円 100円（税込）

3/ 4（金）･3/ 8（火）
3/18（金）･3/22（火）

1,550円
1,080円（税込）

3/11･3/25（金） 2,050円

3/4・3/18（金） 2,050円

3/30（水）10:30～･13:30～
1,000円（税込）1,000円

3/26（土） 1,080円（税込）
2,000円 3/17（木） 1,080円（税込）

2,000円 3/8･3/22（火） 1,550円
100円（税込）

1,450円
200円（税込）3/7･3/21（月） 3/10･3/24（木） 2,550円

1,620円（税込）

3/7･3/21（月） 1,000円 1,000円3/3（木） ペア1人1,800円･トリオ1人1,550円 3/8･3/22（火） 2,000円
1,000円（税込） 3/2（水） 2,000円 300円（税込）

曜日時間はお問い合わせ下さい 4,050円

3/18（金） 3/4･3/25（金） 2,050円 3/3･3/17（木） 2,050円 3/4･3/18（金） 1,550円

3/4・3/18（金） 1,550円

3/4･3/18（金） 1,800円

3/17（木） 3/9･3/23（水） 1,500円500円（税込）

3/8･3/22（火）13:00～14:00
500円（税込）1,000円

3/16（水）10:30～ 2,000円
1,000～1,300円（税込） 3/8･3/22（火）13:00～ 1,550円

500円（税込） 3/14･3/28（月）10:30～11:30 3/4･3/18（金）13:00～14:00 3,000円

JEUGIA
カルチャーセンター

イオンモール
りんくう泉南

第2･4（月）
13:30～15:30
月額4,100円（税別）

デッサンを学ぶ

絵画の基礎はデッ
サンです。鉛筆の削
り方、持ち方から描
写の仕方等を、わか
りやすく丁寧に指導
致します。初心者の
方の大歓迎。

三田 肇 洋画家･大阪芸術大学美術学科卒

第2（木）10:30～12:30
月額2,100円（税別）

絵てがみ･ゆ～もあ～と

季節の行事、
自然の移り変
わりを葉書に
表現してみま
せんか？牛乳
パックで紙す
き作り等、暮
らしに楽しく活かしましょう。

前河直子 絵てがみ作家

第2･4（月）13:00～15:00
月額4,100円（税別）

樹脂ねんどの花
 （クレイフラワー）

樹脂粘土は、手にやさ
しく美しいお花や実
などの作品作りを楽し
んでいただけます。オ
リジナルの型紙で簡
単に季節のお花など
が作れます。

西山美鈴（財）日本手芸普及協会ペイント部門認定講師　
クレイフラワーMisuzuアート教室主宰

第1･3（火）
10:30～12:30
月額4,100円（税別）

グラスリッツェン

無地ガラスなら何で
も OK。専用ペンで
型紙となる図柄を写
して描きます。どな
たでも素敵なオリジ
ナル食器ができあが
ります。

池田谷薫 香工房Pure Fleur主宰

第3（木）
10:30～12:30
月額3,100円（税別）

グルーデコアクセサリー

グルー（特殊粘土）
とスワロフスキー
を使用して自分だ
けのオリジナルア
クセサリーが作れ
ます。初めての方
も大歓迎です！

上平真紀 JGAグルーデコ協会認定講師

第2･4（水）16:30～17:50（1回80分）月額3,100円（税別）

第2･4（水）18:15～19:35（1回40分）月額5,100円（税別）

ウクレレ講座

ウクレレ個人レッスン

歌謡曲･ポップスからハワイア
ン曲などの弾き語りを楽しくレッスンしま
す。ある程度弾ける方の経験者クラスです。

初めての方や独学でなかなか上手く弾けな
い方など自分のペースに合わせて弾き語りや
ソロ演奏をおぼえます。

藤田青生 ウクレレインストラクター

月3回（土）
10:30～19:40（1回40分）
月額7,350円（税別）

ポピュラー＆クラシックギター

初めての人でも、メロ
ディーだけの練習か
ら楽しめる伴奏つき
のレッスン！コードや
ソロの演奏もできる
ようになりますよ！

岩本政仁 読売日本ギターコンクール1位

月3～4回（金）
10:30～16:05（1回30分）
月額6,750円（税別）～

リラクゼーション･ピアノ

大人から始めるJAZZ･
J-POPなど楽しみなが
ら弾きましょう。楽譜が
読めなくても指トレーニ
ングから指導致します。

向井由美 同志社女子大学音楽学科声楽専攻卒業

第2･4（月）13:00～14:30
第1･3（水）10:30～12:00
月額3,100円（税別）

ポルトガルじゅうたん刺繍

並太毛糸を布の
穴に通して刺す、
「目に優しい」
手芸です。世界
に1枚のマットや
タペストリーを
作ってみませんか。

中村真奈美（財）日本手工芸指導協会師範

第2･4（火）10:30～12:30 月額4,100円（税別）

いつまでもきれいな押し花

乾燥した押し花を
額に入れてあなた
だけの作品を作りま

しょう。プレゼントにもい
いですね！さあトライです。

記念に頂いた花、庭に咲いた花などを押し花にしてみ
ませんか？特殊なマットに挟むだけで簡単に押し花に
して残せます。一緒に楽しい時間をすごしましょう！

鈴村眞澄 ヴォーグ社押花講師

月3～4回（水）
19:00～20:10
月額4,650円（税別）～

はじめてのやさしいヨガ

運動が苦手な方、身
体が硬い方、年齢性
別問わずどなたでも
行って頂けます。イケ
メン講師が優しく丁寧
に指導します。

Sato 全米ヨガアライアンス 200時間認定講師

第1･3（木）10:30～11:30（経験者）
月額4,100円（税別）
第1･3（木）11:45～12:45（入門･初級）
月額3,700円（税別）

ハワイアンフラ

フラは手の踊りとも言わ
れ、お友達とおしゃべりす
るように曲のストーリーを
「アロハの心」で手が表現
します。きっと心身共に癒
されますよ！

ハウオリポリネシアンスタジオ所属 嶌村ひとみ
ハウオリポリネシアンスタジオ 主宰カプアハウオリ新井&一恵プアウラ西田

月4回（火）
15:00～16:30
月4回（水）
19:00～20:30
月額6,200円（税別）

気軽にボールルームダンスを！

リズムにのっておしゃ
れなダンス。初心者
の方も大歓迎。身体
を動かしてリフレッ
シュしましょう。

松島早苗 JBDF公認教師　
和歌山プロインストラクター協会員

第2･4（月）
10:30～12:00
月額4,100円（税別）

Belly Dance

基礎の動きをしっかり
とするクラスです。ま
た、ベリーダンス特有
の動きで女性らしいボ
ディーラインを目指し
ます。

Mika DANCE STUDIO 月下踊姫 代表

月3～4回（月）11:15～12:15
月額4,650円（税別）～

はじめてのバレエレッスン

初心者の方でも
大丈夫、ゆっくり
基礎から指導致
します。踊る楽し
さを味わいなが
ら美しい姿勢や
優雅な動作を身
につけましょう。

AYAKO クレルバレエ

月4回（木）17:00～18:15（初心者）
　　　　　18:30～19:45
月額5,200円（税別）

糸東流空手道こども教室

糸東流空手道（光龍流琉
球古武道）を始めてみませ
んか？初心者の方にも丁寧
に指導いたします。武術を
通して礼儀正しく負けない
心を身に付けていきましょ
う！明るく楽しく稽古をしていますよ。

西辻政雪 光龍流琉球古武道宗家　
糸東流空手道太西会理事長

月3～4回（木）16:30～18:30
月額4,650円（税別）～

子どもあとりえ

水彩絵の具で対象
物をよく観察し、
自分だけの色で描
いたり、紙粘土･石
･木などを使って、
ドキドキ楽しみな
がら創作活動をし
ます。

泉川恭子 新美術協会会員

月3～4回（月）
18:30～19:30
月額4,650円（税別）～

こどもHIPHOP

ストリートダンス（HIPHOP）
をカッコ良く踊ってみません
か？小さいうちに身に付けた
リズム感は一生ものです！

NAOKO

月3回（月）16:40～17:40〔幼児～小学低学年〕
　　　　　17:40～18:40〔小学高学年〕
月額4,650円（税別）

バトントワリング

キラキラのバトンをクル
クル回して一緒に楽しく
レッスンしましょう♪
バレエの基礎も取り入
れます！
ぜひ１度のぞきにきて
ください☆

新谷舞子 日本マーチングバンド･
バトントワーリング協会準公認指導員

月4回（金）17:00～18:00〔満2歳～〕
　　　　　18:00～19:00〔児童〕
月額6,200円（税別）

ちびっこバレエ

楽しい雰囲気の中で
クラシックバレエの
基礎を丁寧に指導
します。正しい姿勢
･リズム感が身につ
きます。

第2（土）13:00～17:00 全3回39,000円（税別）
材料費38,880円（税込）（認定料別途20,000円）

グルージュエル認定講座

スワロフスキース
トーンを使用してア
クセサリーを作る
認定講座です。キラ
キラしたアクセサ
リーを作る楽しさ
を感じてみませんか。全6回で8作品を作り、
修了後には認定証発行（申請料必要）、教室
の開講や教材の割引等サポートも致します。

柴田真由美（一社）グルージュエル協会代表理事

随時10:30～18:30
全20時間50,000円（税別）
材料費15,000円（税込）申請費用10,800円（税込）

パステル和アート
準インストラクター養成講座

優しい気持ちになれるパ
ステルアートの先生に。
誰でも無理なく学べて可
愛い作品を描け、即座に
実践しやすいカリキュラム
です。終了後は新たなス
キルやコツを掴んで、講
師活動･ボランティア等でご活躍下さい。

寿里 パステルホープアート協会公認正インストラクター

日本ペーパーアート協会®監修
クラフトワークセラピスト®
認定講座

「クラフトワークセラピ
スト®」とは、温かい手作
りの癒しの力･脳活性化
力UP･笑顔になるヒント
をお届けする指導者の
資格です。医療や福祉･
教育の現場でも活用できる「工芸作業療法
士」で、ご自身のスキルUPに繋がります。

今井佳枝（社）日本ペーパーアート協会®認定講師
第1･3（金）13:30～15:30
第2･4（火）10:30～12:30
第2･4（火）13:30～15:30
月額3,100円（税別）

第1･3（金）10:30～12:00 月額4,100円（税別）

ニットカフェ

編み物～初めての製図～

基礎を学びながら、お好きな作品
を編みましょう。ティータイムもあります。

基本の編み方から、製図の方法を覚えて
オリジナルニットが編めるようにレッスンし
ます。ご希望の方には終了後協会発行の
卒業証書及び講師認定証を発行します。

村田明子（公財）日本手芸普及協会 手編師範

第1･3（金）13:30～15:30
月額4,100円（税別）

第2･4（金）13:30～15:30
月額4,100円（税別）

季節のスケッチ（水彩画）

基本の絵からスケッチまで

旅先で出会った素敵な風景
をスケッチブックに残して。

描いてみたい絵や描き続けたい絵を、お好
きな画材で楽しんでください。

右山夕起子 日本美術家連盟会員
新制作協会協友

アンチエイジング
～マッサージを加えたファンデーションの塗り方～

ファンデーションの塗り方一つでリフトアップ
につながるのはご存じですか？どの年代の方
にも有効なメイク術を今こそ学びましょう！

清潔感･意欲が伝わるメイク方法を学びま
しょう。もちろんオフィスでも活用できます。

古谷美穂 JMANメーキャップインストラクター
DeI'mエリアメーキャップアーティスト

就活メイクレッスン

リンパの教室

リンパとは体内で免疫シ
ステムや治癒力といった
私達の身体の健康を保っ
ている器官なんです。リ
ンパの正しい知識とセル
フケアの仕方を学び、日々
を健康に過ごしましょう。

長谷由夏 リンパドレナージュ羽婆オーナーセラピスト
ホリスティックドレナージュ･セラピスト

4/20（水）. 5/18（水）. 6/15（水）
10:30～12:00（初級） 月額3,000円（税別）
13:30～15:00（中級） 月額3,500円（税別）

フィトテラピーで
イキイキ輝く愉しさを

「フィトテラピー（植物療法）」と
は、植物が持つ様々な力を「飲
む、塗る、香る、食べる」ことに
よって人が本来持っている自然
治癒力を整えて身体をサポート
していくこと。ヨーロッパや世界各地で発達し科学
的に体系づけられた植物療法の力を、生活に取り
入れ、生き生きと楽しく毎日を過ごしましょう。

伊集院麻代 ルボアフィトテラピースクール代表代行
AMPPメディカルフィトテラピスト

リフレクソロジスト
養成講座

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
キルアップにぜひ！（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

整理収納アドバイザー
2級認定講座

関西初の1級認定講師が教
える、1日で資格が取得でき
る『整理収納アドバイザー2
級認定講座』です。整理収
納が苦手な方から得意な
方まで、今一度基礎から学
べば目からウロコです。男
性も大歓迎！

宮本美保 整理収納アドバイザー 1級認定講師

第3（水）10:30～12:00
月額3,000円（税別）

ユリシス ドンネ･デコ 
アクセサリーレッスン

キラキラ☆カワイイが大好きな
方、業界最多のデザインベースで
オンリーワンのアクセサリーを作
りませんか？レジンや革も使用
し、ピンワークも身につきます。お
子様から年輩の方までOKです。

Kirari☆K（長滝和代）ユリシス ドンネ･デコ認定講師

第2･4（火）
13:00～14:30
月額3,100円(税別)

大人はじめての書道

筆ペン･ボールペン･大
筆･小筆が学べます。基
本的な点画や線の書き
方から練習し、美しい
調和のとれた字が書け
るよう、親切丁寧に指
導します。初心者歓迎。

日根野谷莉那 暁書法学院講師

月4回（月）
10:30～11:30
16:00～17:00（1回60分）
月額16,000円（税別）

個人レッスン

月4回（月）
11:30～12:30
17:00～18:00
月額12,000円（税別）

グループレッスン

アミーゴ スペイン語講座

明るいイケメンスペイン人ネイティブ講
師による楽しく生き生きとした講座です。
聞いたり話したりやりとりを中心とした
参加型のレッスン。ゼロからでも楽しく
スペイン語を学び、コミュニケーション
できますよ。

ペレス･ジャマス･オクタビオ スペイン語講師

月4回（金）13:00～14:30
月額12,000円(税別)

スマートフォン･パソコン講座

スマホやパソコンの使い方が
よくわからないとお困りでは
ないですか？この講座では、
マウスの使い方などの初歩か
ら、日常使っている中で感じ
たちょっとした疑問まで、操
作が苦手な方にも、わかりや
すく丁寧に解説いたします。

江川 亮 PCインストラクター

第4（土）14:00～15:00
月額2,000円(税別)

子育てがもっと楽しくなる

色育（いろいく）教室

色彩の力で、子
供の集中力･想像
力を育み、親子
のコミュニケー
ションも取りやす
くなります。
HAPPY子育て♪
（大人のみの受講もOK）

小野寺真輝 色育アドバイザー、カラーセラピスト

第2･4（火）15:00～16:30
月額3,100円（税別）

こどもわくわく書道

硬筆、毛筆が学
べます。正しい
姿勢と持ち方、
書き順をしっかり
指導。文字を書
く楽しさを知り、
美しい文字とともに集中力も身につきます。

日根野谷莉那 暁書法学院講師 日本書芸奉人会師範
書道研究玄心会講師

好きこそ物の上手なれ！
お習字が好きになれた
ら嬉しいですね。思い
切り楽しんで好きになれ
る教室です。大人も子
供も一緒にレッスン！

鳥居緋巫

第2･3･4（月）
17:00～19:00
月額4,350円（税別）

楽しい書道教室

第2･4（水）13:30～15:30
月額5,100円（税別）

DECOクレイクラフト

DECOオリジナルの粘土を使用
して、お花や動物、お人形などの
作り方を学んでいただけます。初
心者の方にも安心のカリキュラム
になっています。またカリキュラム
修了後、希望される方には師範認
定試験を受けていただく事も可
能です。合格されますと、DECO
の講師としてお教室開講や作品
の販売が可能になります。

木原加代子 Decoクレイクラフトアカデミー認定講師

第1･3（月）19:00～21:15（1回45分）
月額4,500円（税別）

生田流お琴教室
（個人レッスン）

心に響く和楽器、
お箏の音色を楽
しみませんか？
子供から大人ま
で、初心者の方
にも丁寧に指導
致します。

朝岡凜寿 生田流箏寿会師範

第1（木）11:00～16:00（1回60分）
月額3,000円（税別）

都山流尺八教室
（個人レッスン）

初歩より丁寧に指導
します。演歌･童 謡･
唱歌･ポピュラーも吹
けるようになります。
尺八は息を長く吐くの
で健康にも大変いい
ですね。

稲留堺舟 都山流尺八准師範

第1･3（月）10:10～12:50（1回40分）
第2･4（火）10:10～17:00（1回40分）
第1･3（金）10:10～12:50（1回40分）
第2･4（金）10:10～17:00（1回40分）
月額 ペア1人3,600円（税別）・トリオ1人3,100円（税別）

仲良しお二人、お三人でお好き
に受けて頂ける講座です。ボイ
ストレーニング、合唱の予習･
復習、アンサンブルにカラオケ
のレパートリー作り等、自由に
アレンジして楽しみましょう。

神田ゆみ
大阪音楽大学声楽科卒業
U＆I教育センター講師
堺シティオペラ･貝塚市クラシック音楽家協会各会員

第2･4（火）
10:30～12:30
月額4,000円（税別）

組みひも

組みひもディスクを使
い、キーホルダー･ネッ
クレス･メガネストラッ
プ等を作りましょう。
糸の動かし方を覚え
れば簡単に作れるよう
になりますよ。

藤原真奈美

第1（水）10:30～12:30 月額2,000円（税別）

JPAペーパーアート
･ペーパーフラワー講座

ペーパーアートで笑顔と
癒し、日々の楽しみをプ
ラスしませんか？ペー
パーで作ったお花を使っ
た作品を中心に、季節や
イベントに合わせて毎月
制作していきます。ペー
パーフラワーは、カード
やラッピングに加えたり、
多様な使い方でお楽しみ頂けます。

今井佳枝（社）日本ペーパーアート協会®認定講師

月3回（火）10:15～11:15（1回60分）
月3回（水）11:00～12:00（1回60分）
月額12,150円（税別）

第1･3（金）16:00～16:45
月額6,000円（税別）

フランス語

楽しいこどもフランス語

初心者から経験者まで、基礎だけでなく旅行に使
えるフレーズや、シャンソン、料理のレシピなどを、
個人のレベルに合わせて楽しく学びます。

簡単な歌を歌ったり絵本を見ながらフランス語を
楽しみましょう

中谷スネジャナ フランス語講師

月3回（金）19:00～20:00
月額6,150円（税別）

中国語講座

お仕事で必要な方、中
国語検定を目指す方、
初心者から経験者まで、
経験豊富な講師が丁寧
にお教えいたします。毎
時間楽しみながら、何か
一つは身に付けていただ
きます。

焦 莉 中国語講師

第1･3（木）
11:00～12:30
月額4,100円（税別）

簡単タロット教室

基本のライダー版タ
ロットを物語として
学んでいきます。慣
れてくれば、お互い
にリーディングして
楽しめます。

なおみ Jeonyandoo

月3～4回（金）
10:30～11:45
月額4,650円（税別）～

ゆったりヨガ

ヨガは初めて、運動
は苦手という方で
も大丈夫！優しく丁
寧に指導致します。
ヨガで心も身体も
リフレッシュしま
しょう。

未羽 RYT200認定講師

月4回（金）10:30～11:30 月額6,200円（税別）

月4回（金）11:45～12:55 月額7,200円（税別）

キレイになるピラティス

リフレッシュヨガ

日常生活の中で生まれる肩こりや腰痛などを、根本
から改善していきながら、身体全体のバランスを整
え鍛えていきます。年齢や健康状態に関わらず、誰
にでも安全に行うことが出来ます。

身体が硬いと思っている人も大丈夫！全身の疲れや
コリがほぐれて身体と心がとても軽く爽快な気持
ちになります！

高橋しおり FTP認定ピラティス講師

高橋しおり 日本ヨガ普及協会鶴原ヨガ公認講師

第3（木）
10:30～12:00
月額2,740円（税別）

家族を守る！

ままセラピスト

家族が抱えている肩こ
り等の不快症状を、
アロマオイルを使い緩
和させるトリートメン
ト法を身に付けて頂き
ます。

延与とも子 NARDアロマトレーナー･セラピスト

第2･4（水）10:30～12:00
月額7,000円（税別）

心と身体 自分磨きの
コミュニケーション講座

コミュニケーションレッス
ンで、周りの人の言動に
柔軟に笑顔で対応できる
センスを身につけていき
ます。身近な人との関係
性をサポートしておりま
す。夫婦等パートナーシッ
プの関係を向上されたい方におすすめです！

トレーナーMASAYO
コミュニケーショントレーナー、
心身美タフ健康法ボディワークトレーナー、アロマアドバイザー

第2･4（火）13:00～14:30
月額4,000円（税別）

はじめよう朗読
朗読は、脳の活性化になり健康
に良いです。声に出して本を読む
楽しさを一緒に味わいましょう。

吉村佳美（一社）日本朗読協会パートナースクール講師

朗読講座
初めての方も大丈夫。お子
様やお孫様の読み聞かせに
役立ちます。また発声や滑
舌をレッスンしますので、話
し方もぐんとアップします。

『泉州水ナス』でおもてなしクッキング
～大阪南部の伝統野菜～

大阪南部･泉州地域の水ナスや泉州の食材を
使って、家庭で簡単に作れるお料理を学びま
す。そして盛り付けやテーブルをちょっと工
夫することによって、素敵なおもてなし料理
に変身させましょう。本格的ドイツ製キッチ
ンのある講師宅にて、調理のデモンストレー
ションレッスンの後、できたてをランチでい
ただきます。頭もお腹も満足できるレッスン
です。

久住有里子 KUSUMI YURIKO Cooking Salon主宰

イオンモールりんくう泉南
● 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

072-480-471010:00～20:00

〒590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 イオンモールりんくう泉南 2Fご予約
承ります

お申込み
お問い合わせ 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
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アーティフィシャル
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ハワイアンキルト

植物画ボタニカルアート Decoクレイクラフト

JEUGIAカルチャー
《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。

イオンモールりんくう泉南
〒590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 イオンモールりんくう泉南2F

当社は、カルチャー教室事業、音楽教室、音楽・映像ソフト（CD・DVD）、楽器等の販売を営んでいます。カルチャーセンターは全国58会場有り。［株式会社JEUGIA ／本社：京都市］［東証二部上場］

体験・見学も承ります!
ご入会受付中072-480-471010:00～20:00

ご予約
承ります

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。

講師募集

●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・設備維持費・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。

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。

体験｜見学｜入会｜お申し込み受付中

気軽に始める
声楽ペアレッスン
･トリオレッスン

［4歳（年中）～9歳（小3）］

［4歳～中学生］ ［年中～小6］ ［小1～中学生］

［13歳～］

［3歳～］

山口涼子 肥田貞子バレエ団 助教師

［満2歳～12歳］

［4歳～中学3年生］ ［4歳～］
［資格取得可］

［資格取得可］

［資格取得可］

第3（木）
14:00～15:00
月額2,000円（税別）

大人のための

色育（いろいく）講座

色の力で生きていくう
えで大切な3つの力を
養えます。人間関係で
悩んでいませんか？
ハッピーライフを手に
入れよう！

小野寺真輝 色育アドバイザー、カラーセラピスト

3/19（土）15:00～16:30
4/16（土）15:00～16:30
4/17（日）11:00～12:30

4/6（水）10:30～13:00

3/26（土）･3/29（火）10:30～17:30

3/26（土）10:30～15:30［申込締切3/22］3/16（水）13:30～14:30［申込締切3/12］

2/26･3/25（金）16:30～18:00
2/27･3/26（土）10:30～12:00
［申込締切前日］

3/8･3/22（火）
10:30～12:30

3/16（水）13:30～14:30［申込締切3/12］

3,348円（税込）

3,348円（税込）

3,240円（税込）

3,000円 1,500円（税込） 5,500円（税込･材料費込み）【会員5,000円（税込）】

ー童話を
　読みましょうー

ご当地
講座

20,000円
30,000円（税別）（認定試験含む）

キット材料費
認定料

27,000円（税別）

11,600円（税別） 5,400円（税別）

3/27（日）10:15～17:30（休憩60分）
［申込締切3/23］

16,000円

540円 2,080円（税込）

4,000円 1,500円（税込）テキスト代認定料金

お得な

割引!
体験当日または体験なしで
即日ご入会お手続き完了の方は

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。

2016年
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