
1,000円9/6･13（水）13:30～ 9/5･19（火）14:30～ 2,550円

9/1･8･15･22（金）13:30～ 9/4･9/18（月）10:30～,13:30～
9/14･9/28（木）13:30～

9/1･10/20（金）10:30～12:30
2,500円

9/4･18（月）13:30～ 9/9（土）･9/28（木）各時間～1,000円 1,200円（税込）

1,450円9/2･9（土）10:15～ 9/5･12（火）16:30～ 9/21･28（木）16:30～17:30 9/15･29（金）17:00～ 9/8･15（金）各時間～

9/9･23（土）
1,000円 9/12･19（火）各時間～ 1,350円

1,450円

2,050円 2,050円

1,550円
1,050円 1,100円

2,100円

1,300円 1,550円 2,550円9/7･14（木）各時間～ 9/9･23（土）18:00～ 9/11･25（月）17:00～

9/17･24（日）12:00～ 9/2･16（土）10:30～ 1,000円
道具代 200円 9/15･22（金）19:50～ 2,050円

9/11･25（月）19:30～ 9/7（木 ）17:00～17:40 4,000円 9/9（土）13:00～13:30 1,000円

1,000円

1,000円

1,850円

9/15･29（金）10:30～ 1,250円

9/15･29（金）13:00～ 1,500円

1,500円

9/30（土）15:30～ 1,000円 9/28（木）13:30～ 9/13･27（水）10:30～ 9/8（金）10:30～ 1,000円
1,000円（税込）

1,000円
500円（税込） 1,000円 1,000円（税込）

9/6･20（水）10:30～ 9/11（月）･12（火）･19（火）･25（月）
4,050円

9/1･15（金）10:30～12:30
9/12･26（火）10:30～12:30

9/11･25（月）10:30～12:00
9/6･20（水）10:30～12:00

1,550円 1,550円
9/13･27（水）11:30～12:30
9/10･24（日）10:15～11:15 2,250円

1,550円1,550円 9/25（月）10:30～ 2,050円

9/10･24（日）10:15～ 9/12･26（火）13:00～ 9/8･22（金）10:30～ 8/25･9/22（金）13:30～無料説明会

月3回（水）
13:30～14:30
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1･3（火）14:30～16:00（入門）
13:00～14:30

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

縫わない
ツイードバッグ

針も糸も使わない、
ラリュールオリジナ
ルツイードトートバ
ッグです。お裁縫が
苦手でも、簡単に楽
しくお作り頂けます。
生地は5種類から選
べます。

今井佳枝 ラリュールオリジナル
ツイードバッグ認定講師

第1･3（金）
第2･4（金）
13:30～15:30
月額4,100円（税別）

季節のスケッチ

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
たい絵をお好きな画
材で描きましょう。

右山夕起子 日本美術家連盟会員
新制作協会協友

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3（金）
13:00～15:00
月額2,500円（税別）

パーチメントクラフト

トレ ー シングペー
パーで作る、レース
のような手芸です。
白くて美しい浮き彫
り効果を実感してみ
て下さい。

佐々夕子 ペルガマーノ認定講師

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

第2（土）19:00～21:00
第4（木）13:30～15:30
月額2,100円（税別）

フラワーアレンジカトレア

フラワーアレンジの
基本型をアメリカン
デザインとヨーロピ
アンデザインにより
指導します。季節の
花々を楽しみながら
デザインしましょう。

柳瀬 香 日本フラワー作家協会正会員

月3回（土）10:15～12:00
月額4,350円（税別）

こども初めての習字･硬筆

えんぴつの正し
い持ち方から指
導します。硬筆
･毛筆どちらも
学べ、段級の取
得も可能です。

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

月3回（火）16:30～18:00
月額4,350円（税別）

幼児･学生書道教室

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。クリス
マス会等各種イベン
トも楽しく開催。

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

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回（金）16:45～17:45（幼児～小学校低学年）
　　　　  17:45～18:45（小学高学年）
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

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

楽しさ満載！秋からの

年間100以 上の
実験を体感し、失
敗と成 功を繰り
返すことで子ども
たちの自ら考える
力を伸ばします。

学研科学実験教室専任講師

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

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2･4（土）
18:00～20:00
月額3,100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）
16:30～21:00（1回30分）
月額7,650円（税別）

子供のピアノ教室

「今日も楽しかった」
明るく楽しいレッス
ンを心掛けています。
基礎力がしっかり身
に付くよう指導致し
ます。

須藤英里子

随時（応相談）10:30～18:30
全20時間一括50,000円（税別）

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

自分が変われば、
まわりも変わる!
実践的心理学入門編

不安や悩みの根本を
突き止め、生き方を
変える性格タイプ別
キャラクトロジー心
理学の概要をお伝え
します。

マッサン 心理セラピストHITキャラクトロジー
心理学認定講師

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

ハンドトリートメント
検定講座

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。

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

第2（土）13:00～17:00
全3回一括39,000円（税別）

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

10/17（火）10:30～15:00①②
10/31（火）10:30～15:00③④⑤（昼休憩あり）

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

10/ 5（木）10:30～12:30① 
10/12（木）10:30～15:00②③（昼休憩あり）
10/19（木）10:30～15:00④⑤（昼休憩あり）
10/26（木）10:30～12:30⑥

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

ダイパーケーキ
（おむつケーキ）レッスン

妊婦さんへの出産祝いや
お孫さんへのギフトとし
て大変喜ばれている、ダイ
パー（おむつ）ケーキ！今話
題のベビーシャワーにも
必須アイテム！大人気の二
段ケーキを制作します。

畑中理恵子 一般社団法人BABYSHOWER JAPAN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

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

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

月3～4回（金）19:50～20:50
月額6,150円（税別）～

きれいになる
ハリウッドヨガ＆ピラティス

使う筋肉を意識し
ながら骨盤と背骨
を整えて、体のコ
ア（中心）の筋力を
鍛え、理想的なプ
ロポーションを手
に入れましょう。

嶋 律子 IYC公認インストラクター
アロマフィットネスデザイナー

第4（木）
10:30～12:00
全3回一括6,900円（税別）

自分で出来る！
カラーコーディネート術

色の仕組みや配色の
ルールを知って自分
のためにカラーコー
ディネートを楽しん
でみましょう。

田中きみよ アンジュ クルール

第1（金）19:00～20:30
全3回一括6,900円（税別）

楽しく学ぶ♪
ファッション＆ビューティ
配色基礎レッスン

色彩の基 礎を
学び 配 色やカ
ラ ーコ ー ディ
ネートの方法や
考え方を学び
ます。毎日の洋
服 選びが 楽し
くなります。

田中きみよ アンジュ クルール

第2･4（月）
19:30～21:00
月額4,000円（税別）

はじめませんか!
居合道･武士道教室

現 役の 僧 侶、山 伏 が、
男女問わず座禅～刀まで
様々な事を分かりやすく
指導致します。
心も体もリフレッシュし
ませんか !!

吉塚寿幸 全日本侍道協会師範

第1（木）13:00～19:30（1回40分）
月額4,000円（税別）

ジャズボーカルレッスン

現役ジャズボーカリストの指導
で自分らしく自由に、ジャズスタ
ンダード曲を歌ってみませんか。
1人1人の声の高さ、特徴に合っ
たキーで譜面を創っていきま
すので、初めての方から経験者
まで、楽しくレッスン出来ます。
大人気のため木曜クラスを増設！

宇根崎緑 ジャズボーカリスト

第2（土）13:30～14:30（弾き方基礎講座）
月額2,500円（税別）
第2（土）15:00～16:30（初心者講座）
月額3,000円（税別）

沖縄唄三線

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

第1･3（金）10:30～12:00
月額5,000円（税別）

小さなお子さまとご一緒に受けられる
歌ってリフレッシュクラス

小さい子さまがおられる
子育て奮闘中のパパママ
のための講座です。子供
さんの側で歌ってスッキ
リ。たくさん歌って気分
転換。情操教育にも役立
ちます。

神田ゆみ
大阪音大声楽科卒業
貝塚市クラシック音楽家協会
泉佐野市音楽家クラブ各会員

第3（木）10:30～12:00
全3回一括6,000円（税別）

初めてアロマハンドトリートメント

大切な人のためにアロマハンドトリートメン
トの技術を学んでみませんんか。心地よい
タッチングと精油の香りが受けての心を開き
安心感を与えます。

延与とも子 NARDアロマセラピスト

月3～4回（金）
13:00～14:00
7,500円（税別）～

40歳からのフラメンコ

ダンスではなく人の感情
を唄とギターに合わせて
踊るのがフラメンコ。経
験値が高い程魅力的な踊
りになります。ずっと興味
があった方、凛とした舞踊
を今始めてみませんか。

知念響 日本フラメンコ協会新人公演受賞
知念響フラメンコスタジオ主宰

月3～4回（土）15:30～17:00
4,500円（税別）～

テコンドー
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！

鈴木秀敏 世界テコンドー連盟公認4段
国内A級審判員

第4（木）13:30～15:30
月額2,000円（税別）

ワイヤークラフト

ワイヤーで可愛い物か
ら実用的な物までいろ
いろな作品を作ってみ
ませんか。クラフト用ワ
イヤーはやわらかく手
馴染みがいいので女性
でも扱いやすいです。初
めての方大歓迎です！

yuki 日本カラーワイヤクラフト協会認定講師

第2･4（水）10:30～12:30
月額4,000円（税別）

ちりめんつまみ細工

つまみ細工を使っ
て季節のインテリ
ア、アクセサリーや
小物など様々な物
を作れます。作って
楽しいギフトとし
ても喜ばれる新感
覚つまみ細工です。

Kazumi ちりめんつまみ細工作家

第2（金）10:30～12:30
月額2,000円（税別）

コットンパール
パレヴアクセサリー

パレヴとは、フランス
語でドレスアップ。コッ
トンパールをスワロフ
スキーで素敵にドレス
アップさせます。今ま
で見たことのないオン
リーワンアクセサリーを作ってみませんか。

Kazumi パレヴアクセサリー作家

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

月3回（月）16:00～18:00（1回60分）
月3回（火）11:30～14:30（1回60分）
月額12,150円（税別）

フランス語 個人レッスン

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。

中谷スネジャナ フランス語講師

第1･3（金）10:30～12:30
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）

ニットカフェ

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。

村田明子 公益財団法人日本手芸普及協会手編み師範

第2･4（月）10:30～12:00
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しゅう

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4（月）10:30～12:30
全6回一括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･4（日）
10:15～11:15
月額3,700円（税別）

ハングル入門

韓流映画に韓流スター、
旅行･お買い物と、とて
も身近になった韓国。
全く初めての方のクラ
スを新設します。

安 得熙 ハングル講師

第2･4（水）11:30～12:30
第2･4（日）10:15～11:15
月額4,500円（税別）

リスタート英会話

初心者の方向け
の講座です。学校
のレッスンでは学
ぶことができな
かったネイティヴ
が使う発音、表現
などを身に付け、英会話を楽しみましょう。

SACHIKO 英会話講師

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

第2･4（金）
10:30～12:00
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

月2～4回（金）13:30～15:30
全10回一括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

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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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。

入会と
受講の
ご案内

《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59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

072-480-471010:00～20:00

ご予約
承ります

…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

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

［資格取得可］

［資格取得可］ ［資格取得可］

4,320円（税込） 6,000円（税込）

初級ベビーマッサージ講座
ベビーマッサージの基礎知識
からご家族やお仕事ですぐに
実践頂ける赤ちゃんもうっと
りするテクニックを1日でお教
えします。赤ちゃんが好きな方
ならどなたでも受講頂けます。
当日認定証が発行されます。

中原由賀里
ロイヤルセラピスト協会指定
スクール シャルール
RTA 認定講師

・10/26（木）・12/3（日）
  10:30～15:30（お昼休憩有ランチ付）
  ［申込締切各日2日前］

11,600円（税込） 5,400円（税込）

・9/21（木）
 10:15～17:15
  ［申込締切 9/14（木）］

19,440円（税込） 18.700円（税込）

・9/2（土）
13:00～15:00

2,160円（税込） 資料代 1,080円（税込）

縫わない
ツイードスマホケース

針も糸も使わな
い、ラリュール
オリジナルスマ
ホケースです。
ほぼ全てのスマ
ホ機種に対応可能です。
オプションでチェーンもつけられます。

今井佳枝 ラリュールオリジナル
ツイードバッグ認定講師

コミュ力アップ！
対人関係改善！人生改革！悩み解消！
生き方を変える実践的心理学

1日で資格が取れる！

考え方や感じ方の
癖を知り、悩みの
根本を解消するヒ
ントを見つけ、生き
方を変えるための
心理学を学びます。

マッサン 心理セラピストHITキャラクトロジー
心理学認定講師

・10/14（土）
10:00～17:30

21,600円（税込）
16,200円（修了証発行／費用含む）

17,000円
13,000円（税別）

・9/2（土）・11/30（木）
10:30～15:30（お昼休憩有

ランチ付 ）［申込締切8/31（木）］
11,600円（税込）
5,400円（税込テキスト代含）

・10/5（木）
  10:30～12:30
   ［申込締切 10/1（日）］

2,160円（税込） 3,000円（税込）

1,620円（税込）
1,500円（税込）※オプション有

［全20時間］［資格取得可］

15,000円（税込）

38,880円（税込）（認定料別途20,000円）

申請費用 10,800円（税込）

認定登録料 30,000円（税別）
全5課程 66,800円 28,000円（税別）

認定料 20,000円（税別） 協会年会費 3,000円（税別）
全6課程

2日コース

・11/12（日）,26（日）各日10:30～15:30
48,000円（税込）
5,000円（税込）（認定料、終了証、開業許可証）
ららぽーと和泉

発行料
会　場

4,200円（税込）

10/26（木）開講 10/6（金）開講

随時開講

10/19（木）開講

・10/13（金）・11/26（日）10:30
～12:30・10/13（金）・11/26（日）13:30

～16:30

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

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）

［年長～小学6年生］ ［5歳～］

［4歳～中学生］

［6～15歳］ ［4歳～学生］ ［年中～小6］
［年長～小6］

［幼児～小学高学年］

［小3～］ ［3歳～］


