
3/6･20（火）13:00～
2,050円 1,000円（税込） 800円（税込）

3/12･26（月）10:30～,13:00～
1,550円 1,600円（税込）2,050円

3/12･26（月）13:30～

3/10･24（土）18:00～ 2,050円 3/16･23（金）11:45～ 1,800円 3/13･27（火）13:00～ 2,050円 3/16･30（金）19:00～ 1,550円 3/23（金）13:00～ 1,500円

4/3･13（火）各時間～ 1,350円 3/12･19（月）16:40～,17:40～ 1,550円 3/15･22（木）17:00～ 2,050円 3/15･29（木）17:00～,18:30～ 1,000円 3/7･21（水）18:30～ 1,000円

3/10･24（土）10:45～,13:30～ 1,000円 3/17･24（土）10:15～ 1,450円 3/15･29（木）16:30～17:30 1,550円 3/16･30（金）17:00～ 1,050円 3/9･16（金）16:45～,17:45～ 1,100円

3/5･12（月）17:30～ 500円（1家族）3/10･31（土）10:30～ 2,600円3/13･27（火）10:30～ 1,850円  3/12･9（月）16:30～ 2,550円

3/7･21（水）13:00～ 2,550円3/7･14（水）13:30～ 1,000円3/12･26（月）13:30～15:00 1,550円3/9･23（金）13:30～14:30 1,550円3/6･20（火）12:45～14:15 2,550円

3/7･21（水）10:30～,13:00～ 2,050円3/14･28（水）18:00～20:00 2,050円3/7･21（水）10:30～ 1,000円3/1･15（木）13:30～16:00 2,750円

 3/8･22（木）10:30～ 1,000円
500円（税込）3/21･28（水）10:30～3/20･27（火）19:00～ 1,000円 1,000円

3/28（水）14:00～ 1,500円
500円（税込）3/24（土）10:30～ 1,000円

1,500円（税込）3/11･25（日）12:00～13:15 3/7･14（水）11:00～ 1,000円

1,000円

1,000円

4/4･18（水）11:00～
1,000円

4/7･21（土）11:00～
1,000円

3/13･27（火）10:30～11:10
1,620円

3/13･27（火）11:20～
1,620円

3/14･28（水）16:30～17:30 1,000円3/12･26（月）11:00～ 1,550円3/3･17（土）12:30～14:30

無料説明会

4/13（金）

［20歳～］

［13歳～］

［25歳～］

［小1～中3］

［大人,小1～小4］

［18歳～］

［4歳～］

［年長～小学6年生］

［5歳～］ ［3歳～］

［16歳～］

［7歳～］
［4歳～中学生］

［8歳～15歳］

［6～15歳］

［年中～小6］

［2ヶ月～2歳］

［年長～小6］ ［幼児～小学高学年］

健康スポーツ吹矢

●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。

縫わない
ツイードバッグ

針も糸も使わない、オリジナル
ツイードバッグです。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

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。 第1･3（火）

13:00～15:00
月額4,100円（税別）

ハワイアンリボンレイ

リボンでレイを作り
ましょう。生花と違っ
て永久的に美しさが
保てます。
フラやインテリア、
プレゼントに是非！

鍋谷貴子 ハワイアンリボンレイ創始者　
ウィ･キャロル･ミト公認インストラクター

第2･4（月）10:30～12:00
第2･4（月）13:00～14:30
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（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2･4（土）
18:00～20:00
月額4,100円（税別）

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4回（金）11:45～12:55
月額7,200円（税別）

リフレッシュヨガ

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 日本ヨガ普及協会鶴原ヨガ公認講師

第2･4（火）13:00～14:30
月額4,100円（税別）

雄弘ヨーガ

日常とは違った
空間で心と身体
の疲れを取りま
しょう。実践後
には心身共軽く
なって、充足感
を体感してくだ
さい。

松元美和 日本ヨーガ光麗会公認講師

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3～4回（金）
13:00～14:00
月額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

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（水）18:30～20:00
月額4,000円（税別）

～少年剣士になろう!～

こどもの刀、居合道教室

基礎からの丁寧な指
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 無我戸山流居合抜刀師範
葛城修験者

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

“ 新学年から科学！ワクワク･ドキドキふしぎ
体験をしましょう！ ”
大気圧、酸やアルカリ、電気
など身近な事象の実験を
通して、知的好奇心を育み
ます。

学研科学実験教室専任講師

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3～4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
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

夢ロゴアート

絵が苦手でも大丈夫
で す。滲 む 紙 と カ
ラー筆ペンを使って
描く新感覚アートで
す。誰でも簡単に楽
しめます。

田中きみよ 夢ロゴアートインストラクター

笑いの科学

笑いと健康をテーマに
免疫学的笑い効能とエ
クササイズを学ぶ講座
です。健康のための笑
いとは、笑うと身体は
どうなるのか、実際に
笑ってみましょう！

長谷由夏

リンパの教室

リンパって何？美容に
関する器官だと思って
いる方も多いはず。実
は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
識とケアの仕方を学び
ませんか？

長谷由夏 心身セラピスト リンパセラピスト　
カウンセラー

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

犬鳴山で西の覗きと
滝行修験道体験

大阪府南部に位置する霊山犬鳴山で、
TVでも人気のある1日修験道体験をしま
せんか。行きはいくつもの滝のある渓谷
や緑豊な自然の中、マイナスイオンを感
じながらガイドの解説付きハイキング。
日ごろなかなか体験できない山行、滝行
を通して心と身体を清めていただくとと
もに、山全体のマイナスイオンも浴びて
リフレッシュしてみませんか。

七宝瀧寺行者

ご当地おひるねアート
日本おひるねアート協会タイアップ企画

赤ちゃんに背景や小物をつけ
て撮影する、赤ちゃんと一緒
に作るアート写真「おひるね
アート」赤ちゃんの成長の記
録を残すのにもぴったりで
す。イオンモールりんくう泉
南のテーマは「お好み焼き」
です。お手持ちのスマホやデジカメ、一眼レフなどで撮
影しますので、お好きなカメラをご持参ください。

たかはしまゆこ ベビーサイン＆おひるねアートAngelのおてて
一般社団法人日本おひるねアート協会認定講師

ステキになれる
ファッション講座

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 アンジュ クルール

ハーバリウム
認定講座レッスン

ハーバリウムとはお花の標本と
されております、ガラスボトルに
プリザーブドフラワーやドライフ
ラワーを入れ専用のオイルを入
れた新しいインテリア雑貨です。
今、話題の「ハーバリウム」の認
定を取得してみませんか！通常
1dayレッスンも開催中です♪

1st（ファースト）MiMi ハーバリウム認定校講師

カラーセラピーソムリエ
ベーシック講座

カラーを使ってストレス解消･パワー補給！

カラーセラピーとは、
色彩の持つ心理的効果
で、心と身体のバラン
スを整えていくヒーリ
ングシステムです。カ
ラーで癒しとパワーを
もらいましょう！

吉田梨桜（一社）梨桜フラワー･カラーセラピー協会

第2･4（火）10:30～11:10
（1回40分）

月額7,600円（税別）

第2･4（火）11:20～12:20
（1回60分）

月額4,400円（税別）

はじめよう朗読

グループレッスンが苦手な方
におすすめの講座です。朗読
の基礎から丁寧にレッスンし
ます。新しい趣味に朗読を始
めませんか。

発声や滑舌、アクセントなど
朗読の基礎をレッスンします。

「滑舌が悪くてなかなか聞き
取ってもらえない」などお悩み
をお持ちの方もご参加ください。

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

月3回（月）17:30～18:30 月額4,500円（税別）

親子＆ケイキ（子供）フラ

子供も大人も楽しく踊ろう！ハワイの音楽とアロハの
心で、体も心もリラックスできます。初心者大歓迎♪

松下三喜 Hau’oli Luana 主宰

第2･4（土）
10:30～19:40（1回40分）
月額5,200円（税別）

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！

第2･4（火）10:30～11:30
月額3,700円（税別）

ジャイロキネシス
イスに座って全身運動

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

ポピュラーアコースティック
＆クラシックギター

岩本政仁 読売日本ギターコンクール優勝

月3回（月）16:30～21:00（1回30分）
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

第1･3（水）13:00～16:00（1回30分）
月額5,100円（税別）

ギターレッスンボーカルレッスン

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

月3回（水）13:30～14:30
月額6,000円（税別）

ゴスペル

伝統的なゴスペルからヒット
ポップス、クリスマスソングま
で幅広いナンバーを歌います。
発声練習から始めますので初
めてでも大丈夫です。リズム
に乗って楽しく歌いましょう。

AKKO ゴスペル講師

第2･4（月）13:30～15:00
月額3,100円（税別）

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。

第2･4（金）13:30～14:30
月額3,100円（税別）

腹式呼吸と発声トレーニング
美容と健康に

腹式呼吸で発声すると声がよく通
り音域も拡がります。しっかりト
レーニングし心身共にリフレッ
シュしましょう！お気軽にご参加
下さい♪

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泉佐野市音楽家クラブ

ハミングピーチ
混声合唱団 魚住弘樹の

着付教室
京都きもの学院

向井由美 同志社女子大学音楽学科声楽専攻卒業

第1･3（火）
12:45～14:15
月額5,100円（税別）

オカリナ教室（入門）

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

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）

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

くらしの書道･趣味の書道

基礎から展覧会出品作品
作りまで、丁寧に指導致し
ます。気楽に始めてみませ
んか。段級取得可

伊藤陽苑 文化書道学会師範　
東京ペン時代社　無鑑査

第2･4（水）17:30～20:00
月額4,100円（税別）

生活空間に自身の感性をいか
した「いけばな」をわかりやす
く、理論的に説明し、実技では
細部にわたり指導します。

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

いけばな嵯峨御流
三好百合甫 嵯峨御流本所講師

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（金）
13:00～15:00
全3回一括12,900円（税別）

材料費5,568円～（税込）

大人スタイル
ワイヤーバッグレッスン

ネットにワイヤーテープ
を通して簡単に大人ス
タイルのスモールトー
トバッグをお作りいた
だけるレッスンです。

Tomoko Coquette.715認定講師
Salan Salan主宰

第2･4（木）10:30～12:30
月額4,100円（税別）

大人の塗り絵教室

脳の活性化に役立つと話題の塗
り絵。下絵があるのですぐに着
色を楽しめ、始めての方もプロ
の様な作品が出来ます。

大田眞規子 日本美術家協会会員
サクラクレパス認定講師

月4回（水）10:30～11:45
月額5,400円（税別）

大人の元気な健康教室

人生100年時代に向けて健
康できちんと歩けるような
身体作りを目指しましょ
う。運動が苦手な方でも大
丈夫。ダイエット･認知症
予防･免疫･新陳代謝、運動
機能アップに役立ちます。

脇村秀樹 公益財団法人日本体育協会
公認スポーツリーダー

月4回（火）19:00～20:15
月額5,400円（税別）

美･姿勢＆
シェイプスタイル教室

美･姿勢＆シェイプUPしたい
女性のための教室です。
運動が若手なあなたにオス
スメ！もっと健康にもっと美
しく一緒に目指しましょう。

脇村秀樹 公益財団法人日本体育協会
公認スポーツリーダー

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

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

アーティフィシャルフラワーアレンジメント 大人の塗り絵教室 コットンパールパレヴアクセサリー 情熱のフラメンコ

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

ホームページからもお申し込み承ります。
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講座案内

保存版

第2･4（水）14:00～16:00
月額4,000円（税別）

作って学ぶデザイン･ラボ

インテリア雑貨･おもちゃ･モ
ビールなどのデザインをしま
す。形や色彩を考えながら工夫
して作る楽しさは、ドキドキ･
ワクワク。

赤穂要二郎 造形家

第4（土）10:30～12:30
月額2,100円（税別）

季節のシルクフラワーアレンジメント

シルクフラワー、アーティフィ
シャルフラワーとも呼ばれて
いる造花で季節のアレンジメ
ントを作りませんか！生花と
見間違える程、細工が細かい
リアルな花です。

太田育子 アーティフィシャルアレンジメント講師

月3回（日）12:00～13:15
月額4,500円（税別）

やさしいヨガ＆ピラティス

ピラティスのエクサ
サイズで全身を整
え、ヨガのポーズを
呼吸と共に深めま
す。週末の疲れをと
り元気な月曜日を!!

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（水）
11:00～12:00
月額2,000円（税別）

脳活シルバーヴィクス

シニア向けのストレッ
チ筋トレ講座です。曲に
合わせてステップを踏
んだり踊ったり楽しみ
ましょう！

風香

第1･3（土）11:00～12:00
月額3,600円（税別）

第1･3（水）11:00～12:00
月額4,000円（税別）

活声

声を活かすことは人生を活かす
こと。言葉の素晴らしさ、自分
の想いを相手に伝える大切さを
楽しく学びましょう。

台堂真子 発声インストラクター

第2･4（水）16:30～18:30
月額3,000円（税別）

はじめての将棋教室

思考･忍耐力、そしてマナー、
これらが身につく習い事が
将棋です。ルールとあいさ
つから丁寧に指導いたしま
す。はじめての子も指せる
子も大歓迎です。

菊池早夫 日本将棋連盟将棋指導員
泉州藤棋会支部支部長

月3～4回（月）11:00～12:00
月額4,650円（税別）～

ストレッチバレエ
大人からでも始められる～誰でも気軽に～

バレエストレッチで
ゆっくり身体をほぐ
し、バーを使ってし
なやかな筋肉を作っ
ていきます。初めての方や身体の硬い方でも大丈夫！
楽しみながら健康を保ちましょう。

AYAKO クレルバレエ

第1･3（土）12:30～14:30
月額3,800円（税別）

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

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2018.2.25

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

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

小1～小4大 人

幼児～小学校低学年

小学高学年

幼児～小学低学年

小学高学年

グループ個 人

4/20（金）開講

入会特典有
入会金免除、受講料割引、着物無料レンタル

〔監修〕番場裕之
（日本ヨーガ光麗会会長）

4,320円（税込） 6,000円（税込）

・3/11（日）・4/22（日）
13:30～16:30

3,240円（税込）

・4/15（日）・6/17（日）
・偶数月第3（日）15:30～17:00

3,240円（税込）

・3/18（日）・5/20（日）
・奇数月第3（日）15:30～17:00

2,700円（税込）

・3/21（水）・4/18（水）
・毎月第3（水） 16,200円（税込/材料費込）

・3/18（日）・4/15（日）・毎月第3（日）
13:30～15:00

13:30～15:30

・3/29（木）・5/20（日）
10:30～15:30（お昼休憩有ランチ付）

3,240円（税込）

・3/2（金）
・4/6（金）
・毎月第1（金）13:00～14:30

申込締切各日3日前 1,620円（税込）

1,500円（税込）※オプション有

・3/11（日）・4/22（日）10:30～12:30
申込締切各日3日前

申込締切
各日4日前

申込締切 3/11（日）
各時間定員 8 組

縫わない
ツイードスマホケース
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

11,600円（税込）
5,400円（税込/テキスト代含）

初級ベビーマッサージ講座
1日で資格が取れる！

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。受講者には、認定証が
発行されるので子育てママや
働く女性の知識アップに！

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

・4/21（土）・6/29（金）
10:30～15:30（お昼休憩有ランチ付）

申込締切
各日2日前

申込締切各日2日前

11,600円（税込） 5,400円（税込）

心も身体も清めて新たな自分に生まれ変わる!

※保険料/食事代込

一般価格 6,480円（税込）
会員価格 5,940円（税込）

・5/19（土）10:00～15:00 10:30～11:30
11:45～12:45・3/18（日）

※兄弟･姉妹で写る場合は追加1,080円（税込） 衣装代300円（税込）

一般価格 2,484円（税込） 会員価格 2,160円（税込）

9:50南海バス 犬鳴山停留所※雨天時中止集 合

ディプロマ代別途 5,400 円（税込） ディプロマカード代1,080 円（税込）
9,180円（税込）

・3/24（土）・4/29（日）
10:30～16:30

申込締切
各日1週間前

3,500円（税込）テキスト代･修了証代
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早割 2018年

3/31㈯
期間

ま
で

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。

体験当日にご入会の方は（または体験なしでご入会の方）お得な

割引!


