
無料説明会

3/10･24（金）10:30～ 3/2･16（木）11:00～ 3/18･25（土）10:15～ 3/24（金）10:30～ 3/14･21（火）10:30～2,100円
1,500円（税込）

3/11･25（土）13:30～ 3/6･3/20（月）19:00～ 1,000円 3/2･16（木）11:00～ 1,000円 3/13･27（月）15:00～ 2,050円 3/8･15（水）19:00～ 1,550円

3/2･16（木）13:30～ 2,750円

2,050円

1,550円 2,050円 1.550円 1,850円

3/8･22（水）13:30～ 2,550円 2,050円
3/8（水）･13（月）･22（水）･27（月）10:30～ 2,050円3/6･3/20（月）10:30～

3/9･3/23（木）13:30～ 3/10･24（金）13:30～ 2,050円

3/7（火）10:15～

3/13･27（月）16:30～ 2,250円

2,000円
1,500円（税込）

3/16･30（木）13:00～ 1,000円 3/11（土）13:30～ 1,000円 3/13･27（月）10:30～ 2,500円

4/2（日）12:00～ 1,000円 4/2（日）10:30～ 1,000円 3/4･18（土）10:30～ 1,000円 3/21（火）10:30～
道具代 200円 3/14･28（火）13:00～ 1,550円1,000円 1,000円～（税込）

3/8･22（水）13:30～ 1,500円 3/14･21（火）12:00～ 1,000円 3/15（水）10:30～ 1,000円 3/6･20（月）13:30～
1,000円 1,200円（税込）

4/14（金） 3/18･25（土）18:00～ 1,550円3/13･27（月）16:40～,17:40～ 1,550円

540円

3/9･16（木）17:00～ 2,050円 3/12･26（日）10:30～ 2,250円

3/11･25（土）13:30～15:00
1,000円 1,296円（税込） 4/7･21（金）16:45～,17:45～1,350円3/14･3/21（火）各時間～ 3/8･22（水）17:00～ 1,000円 3/3･17（金）16:30～ 2,500円

・3/18（日）
10:30～16:30
［申込締切3/15］ ・4/24（月） ・5/25（木）10:30～12:00

9.720円（税込）

・4/ 8（土）
・5/11（木）
10:15～17:15

［申込締切 4/1（土）, 5/4（木）］

19,440円（税込） 18,700円（税込）

・3/23（木）・5/20（土） ・3/8（水）・3/10（金）
・4/29（土）
10:30～17:30（休憩含む）
［申込締切4/22］

21,276円（税込）
・4/22（土），4/29（土）
10:00～18:00（休憩含む）［申込締切4/12］

37,800円（税込/教材費･認定料込）

3,240円（税込） 2,160円（税込）
・3/30（木）10:30～12:00

2,160円（税込/教材費･教材費込）認定料 20,000円（税別）協会年会費 3,000円（税別）
66,800円（税別） 28,000円（税別）

認定料（認定試験含む）32,400円（税込）協会入会金 10,800円（税込）
21,600円（税込） キット材料費 29,160円（税込）

認定登録料
17,000円（税別）

30,000円（税別）13,000円（税別）
全5課程

全6課程

各材料費 11.340円（税込）

テキスト代（2冊）･試験料･認定料 12,624円（税込）
11,600円（税込）

テキスト代（2冊）･認定料･試験料 12,624円（税込）

10:30～17:30（休憩含む）［申込締切 3/19（日）, 5/16（火）］

・5/28（日）13:30～15:30
一般価格 4.320円（税込），会員価格 3.780円（税込）

お香代　 500円（税込）

　　　13:20 長慶寺三重塔
定員24名 ［締切：5/20（土）］

一般価格 5.500円（税込），会員価格 5.000円（税込）
※材料費込みの金額です。

10:30 KUSUMiYURIKO Cooking Salon　定員8名 ［締切：5/30（火）］
・6/3（土）10:30～13:30集合

集合

一般価格 7,560円（税込），会員価格 7,344円（税込）
（食事代･お茶席代込）

10:45 がんこ岸和田五風荘　
定員50名 ［締切：3/6（月）］・3/13（月）11:00～14:00 ・4/2（日）,4/9（日）10:30～15:30
集合

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

10:30～17:30 ［申込締切1週間前］
［小3～］［3歳～］ ［7歳～］ ［4歳～］

［年長～小学6年生］
［幼児～小学校高学年］

［小3～小6］

［8～15歳］

［3歳～小学校2年生］

4/21（金）開講

女将による
あじさい寺･長慶寺で
貴族のあそび香道を楽しむ

香りを鑑賞して楽しむ日本
の伝統芸能、香道。真言宗
泉涌寺派の歴史ある長慶
寺で香りを当てる優雅なあ
そびを楽しみませんか。庭を眺めながらいただくお抹茶
と菓子はお寺からのおもてなしです。長慶寺には厄除け
階段もあり泉州の景色も綺麗です。お時間があれば自
由散策もお楽しみください。

神垣裕香
泉山御流 南大阪支部長

泉州食材泉だこを使って講師による調
理の実演を見学するスタイルの講座で
す。食材についての説明、調理の手順や
コツ、お客様の質問に答えていただきな
がら進みます。季節の花が飾られたテー
ブルコーディネートも楽しみながら出来
上がった料理をいただきます。メニュー
はすべてレシピとしてお渡しいたします。

～美味しく、美しく～お屋敷がんこ
岸和田五風荘女将直伝の和食マナー
講座です。知っているようで知らな
い和食マナー「？」が「！」に変わ
ります。美味しい和食を召し上がり
ながらエレガントなマナーを身につ
けましょう。お食事の後は普段は非
公開のお茶室「利庵（残月席）」で
お茶をお楽しみいただきます。
★季節柄の懐紙付き

金海妙美 和食マスターインストラクター（日本ホテル協会認定）
久住有里子 KUSUMiYURIKO Cooking Salon 主宰

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

第2･4（金）
10:30～12:30
月額3,100円（税別）

共に暮らす 木彫雑貨

彫る楽しさ、使う楽
しさ、見せる楽しさ。
お部屋にあった必
要な雑貨や家具を、
オリジナルデザイ
ンで提案します。

成瀬さやか 工芸プロデューサー
室内コーディネーター

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回（土）10:15～12:00
月額4,650円（税別）

はじめての書道･ペン字

ペン字と毛筆細字の両
方学べる講座です。毎月
課題を出品することによ
り、段級等の資格も取得
でき、自然に美しい文字
が書けるようになります。
初めての方でも安心して
学んでいただけます。

馬野華静
読売書法展幹事　
日本書芸院二科審査会員　
大阪ペン字クラブ師範

第4（金）
10:30～12:30
13:00～15:00
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1･2･3（火）
10:30～11:30
月額5,550円（税別）

イスに座って全身運動
ジャイロキネシス

膝や腰に負担なく運動
が出来ます。年齢問わ
ずいつからでも始めら
れます。いつまでも若々
しい身体を自分の力で
作りましょう！

相川幸子 ジャイロキネシス認定トレーナー

第2･4（土）
13:30～16:30
月額5,100円（税別）

能面

能面は仮面として世
界で最も高い芸術性
と幽玄美を備えてい
ます。自分の手で作
り上げた喜びは格別
です。

塚田和夫 能面作家

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

お琴教室
（個人レッスン）

都山流尺八教室
（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 稲留堺舟 都山流尺八准師範

第1（木）11:00～16:00（1回60分）
月額3,000円（税別）
第1･3（木）11:00～16:00（1回60分）
月額5,000円（税別）

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。

月3回（月）
13:00～14:30
15:00～16:30

月額6,150円（税別）

癒しのフラ

フラに興味はあるけ
れど、全くはじめて
で、不安に感じてい
る方にピッタリの講
座の開講です！やさ
しいハワイアンソングにあわせて、心も体も
リフレッシュしましょう。

松下三喜 Hau'oli Luana 主宰

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）13:30～16:00
月額5,500円（税別）

戸塚フランス刺しゅう

初心者から経験
者まで、身近で役
立つ作品を作り
ます。自分の持ち
物から家を飾る
品々まで、楽しい
時間を御一緒致
しましょう。

山形緋紗美 戸塚刺しゅう師範、総代

第2･4（水）13:30～15:50
月額5,100円（税別）

ボビンレース

欧州伝統の由緒あ
るレースです。特
殊なボビンに糸を
巻いてピンを使っ
て台の上で織り上
げていきます。基
礎から個人にあわ
せて進めていきますので、一度ボビンにふ
れてみませんか。

古谷咲江

第2･4（月）10:30～12:30
第2･4（水）10:30～12:30
月額4,100円（税別）

ハワイアンキルト

のんびりマイペー
スで針仕事を楽
しみませんか？
初心者から経験
者の方までどな
たでも参加して
下さい。

中植貴子（財）日本手芸普及協会指導員

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

第2･4（金）13:30～15:30
月額4,100円（税別）

基本の絵からスケッチまで

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

第1回  4/13（木）10:30～12:30
第2,3回 4/20（木）10:30～15:00（昼休憩あり）
第4,5回 4/27（木）10:30～15:00（昼休憩あり）
第6回  5/12（金）10:30～12:30

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1回 4/11（火），第2回 4/25（火）
第3回 5/10（水），第4,5回 5/17（水）
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

生前整理アドバイザー
2級認定講座

生前整理とは「究極の
お片付け」です。
物･心･情報を整理し
て、今後の人生をより
豊かに生きる方法をお
伝えします。

小野寺真輝 生前整理アドバイザー準1級認定指導員

槇 恭子 JAA日本アロマコーディネーター協会
インストラクター

こどもを伸ばせる親
には理由があります！
あなたはこどもの褒
め方や叱り方に自身
がありますか？カラー
心理ですぐに実行で
きてこどもが伸びる、
ほめ方しかり方がで
きるようになります。

小野寺真輝
この講座は、指定
のプリントを使っ
て、子供たちが普
段なかなか言葉に
出来ない思いや感
情を引き出し、自
分の言葉を使って作文を仕上げていきます。
「伝える楽しさ」や「つくりあげる楽しさ」を
体験していただける講座でえす。

一般社団体法人教育コミュニケーション協会
キッズ作文トレーナー

あなたの趣味や特技を高齢
化社会で活かしませんか！？
介護の現場ではレクリエー
ションサービスが重要視さ
れてきております。当資格
は介護や高齢者に対する基
礎知識を学び、自分の趣味や特技を活かした介護レ
クリエーションを企画･提案･実施できるようになる
事を目的とした資格です。介護に携わっている方は
もちろん、介護業界に興味のある方や、ボランティア
をしたい方におススメです。

一般社団法人日本アクティブコミュニティ協会認定講師
NPO法人ハウスキーピング協会が認定する
本講座は、教育や子育てに携わる方を対象
に、子どものお片づ
けにポイントを絞り
子どもの自立心を促
進させるための教育
方法を学べます。

整理収納教育士

満足度の高いハンド
技術を 1日で習得。
自宅教室開講や家族
を癒すスキルとして
役立つタッチケアの
原点です。

第1（火）10:15～12:45
月額3,000円（税別）

エッグアート

19世紀、ロシア･
ロマノフ朝の時
代に始まったエッ
グアートは鳥の
卵の殻に美しい
彩色や装飾を施
し、結婚式や誕生
日のお祝い品として喜ばれています。

義本千佳 エッグアートC.Yスタジオ主宰

月3回（月）16:30～21:00
月額7,650円（税別）

大人のピアノ教室

はじめてのピアノ、
久しぶりのピアノ、
何からしたらいい
のか分からない、
などなど私にお任
せ下さい。ご自身
のペースに合わせたレッスンを提案します。
クラシック･JAZZ･ポップス、すべてOK！

須藤英里子

月3回（木）
13:00～14:00
月額6,000円（税別）

ゴスペル

映画「天使にラブソン
グを」を始め様々な
ジャンルの音楽を歌い
ます。歌うことが好き
な仲間と一緒にハーモ
ニーを響かせましょう。
楽譜は使いません。

AKKO ゴスペル講師

第2（土）
13:30～15:00
月額3,000円（税別）

沖縄唄三線 初心者講座

沖縄を代表する楽
器！三線！そして唄♪
初めての方や初心者
の方が弾けて唄える
ように基礎から丁寧
にお教えします。

角谷大輔 三線講師

月3回（月）10:30～16:00
月額7,500円（税別）

生活に音楽を！
音を楽しむギターレッスン

初心者の方から
上級者まで、弾
き語り･クラシッ
ク･ギターソロま
で個々に合わせ
たレッスン致しま
した。

kohsuke KCG.ギター音楽院師範認定取得

月3回（日）
12:00～13:15
月額4,500円（税別）

気分爽快 メンズヨガ

体が硬くても大丈
夫。ヨガのポーズ
を行う中で柔軟性
を高め大幹を鍛え
バランスのよい体
を作っていきま
しょう。

井上啓子 ヨガヴィオラトリコロール
認定インストラクター

月3回（日）
10:30～11:45
月額4,500円（税別）

ベーシックヨガ

ヨガのポーズを
呼吸と共につな
げていきます。動
きの可能性を高
めながら心身共
に柔らかくほぐし
ていきましょう。

井上啓子 ヨガヴィオラトリコロール
認定インストラクター

第1･3（土）10:30～12:30
月額3,800円（税別）

～誰でも気軽に～
スポーツ健康吹矢

スポーツ吹矢とは、日本で
生まれた、誰もが楽しめる、
健康に良い生涯スポーツ
です。国体のデモストレー
ション競技にもなっており、
安全で健康な点でも、今注
目のスポーツです。

井波孝彦 日本スポーツ吹矢協会 
上級公認指導員

第3（火）10:30～12:30
月額2,000円（税別）

ビーズアクセサリー

作って楽しい、身
に付けて楽しい
ビーズアクセサ
リーを一緒にし
ませんか？基本
から丁寧に指導
します。

村田明子 一般財団法人生涯学習開発財団

第2･4（火）13:00～14:30
月額3,100円（税別）

今から始める美文字教室

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3～4回（水）
13:30～15:00
月額6,000円（税別）～

はじめませんか!
居合道･武士道教室

基礎から丁寧に教えて
いきます。刀、居合と
言う伝統文化を通じて、
心体を鍛え礼儀作法
も学ぶ事ができます。

吉塚寿幸 全日本侍道協会師範

月3回（火）
12:00～13:00
月額3,600円（税別）

呼吸ストレッチ

日々頑張ってくれ
ている体と心の凝
りを呼吸ストレッ
チでほぐし、自身
にあうポーズで疲
れやストレスを解
消します。

山西紗也香

第1･3（水）
10:30～12:30
月額4,000円（税別）

女性麻雀教室

麻雀は脳の活性化に
有効と言われていま
す。一緒に楽しみな
がら脳を鍛えません
か?初心者の方大歓
迎です。

木下恭子 日本プロ麻雀連盟二段

第1･3（月）
13:30～15:30
月額4,100円（税別）

アッセンデルフト

オランダ発祥のアッ
センデルフト。特徴
は『ひと筆で描く』
ということです。お
習字感覚でどなたで
も簡単に描けます。

田中優巳子 日本デコラティブペインティング
協会講師会員

月2～4回（金）13:30～15:30
全10回15,000円（税別）
→今なら9,260円（税別）

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2（木）
13:00～14:30
全3回一括6,000円（税別）

お金の学校

資産運用や保険の
事など生活に役立
つお金の知識を身
に付けましょう。
苦手な専門用語も
わかりやすく学べ
ます。

園田武史 ファイナンシャルプランナー

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。

冨永英一 合気道泉州武育会

月3回（月）16:40～17:40
月3回（月）17:40～18:40

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3～4回（木）
17:00～18:00
月額6,150円（税別）～

バレエ基礎

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

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

月3回（金）16:45～17:45
月3回（金）17:45～18:45

月額3,300円（税別）

キッズベリーダンス

アラブ音楽に耳を傾
けつつ楽しく身体を
動かし運動力アップ
に必要なしなやかな
筋肉を作っていきま
しょう。

Akiyda ベリーダンスチームHaflat主宰

月3～4回（水）17:00～18:30
月額6,000円（税別）～

～少年剣士になろう～
こどもの刀、居合道教室

基礎から丁寧な指
導と『刀･居合』とい
う伝統文化を通じ
て心身を鍛えます。
礼儀作法もしっか
り身につき、少年剣
士の誕生です！

吉塚寿幸 全日本侍道協会師範

第1･3（金）16:30～17:15
月額5,000円（税別）

スネジーと英語で遊ぼう

ゲームや絵本を
使って学んだり、
お歌を歌って楽
しく学ぶことが
できます。

中谷スネジャナ フランス語講師

● 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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今から始める美文字教室 エッグアート

樹脂ねんどの花 ハワイアンリボンレイ

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

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

072-480-4710

JEUGIA
カルチャーセンター

イオンモール
りんくう泉南

10:00～20:00

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。

体験｜見学｜入会｜お申し込み受付中

●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。

イオンモールりんくう泉南

初めての人コース
中 級

整理収納教育士
認定講座

レクリエーション介護士

自分のことばで伝えてみよう！
キッズ作文教室「ほめ方しかり方」講座

ハンドトリートメント
検定講座

中原由賀里 ロイヤルセラピスト協会認定講師

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）

リフレクソロジスト
養成講座

今井佳枝（社）日本ペーパーアート協会®認定講師

「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。

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

ご当地
講座

泉州食材『泉だこ』で
　 おもてなしクッキングご当地

講座

～お屋敷岸和田五風荘にて～

ご当地
講 座 和食マナー講座（プレミアム茶席付）

2日コース

入会特典有
入会金免除、受講料割引、着物無料レンタル

幼児～小学低学年
小学高学年

幼児～小学低学年
小学高学年

カラー心理学で子どもを伸ばす！
やる気スイッチを押す！

2級講座

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

［5歳～］

お得な

割引! 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。

2017年

3/31㈮
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）


