
9/11･18（火）17:25～ 9/11･18（火）16:30～ 9/26･10/10（水）17:30～18:30
2,050円 1,080円（税込） 1,000円 1,296円（税込）9/23･10/21（日） 1,000円

9/22･10/13（土）10:45～･13:30～

9/19･10/3（水）18:30～ 9/22･10/13（土）18:00～ 9/13･20（木）19:00～ 9/11･25（火）10:30～ 9/13･20（木）14:00～

9/16･30（日）12:00～ 1,500円

1,000円

1,350円 1,450円

2,050円 1,300円 1,850円 1,000円

9/21（金）13:30～

9/12･26（水）19:00～ 1,550円 2,050円 1,550円 1,000円9/11･25（火）13:00～ 9/12･19（水）13:30～ 9/15･10/13（土）12:30～

1,000円
500円（税込）9/27（木）13:30～9/18（火）13:30～14:30 1,000円9/30（日）13:00～14:00 1,000円9/30（日）10:30～11:30 1,000円

9/17･10/ 1（月）15:00～ 1,000円9/20･10/4（木）11:45～ 1,000円9/26（水）10:15～ 1,000円

9/28（金）
11:30～12:30
1,000円1,000円

9/28（金）
10:15～11:15

9/27（木）10:30～ 2,500円
3,000円（税込）9/26（水）13:30～ 1,000円

540円（税込）

9/19･26（水）13:30～ 1,000円9/13･27（木） 2,000円9/21（金）14:00～

1,000円
1,500円（税込）

9/28･10/5（金）17:00～18:00 500円

10/12（金）･11/19（月）13:30～
2,000円（税込）
2,100円

9/18（火）10:30～ 1,000円
800円（税込）9/19･10/3（水）11:00～ 1,000円

見学会

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

お正月 生花のアレンジメント

ボリューム満点で
かわいいお正月の
お花を使ったアレ
ンジメントを 作り
ます。お正月のイン
テリアにプラス、素
敵に飾ってみませ
んか！

柳瀬 香 日本フラワー作家協会正会員

シルクフラワーの
お正月飾り

シルクフラワー、アー
ティフィシャルフラワー
とも呼ばれている枯れ
ないお花で、華やかなお
正月飾りを作りましょ
う。きちんと保管すれば
来年も飾れます。

太田育子 アーティフィシャルアレンジメント講師

押し花で
ミニ額を作りましょう

色の変わりにくい押
し花であなただけの
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

花とみどり
～お正月の寄せ植え～

植物の育て方、飾り方
をマスターして、四季
折々の花や緑に接する
楽しさを実感しません
か。「花とみどり」の寄
せ植えでお正月を迎え
ましょう。

氏林のり子 日本ハンギングバスケット協会公認講師　
グリーンアドバイザー　花育アドバイザー

墨彩画で年賀状

墨の色を生かし
て来年の年賀状
を楽しく作りませ
んか。顔彩を作っ
て色どり良いオリ
ジナルの１枚を作
りましょう！

伊藤陽苑 現代俳画協会副会長

月4回（火）17:25～18:25 月額5,400円(税別)

HIPHOPキッズ

健康のために、男性にもおすすめの講座です！

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（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

第2･4（水）
17:30～20:00
月額4,100円(税別)

（嵯峨御流）
キッズいけばな

日本の伝統文化である
「いけばな」を通じて
植物と向き合いなが
ら、実技･作法をわかり
やすく指導します。

三好百合甫 嵯峨御流本所講師

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

ピアノを、音楽を、楽
しみましょう。初め
ての幼児さんから、
経験のある方まで、
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
月額3,400円(税別)

身近にある、なぜ？
どうして？を体感
し、失敗や成功を繰
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

第1･3（水）
18:30～20:00
月額4,000円(税別)

居合道･武士道教室
はじめませんか！

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 無我戸山流居合抜刀師範
葛城修験者

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（木）20:00～21:15
月額5,200 円(税別)

糸東流空手教室

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（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

月3回（木）
14:00～15:45
月額4,350円(税別)

月2～4回（金）13:30～15:30
全10回一括 9,260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矢上予防医学
研究所認定予防医学指導師

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

身体が硬くても大
丈夫。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

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

未経験の方、身体が硬い方、
老若男女どなたでもOK！
レッスン終了後の「気持ちい
い！スッキリした！」をぜひ
体験してください。男性講師
SATOがヨガを通じて新しい
あなたに出会う一歩をお手伝
いさせていただきます。

Sato 全米ヨガアライアンス 200時間認定講師

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 日本ヨーガ光麗会専任講師

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 陳静式術太極拳認定講師

第1･3（土）12:30～14:30
月額3,800円(税別)

健康スポーツ吹矢
～誰でも気軽に～

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

あなたの2019年を
占います！

タロットと生年月
日で、2019年の運
勢を占います。運
気を味方につけて
よい流れに乗りま
しょう。

アンジュ アンジュクルール主宰

季節の
テーブルマジック

10月は「ハロウィーン
で使えるマジック」、
11月は探偵に見立てた
2枚のカードが、相手の
選んだカードを一瞬で
捕まえるマジックと、
コインがおまじないを
するだけで移動する「秋のマジック」、12月は「ク
リスマス会･忘年会で使えるマジック」です。

トンツィーいきなが 手品師

今月のオーガニック
手作りコスメ

安心安全なオーガ
ニックコスメ。9月は
リップグロス･10月
は フ ェ イ ス パ ウ
ダー、11月はチーク
です。
100％自然由来のこ
だわりの材料を使っ
て、ご自身で手作りしてみませんか。

上村和子 日本パーソナルメイク協会
JPM認定コスメサロネーゼ

保険見直し講座
余計な保険料を払わないための

生命保険は実はシンプル
で分かりやすいものです。
セールスや相談窓口に相
談すると、いつの間にか商
品の話ばかりになって、保
険迷子になったり、余分な
保険料を払わされたりな
ど、判断するために必要
最低限の知識を学んでい
ただけます。

園田武史 ファイナンシャルプランナー

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。

〈JEUGIA入会金免除〉

京都きもの学院講師

作りましょう
フラワーゼリーを
見て美しい 食べて美味しい 

おもてなしや特別な日
のテーブルを華やかに
彩るフラワーゼリー。
見た目も美しく美味し
いお花を咲かせませ
んか。

田中優巳子

フラッフィーバッグを作ろう
フリルが大人かわいい　

大人気のボリュームの
あるリボンのフリルが
大人可愛いfluffy bag
（フラッフィーバッグ）
を作りませんか♪素敵
なバッグ作りが気軽に
出来ます♪リボンの色
はシックなピンク、モ
スグリーン、紺の3色
からお選び頂けます。

挽田あみ plage認定講師

骨格診断
αイメージコンサルティング

顔の形･体型･骨格･目
鼻口の大きさなどを丁
寧に細かく分析し、あ
なたの魅力を引き出す
ファッションコーディ
ネートを診断します。

北野恵子 カラー＆イメージコンサルタント

楽しい色彩心理

赤･橙･黄･緑･青･
紫･白･ピンク･灰･
黒など、それぞ
れの色の意味を
知り、楽しい色彩
心理のワークを
します。自分を見
つめ 新しい一面
を発見できるかも。インテリアにも使って頂
けます。

北野恵子 カラー＆イメージコンサルタント

パーソナルカラー
（似合う色）診断

ドレープ（色布）を胸元にあて、あなたにお
似合いになる色のグループを丁寧に診断し
ます。似合う色を
知ることによって、
洋服やメイクの色
選びがしやすくな
ります。

北野恵子 カラー＆イメージコンサルタント

（木）11:45～13:15（1回45分）
【申込締切2日前】 全1回3,340円（保険込 税別）

ヨガ プライベートレッスン

グループレッスンはつい
ていけるか心配、決まっ
た日時に行けない、そん
な方にピッタリの講師と
マンツーマンの45分レッ
スンです。レッスン日を確
認し、ご都合の良い日時
を指定しご予約下さい。

美羽 RYT200全米ヨガアライアンス認定講師

第4（木）13:30～15:30
月額2,000円(税別)【申込締切9/20】

ワイヤークラフト

クラフト用ワイヤーを使ってカ
ラフルで可愛い作品を作ってみ
ませんか。ワイヤーは柔らかく
手に馴染みやすいので女性や初
心者の方でも楽しく作っていた
だけます。世界に1つだけの素
敵な作品を一緒に作りましょう。

yuki 日本カラーワイヤクラフト協会認定講師

第1･3（火）13:30～15:00 月額5,000円(税別)

趣味でやってみたい、
占いの世界を知りた
いという初心者の為
の講座です。知識の
ひとつとして楽しく
学んでみませんか。
体験では「自分を知ろう！」と題して参加者全員を
占います。第1･3（日）13:00～14:30

月額5,000円(税別)

心のブレーキを外す数秘術

数秘術は、才能･天分･使
命や、その人が持つ弱
点を克服するヒントを
与えてくれます。心のブ
レーキを外し、あなたら
しく生きるために、数秘
術を学んでみませんか。

脇村秀樹 風流運命術協会 代表

楽しいタロット
アンジュ アンジュクルール主宰

第1･3（日）10:30～12:00 月額5,000円(税別)

はじめてのキラキラ手相術

手相は、あなたに
才能や生きる夢を
見つけ出す鍵を与
えてくれ、他人が
もっていない素晴
らしいものがある
ことを教えてくれます。手相を学んで人生を豊か
にしましょう。

脇村秀樹 風流運命術協会 代表

月3回（月）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。
新クラスです。

松下三喜 Hau’oli Luana 主宰

第1･3（木）11:45～12:45
月額3,700円(税別)

ハワイアンフラ

本場のフラを経験豊かな講師
が皆さんをご指導いたしま
す。ハワイの音楽に癒され、
心身ともリフレッシュ!! 
初めての方も楽しんでいただ
けるよう、基本を丁寧に指導
します。

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
嶌村ひとみ ハウオリポリネシアンスタジオ所属

全1回 5,000円(税別)

（火）15:00～17:00（1回60分）

初心者の方、留学を目指している
方、せっかく習得した英会話を忘
れないようにしたい方、またグ
ループの苦手な方、お客様に応じ
たプライベート60分間レッスンで
す。レッスン日を確認し、ご都合
の良い日時を指定しご予約下さい。

第2･4（水）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。
新クラス増設です。

SACHIKO 英会話講師

英会話プライベートレッスン
SACHIKO 英会話講師

ルルベちゃん® 
認定講師レッスン

今、大人女子に大人気のルルベちゃ
ん®。1回のレッスンで基本を学び、
オリジナルの自分好みのドール
チャームを作りませんか。資格取得
後はレッスンや販売が可能です。

宮本有規子 プライベートサロンPivoine
ルルベちゃん®認定講師

ジュニア清掃マイスター
ジュニア片付け収納マイスター
認定講座

片付けや掃除を家庭内で伝えることはとても難しい
です。だからこそ、教える事はプロにお任せくださ
い！一緒にお父さんお母さん（1名）の同席可能で
す。ぜひ、子どもの生きる力をつけるためにも片付
け力･お掃除力を身につけさせてあげましょう。

清掃マイスター
2級認定講座

今お掃除は予防する時代に変わってきています。
手間ヒマかけずに予防する！楽にお掃除ができる
術をお教えいたします！お掃除にはコツがありま
す。まずは自分のスキルアップをしていきましょ
う。3時間で2級認定講座が習得でき、楽しくキ
レイな空間を手に入れる事ができます。

日本清掃収納協会清掃マイスター
1級認定指導員

中川智子

レクリエーション介護士2級講座

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。

二階喜美子 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

パワーストーン検定3級

3級はパワーストーンって
何？という基礎的な知識か
ら、実際の身につけ方、付
き合い方を学ぶ、パワース
トーンの入門講座です。あ
なたにピッタリなパワース
トーンをお選びする無料鑑
定付きです。

丸山久美子 パワーストーンマスターナビゲーター

第1･3（金）11:30～12:30
月額3,100円(税別)

美しく懐かしい
選りすぐりの名曲

ご一緒に歌いましょう　

皆様と楽しみながら歌うクラスです。童
謡･唱歌･世界の歌･ポピュラー･昭和歌謡
から最新ヒット曲まで素敵な曲の数々を
ご用意してお待ちしております！

第1･3（金）10:15～11:15
月額3,500円(税別)

健康と美容に効く
ボイストレーニング

フレッシュアップ！

腹式呼吸で発声すると、声はよく通り音
域も拡がります。体幹が鍛えられ、フ
レッシュアップに最適！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　

時間はお問い合わせ下さい

時間はご相談下さい

（土）10:30～13:00
月額4,300円(税別)

ジュエリーバッグ®
レッスン

キラキラと光沢のあるテープで作る
ジュエリーバッグ。ネットにテープを
通すだけで簡単！テープは6色からお選
び頂けます。体験会では2WAYで使え
る人気の「ショルダー＆クラッチ」で
す。全3回で学ぶ本講座では、B5サイ
ズが入る「トートバッグ」を作ります。

hiromin AJBジュエリーバッグ®協会認定講師　
Salon de Reflet主宰

第4（水）13:30～15:30
月額2,050円(税別)

刺しゅう教室
基礎から学べる

様々な刺しゅうを楽しみなが
ら、基礎から自分のペースで
学んで頂けます。まずはクロ
スステッチから、フランス刺
しゅうや白糸刺しゅう･リボ
ン刺しゅう･ハンガリー刺
しゅうなど盛りだくさんです。

中植貴子（財）日本手芸普及協会刺しゅう講師
大塚あや子白糸教室講師

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

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

子どもあとりえ 糸東流空手道こども教室 ステンドグラス工房キタムラ ジュエリーバッグ®レッスン

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］

2018

秋期号
講座案内

保存版

月3回（水）13:30～14:30
月額6,000円(税別)

ゴスペル＆ソウル

R&Bやポップスなど黒人歌謡曲
ともいわれるSoul（魂）ミュー
ジックをコーラスで楽しく歌いま
せんか。どこかで聴いたことがあ
るノリノリのダンスナンバーから
スタンダードバラードまで幅広く
歌いましょう。

AKKO ゴスペル講師

第2･4（木）10:15～17:00（1回45分）
月額8,100円(税別)

楽しい声楽レッスン

初心者の方から経験者の方
まで、童謡、愛唱歌から、
カンツォーネや芸術歌曲な
ど幅広いジャンルの曲を、
プロのオペラ歌手がマン
ツーマン･レッスンで楽しく
指導します。

八百川敏幸 大阪音楽大学音楽学部専攻科修了　
関西二期会会員･テノール歌手

第3（金）14:00～16:00
月額2,000円(税別)

手織り

1本の糸から布を織りあげ
ていく手織り。卓上手織
機を使ってマフラーやス
トールなどの小物を織り
ましょう。

村田明子 手織りインストラクター

第3（月）13:30～15:30
月額2,100円(税別)

ポーセラーツ

まっ白な器を好きなように彩
り、あなただけのテーブル
ウェアを作りましょう。転写
紙を貼るだけなので簡単でキ
レイに出来上がります。

田中優巳子 日本ヴォーグ社ポーセラーツ
インストラクター

第3（火）10:30～12:30
月額2,500円(税別)

篆刻（てんこく）講座

はじめは、自分の名前の一文字
でオリジナル印を作りましょう。
出来上がった印を書道作品、絵
手紙、賀状などに押すと、一段
と格調ある作品となります。印
の大きさは、2センチ角くらい
の物から始めます。

中島大夢 日本書芸院篆刻二科審査会員

第1･3（水）11:00～12:00
月額4,000円(税別)

活声 ～声のトレーニング～

言葉は人生を変える！「言霊」－言
葉には大きな力があると言われ
てきました。「言葉」を「声」に変
換して活かされるスキルが「活声」
です。「活声」を身につけ、貴方の
人生を自信に満ち溢れたポジティ
ブなものにしていきましょう。

台堂真子 発声インストラクター

月4回（金）17:00～18:30
月額4,200円(税別)

珠算･暗算
そろばんは、目で見て正確に指先を動かす事で、脳を活性化
させ「集中力」や「記憶力」「判断力」が高められます。ま
た、持続して問題を解くことで計算力がつき、やれば出来る
のだと自信に繋がり、挑戦する力も身につきます。
教室では、明るく楽しく和やかな雰囲気を作りながらも、生
徒の皆様が真剣に打ち込めるよう、メリハリのあるレッスン
を心掛けて参ります。レッスン内容は、読上算･読上暗算･フ
ラッシュ暗算も取り入れ、ご希望にもよりますが、日本商工
会議所の珠算･暗算検定試験に向けて練習に取り組みます。

岡本幸子 泉佐野商工会議所
珠算能力検定試験委員

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2018.9.3

●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。

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

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

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。

［年長～小6］

5,832円（税込）

2,160円（税込）

10,800円（税込/テキスト代3,240円込）

2,268円（税込） 3,000円（税込）

・10/28㈰ ・12/16㈰

10:30～12:00
・12/27㈭

・9/27㈭ ・9/30㈰ ・10/21㈰ ・10/30㈫

10:30～17:00（休憩含む）

3,240円（税込）

・12/ 4 ㈫ 
・12/18㈫

15:30～（1人30分）時間はお問い合わせください

3,780円（税込） 1,080円（税込）

・9 /30㈰ 
・10/18㈭

10:30～12:30

2,160円（税込） 2,000円（税込）

・11/24㈯ 
・12/22㈯ 10:30～12:30

2,700円（税込）

・10/20㈯ ・11/17㈯ ・12/15㈯ 
19:00～20:30

2,160円（税込） 3,000円（税込）

・10/30㈫ ・11/17㈯ 10:30～12:30

2,160円（税込） 2,000円（税込）

・10/23㈫ 
・11/27㈫

10:30～12:30

2,160円（税込） 2,500円（税込）～

・9/29㈯ ・10/29㈪ ・11/29㈭
10:30～12:00

3,780円（税込）

・9 /28㈮ 
・10/28㈰

13:30～15:30

2,268円（税込） 3,000円（税込）

・12/6㈭ 10:30～12:30

3,240円（税込）

・10/11㈭13:30～15:00

3,780円（税込）

・9/29㈯ ・10/29㈪13:30～15:30

2,160円（税込） 500円（税込）

・11/21㈬ 
・12/ 5 ㈬ 15:00～16:30

3,240円（税込）

・9/28㈮ 
・9/29㈯

15:45～（1人30分） 時間はお問い合わせください

10:30～12:00
37,800円（税込/教材費･認定料込）

・10/21･28㈰ 各日10:30～18:00（休憩含む）
9,720円（税込/本代･テキスト代･認定料込）
9,720円（税込）

9,720円（税込/本代･テキスト代･認定料込）
9,720円（税込）

10:30～13:30
・9/30㈰ ・10/29㈪ ・11/25㈰ ・12/15㈯ 14:30～16:30（9/30･11/25清掃） 

13:30～15:30（12/15清掃） 
10:30～12:30（12/15片付け）

・9/30㈰ ・11/25㈰ ・12/15㈯ 

〔監修〕番場裕之
（日本ヨーガ光麗会会長）

［5歳～］ ［4歳～］ ［4歳～］ ［4歳～］ ［年長～小学6年生］

［小学1年生～中学3年生］

申込締切10/7（日）

申込締切 各日2日前

申込締切 各日2日前

申込締切3日前
申込締切2日前

申込締切2日前

申込締切2日前

申込締切
4日前

申込締切3日前

申込締切3日前 申込締切3日前 申込締切3日前

申込締切10日前

申込締切10日前

申込締切10日前

申込締切2日前申込締切11/28（水）申込締切12/19（水）

申込締切10/9（火）

申込締切1週間前

9/28（金）
開講

習
い
ご
と

は
じ
め
ま
せ
ん
か
。

習
い
ご
と

は
じ
め
ま
せ
ん
か
。

体
験
・
見
学
・
新
規
入
会

お
申
し
込
み
受
付
中
で
す

早割 2018年

9/30㈰
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!


