
1,550円9/9･9/30（金） 1,850円9/15･9/29（木） 1人1,550円9/3･9/17（土） 2,100円9/13（火） 2,050円9/5（月）･9/8（木）･9/19（月）･9/22（木）

1,550円9/2･9/16（金） 2,050円9/5･9/12（月） 1,250円9/4･9/25（日） 2,050円9/6･9/13（火） 1,550円9/14･9/21（水）

3,550円9/14･9/28（水）

2,550円9/14･9/28（水）

3,294円9/16･9/23（金） 9/6･9/20（火） 2,550円 1,000円9/14（水） 2,000円9/13･9/27（火）13:00～14:30

2,550円9/7･9/21（水） 1,550円9/2（金）･9/14（水）･9/16（金）･9/28（水） 1,550円9/7･9/21（水） 1,000円（30分）9/13･9/27（火） 2,550円9/4･9/11（日）

1,000円9/13（火）13:30～ 9/17（土）13:00～14:00

1,300円9/1･9/8（木） 9/6･9/20（火） 1,550円
500円（税込）

2,250円9/11･9/25（日） 1,550円9/8･9/15（木） 1,550円9/12･9/26（月）

1,000円9/12･9/26（月） 1,000円9/3･9/17（土） 1,000円9/11･9/15（木） 500円9/15（木） 9/16（金）

9/12･9/26（月） 9/13（火）2,050円
500円（税込） 1,000円9/9･9/23（金） 1,550円2,100円 9/21（水）13:30～14:30 9/13･9/27（火） 1,550円

1,050円9/9･9/23（金）

1,850円

9/15･9/29（木）

2,050円

9/15･9/29（木） 1,550円9/10･9/24（土） 1,550円9/10･9/24（土） 1,550円9/12・9/26（月）

500円
①9/4･9/28（水）･②9/7･9/21（水）･③9/14･9/28（水）

1,080円（税込） 9/10･9/24（土） 1,000円
1,296円（税込）

1,550円9/9･9/23（金） 1,350円9/13･9/27（火）

無料説明会

イオン

JEUGIA
カルチャーセンター

イオンモール
りんくう泉南

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（木）
19:00～20:15
月額7,400円（税別）

オリエンタルベリーダンス

独特の腰をくねらせたり
震わせたりする動きで踊
ります。楽しく踊りながら
体 を引き 締 めていきま
しょう。

Shay チームHaflat所属講師

第1･3（土）10:30～12:00
月額 親子で5,800円（税別）

土曜の親子書道

鉛筆･ペン･筆等
を初めて習う方
から、中級･上級
者 の 方 は 資 格
取得も可。親子
一緒に楽しく学
びましょう。

溝邊孝子（浄明至善）
高野山競書大会推進役員、成田山全国大会審査員、
日本･中国友好書道交流実行委員

第4（火）10:30～12:30
月額2,100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。

鈴村眞澄（財）日本手芸普及協会認定講師
ヴォーグ社押花講師

第1･3（月）10:30～12:30
第1･3（月）13:30～15:30
第2･4（木）13:30～15:30
月額4,100円（税別）

植物画（ボタニカルアート）

植物の特性を変えずに鉛筆
や透明水彩絵の具を使って、
正確に美しく描いていきま
す。身近に見られる四季折々
の草花を丁寧に観察して、花や葉そして実を
リアルな1枚の絵に仕上げます。

奥野小夜子
日本植物画倶楽部会員、
J.G.Sボタニカルアート会員、
国立科学博物館長賞受賞作家

月4回（金）19:00～20:30
月額6,200円（税別）

クラシックバレエを楽しく
（大人からのバレエ）

バレエ初心者
の方、子供の
頃に習ってい
て再挑戦した
い方、楽しく
クラシックバ
レエを始めてみませんか？

山口涼子 肥田貞子バレエ団助教師

月3回（月）13:00～14:30
月額6,150円（税別）

癒しのフラ

待望のフラ新
クラスです！全
くの初心者の
方 を 対 象に、
基礎から丁寧
に指導いたし
ます。ゆったりとしたフラの音楽に癒されて
みませんか。

松下三喜 Hau'oli Luana 主宰

月3回（日）10:30～11:30
月額3,750円（税別）

ベーシックヨガ

いつも外へ向け
ている目を自分
へ向けて。大事
なのは自分と向
きあい知ってい
く事。ヨガを通し
て学びましょう。

RYOKO J-YOGA認定インストラクター

月4回（火）
13:30～14:30
月額8,200円（税別）

ゆっくり楽しむフラメンコ

情 熱 のフラメンコを
ゆっくり丁寧におけい
こします。憧れの衣装
で華やかに踊れるよう
基礎から楽しくお教え
します。

森久美子 フラメンコ アカデミア
〈ラ･ダンサ アンダルシア〉主宰

月3回（水）
13:30～15:00
月額4,650円（税別）

太極拳

太極拳は全身運動で、
心と体のバランスを
整える健康法です。
幅広い年齢層に親し
まれています。

木村はるみ 陳静武術太極拳認定講師

第2･4（水）11:15～13:15（1回30分） 月額7,100円（税別）

気軽に始める二胡

親しみやすい楽器二胡、ちょっとし
たコツで美しい音色を奏でましょ
う。レッスンでは基礎を身に付ける
為の教本の他、童謡や唱歌なども
取り入れて、簡単に楽しく弾けるよ
うに練習していきます。いろいろな
レパートリーを増やしましょう。

雪本直子 二胡講師、二胡検定10級（最上級）取得

月3回（金）16:30～20:30（1回30分）

月額9,150円（税別）

やさしいヴァイオリンレッスン

基礎を大切に、おひと
りおひとりに合ったス
ピードで、毎週ではなく
月3回、丁 寧に楽しく
レッスンを進めていき
ます。大人の方もお待
ちしています。

久川幸代 大阪音楽大学短期大学部卒業

第1･3（火）13:00～14:30
月額5,100円（税別）

第1･3（火）14:30～16:00（入門）
月額5,100円（税別）

オカリナ教室

土の笛オカリナで癒しの
音色を奏でましょう。基
礎からしっかり丁寧に練
習していきます。

佐々木一真 オカリナ奏者

第2･4（水）10:15～12:00
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！

小川昌代
コミュニケーショントレーナー
ボディワークトレーナー
アロマアドバイザー

第2･4（火）14:45～16:15（入門）
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
和み朗読教室主宰
一般社団法人日本朗読協会
パートナースクール講師

第1･3（水）
13:00～16:00（1回30分）

月額5,100円（税別）

魚住弘樹のギターレッスン

アコースティック、エレ
キギターで、お好きな曲
をバッキング（伴奏）か
ら弾き語り、バンドアレ
ンジまでご希望に応じ
て楽しくレッスンします。

魚住弘樹 ミュージックオフィス プレジャー代表

第2･4（水）13:30～17:50（1回80分）

第1･3（金）13:30～17:50（1回80分）

月額3,100円（税別）

ウクレレ講座

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
を覚えます。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もあります。

藤田青生 ウクレレインストラクター

第2･4（月）
13:30～15:00
月額3,100円（税別）

混声合唱団 ハミングピーチ

色々なジャンルの曲を
しっとりとコーラス風
に歌います。発声法か
ら丁寧に指導致します。
初心者･男性の方も大歓
迎です。

向井由美 同志社女子大学音楽学科声楽専攻卒業

第2･4（火）15:15～21:00（1回45分）

月額7,500円（税別）

フルート個人レッスン

初めての方からブラ
ンクのある方まで
指導します。最初は
しんどくても鳴るよ
うになれば楽しい
ですよ。体験レッス
ン時は楽器をお貸
しします。

豊田真理 相愛大学卒業
ウィーン･プライナー音楽院修了

月3回（日）13:00～18:00（1回40分）
月額7,650円（税別）

月3回（日）13:00～18:00（1回40分）
月額7,650円（税別）

楽しいフォークギター

気軽に始められるギターですが、
教本だけではわからない事も基礎
からしっかり教えます。楽しく始め
ましょう。

エレキギターの数ある奏法を、基礎からひとつずつ
楽しくマスターしていきましょう。今がそのチャンス！

矢倉利一 ギター講師
大阪音楽大学短期大学部ギタークラス卒

10/4（火）10/18（火）10/25（火）11/8（火）
10:30～12:30

カフェミナージュ
認定講座（ファブリックデコレーション）

既製品に布、壁紙、
リボンなどでカバー
し、デコレーション
するクラフトです。
5課程を受講される
と講師として、レッ
スンを行い又、認定
講師講座を開催することができます。

山中裕子 カフェミナージュ認定講師

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

10/13（木）･10/27（木）･11/10（木）
10:30～12:30  13:15～15:15

アイシングクッキー
認定講座

初心者の方が、アイシ
ングクッキー講師に
なる講座です。12時間

（1コマ2時間･全6コ
マ）の講座の中で16
作品を作りながら61
種類の技術が学べる充実の内容コースです。

山中裕子 日本サロネーゼ協会（JSA）
アイシングクッキー認定講師

第3（日）10:30～15:30 
月額58.500円（税別）

JGAグルーデコ協会
認定講師講座

今、注目のスワロフス
キーを使い、クオリ
ティーの高いアクセサ
リーコース･ジュエル
ボールコースを3ヶ月3
回でレッスン。認定証
を発行後（別途申請料）は開講、教材の割引、
スキルアップ講座のサポートもあります。

上平真紀 JGAグルーデコ協会認定講師

9/24（土）･10/1（土）･10/8（土）･10/15（土）･
10/22（土）･10/29（土）13:00～16:00 

行政書士試験
記述式対策講座

行政書士試験の合否の分
かれ目になる記述式問題
の対策講座です。過去問
を使用し実際に受講生に
書いていただき必要知
識、書き方、アピールポイント等を解説しま
す。高得点で合格した講師が指導します！

児島 謙 行政書士試験講師

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

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

ペットシッター士資格認定講座

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！

「あなたを待っているペット達がいます」
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

10/29（土）13:00～15:40頃

一般価格6,000円（税込）･会員価格5,500円（税込）

大阪唯一の路面電車 

～堺の軌跡めぐりの旅～

大阪･兵庫エリア限定講座

涼 琉球沖縄民謡･島の唄　涼風会会主

堅田友子
講
師

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

第1･3（火）
18:00～19:00
月額3,100円（税別）

子供達の楽しいお茶教室

現代のライフスタイル
に合った楽しいお茶教
室です。子供の輝く可
能性、思いやりの心や
マナーを育みます。親
子でのご参加も大歓迎。

谷口宗初 茶道裏千家助教授

月3回（日）10:30～17:00（1回30分）

月額6,750円（税別）

キッズピアノ

基 礎を学びたい
方、ピアノを楽し
みたい方、伴奏や
連弾をしたい方、
それぞれの目的に
合わせて指導致
します。

西尾房子 大阪音楽大学短期大学部音楽専攻科修了

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3～4回（月）11:05～11:35
月額3,000円（税別）

簡単♪からだ引き締め
健康ピラティス

正しい呼吸法筋
力で柔軟性･姿勢
･健康を向上させ
ていきます。ピラ
ティスとバレエ両
方することにより
効果があります。

AYAKO FTP認定ピラティス講師

第2･4（木）14:00～15:45 月額3,700円（税別）

月3回（木）14:00～15:45 月額4,350円（税別）

自力整体教室

身体の内側の流
れを良くし、体調
を 整 え 健 康 美
UP。関節のケア
で介護不要の人
生を共に歩みま
しょう！自力整体お試しのチャンス。

古西秀子 自力整体ナビゲーター

第1･3（木）10:30～12:00
月額4,000円（税別）

中高年から始める

らくらくピアノ®

楽譜が読めなく
ても大丈夫。指番
号で簡単に弾け
る。脳の活性化に
も最適。キーボー
ドで音楽を楽しみ
ませんか。

古曵知子 一般社団法人全日本らくらくピアノ認定講師

第3（木）10:30～12:00
月額2,000円（税別）

生活に役立つアロマ！

プラスαアロマ検定対応講座

アロマ検定テキス
トを使いアロマの
基礎を身に付けま
す。生活に役立つ
アロマクラフトを
作りませんか?初
心者様大歓迎です。

延与とも子 NARDアロマトレーナー･セラピスト

月2～4回（金）13:30～15:30
全10回9,260円（税別）（通常価格15,000円）

京都きもの学院 着付教室

自分で 着 物を
着られるように
なりませんか？
わずか10回の
短 期間で着 付
けと帯 結 びが
学べます。

京都きもの学院講師

第4（月）10:30～12:30
全6回12,300円（税別）

こぎん刺し初級講座
6回限定コース

青森の伝統工芸
こぎん刺しを北欧
風にかわいく手軽
に作りませか！
月1回の人気講師
によるイオンモー
ルりんくう泉南だ
けのクラスです♪

中植貴子 大塚あや子白糸教室講師

第2（月）10:10～11:40
月額2,100円（税別）

知って安心現代マナー

とっさの時にわ
からなくて 不
安になったこと
は ありません
か？作法を知る
と自信を持って
行動できます。

髙木久実 全日本現代作法協会正師範

第2･4（金）
10:45～12:15
月額3,100円（税別）

筆ペンとボールペンを
同時に学べる講座

筆ペンとボールペ
ン、同時に学ぶ事が
出来、月2回のレッス
ンでバランスの取れ
た文字を手に入れま
しょう。

浦 彩景 暁書法学院講師

第3（水）
13:30～15:00
月額2,300円（税別）

パーソナルカラーリスト
入門講座

パーソナルカラーとは
何？について学び色の
基礎･色彩理論･配色
を知って素敵にセンス
アップしましょう。

田中きみよ Yume えのぐ箱

第2･4（火）
13:00～14:30
月額3,100円（税別）

大人はじめての書道

手書きの文字は、あた
た かさ が ありま す。
ゆっくりとした時間の
中で、文字に親しんで
みませんか。
初心者大歓迎。

手古泰苑 文化書道学会師範
ペン時代社師範

月4回（金）17:00～18:30
月額4,200円（税別）

珠算

珠 算と同時に
珠算式╳÷暗算
を 習 得しませ
んか？計算が楽
しくなります。
暗記力、集中力
が養われます。

向井美恵 日本珠算連盟加盟

月3～4回（木）
16:10～17:00
月額5,550円（税別）～

月3～4回（木）
17:00～18:00
月額6,150円（税別）～

3歳からのクラシックバレエ

英国インペリアルバレエ教師協会資格を持つ
先生が、丁寧に教えます。

バー、センターレッスンを通し
て、楽しみながらバレエの基礎
を少しずつ習得していきます。

細川侑希 細川バレエアーツ教師
ISTD英国バレエ教師協会公認教師

月3～4回（土）16:00～17:30
月額4,650円（税別）～

キッズテコンドー

華麗で多彩な蹴
りが魅力のテコ
ンドー。老若男女
問わず誰でも楽
しく練習できる
テコンドーを始め
てみませんか？

佐藤太信 世界テコンドー連盟公認4段
国内A級審判員

月2回（土）18:00～20:00
月額3,100円（税別）

月3回（土）18:00～20:00
月額4,650円（税別）

子供合気道教室

合気道は日本伝統文化か
ら生まれた武道です。試
合がありませんから礼儀
作法として、積極的健康
法として稽古することが
できます。

江川邦夫･冨永英一 合気道泉州武育会

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

辛島実佳 学研教室幼児専任講師

第2･4（土）10:45～12:15
　　　　  13:30～15:00
月額3,400円（税別）

科学実験教室
は、身 近な事
象をテーマに
実 験し、科 学
への興味･関心の芽を育み、自ら考え工夫す
る力を育てます。

学研科学実験教室専任講師

Babyマッサージ
＆リズム遊び

親子ふれあい遊
びは、心と言葉を
育てます。♪笑顔
♪元 気♪大 好き
がたくさんのク
ラスです。

Sagan Kumi
Shanghai♪ママといっしょにパンダうさぎコアラ♪主宰

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。

山口涼子 肥田貞子バレエ団 助教師

HIPHOPキッズ① 月4回（火）17:25～18:25（5歳～）
HIPHOPキッズ② 月4回（火）18:30～19:30（応相談）
HIPHOPキッズ③ 月4回（火）19:35～20:35（応相談）

月額5,400円（税別）

HIPHOPキッズ

音楽を楽しみなが
ら、基本のステップ
などを中心に、リズ
ム感をしっかり身に
つけます。楽しく元
気に踊りましょう。

POBU

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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情熱のフラメンコアーティフィシャル

テコンドー 子どもあとりえ

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

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･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。

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。

体験｜見学｜入会｜お申し込み受付中

［4歳～中学生］

［年長～小6］

［10歳～］

［4歳～大人］

［4歳～］

［5歳～］

［年長～小学6年生］

［4ヶ月～1歳］

［3～6歳］

バレエ基礎 ［7歳～］

［5歳～］ ［4歳～大人］

［4～14歳］ ［小3～］

［満2歳～12歳］ ［5歳～］

［3歳～］

［年中～小6］ ［小1～中学生］

幼児コース

第2･4（水）10:15～11:15 月額3,000円（税別）

①ママベビコース（4 ヶ月～1歳）

第1･3（水）10:15～11:15 月額3,000円（税別）

②ママキッズコース（1歳～2歳）

月3～4回（水）11:30～12:30 月額4,050円（税別）～

③入園準備コース（来春入園予定2歳～入園前）

「ママベビ」は育児を助けストレスを軽減します。ベビーの前頭葉
を刺激するあそびをレクチャーし、心身の成長を促します。
「ママキッズ」は作って遊んで好奇心や想像力を育てます。親子で
楽しむ造形活動を通して手先の力を伸ばし、脳の発達を促します。
「入園準備」はしつけから学習までトータルにサポート、もじ･かず
の学習の第一歩を学びます。

10 /1（水）
10:15～11:15（babyクラス 2ヶ月～10ヶ月）
11:30～12:30（リズム遊びクラス 10ヶ月～3歳）

［申込締切 9/28］
2,160円（税込）

楽しいエレキギター［10歳～］

個人レッスン

第2･4（水）10:10～11:10 月額5,100円（税別）

グループレッスン

［資格取得可］

9/24（土）10:30～15:30［申込締切9/20］
認定登録料

17,000円（税別）
30,000円（税別） 認定料

認定料

20,000円（税別）協会年会費 3,000円（税別）13,000円（税別）
全5課程

11,600円（税込）
66,800円（税別）

32,400円（税別）

5,400円（税込）

9/25（日）10:15～17:30（休憩60分）
［申込締切9/22］

17,280円（税込） 4,320円（税込）
テキスト代 1,500円（税込）

キット材料費

10/23（日）・10/30（日）2days
10:30～17:30

21,600円（税込） 29,160円（税込）
認定料（認定試験含む）32,400円（税込）

28,000円（税別）
［申込締切9/22］

2日コース

［申込締切：10/15］
10/23･10/30（日）各日10:30～15:30（昼休憩有）

全2回 48,000円（税込） 4,200円（税込）
5,000円（税込）（認定料、終了証、開業許可証）発行料

全2回 ･12:45　JR　天王寺駅中央口改札前集合
･13:00　出発 阪堺 天王寺駅前駅
･15:30　終着･解散 阪堺 恵美須町駅

定員35名［申込締切：各1週間前］

［申込締切:9/30］ ［申込締切:10/5］

講 座
カリキュラム

1、堺が生んだ女流歌人「与謝野晶子と堺」
2、大阪が生んだ三線奏者 涼 スペシャルライブ

元 同志社女子中学･高等学校教諭  同志社国際中学･
高等学校教諭　同志社大学非常勤講師

持ち物:筆記用具

明治から大阪市と堺市を結ぶ大阪唯一の路面電車。その
路面電車を貸しきって盛りだくさんの講座を楽しんでみ
ませんか。歴史あり、ライブありの2時間半。走るは御年
88歳の普段は乗れないレア車両です。※お土産付き

貸し切りでGo!

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。

2016年

9/30㈮
期間

ま
で体験当日にご入会の方は（または体験なしでご入会の方）こども割

★対象年齢★

0歳～12歳


