
3/15・29(金)17:30 ～ 19:00 2,000円(税別)

2,050円(税別) 1,080円(税込)
1,550円(税別)
500円(税込)3/19(火)18：00～1,450円(税別)

1,350円(税別) 1,550円(税別)

2,050円(税別)

1,450円(税別) 100円(税込) 3,200円(税別) 200円(税込) 3,100円(税別) 300円(税込)

2,750円(税別)1,750円(税別)1,650円(税別)

1,550円(税別)4/5（金）15:15～16:15 ・4/10（水）14:00～15:00

1,500円(税別)3/13（水）10:10～11:10

3/15（金）10:30～12:002,050円(税別)

2,550円(税別)

2,250円(税別)

4/1㈪ 10:30～12:30（60代）
13:30～15:30（70代）

3/4㈪ 10:30～12:30（40代）
13:30～15:30（50代）

3/21㈭・4/25㈭
13:00～15:00

3/31㈰・4/21㈰

4/13,27㈯

10:30～13:30

10:30～18:00（休憩含む）

3/17㈰・4/13㈯

4/14㈰
4/26㈮10:00～14:00

3/24㈰
10:30～13:30

10:30～12:30 3/24㈰ 13:30～15:30

3/29㈮・5/25㈯
13:30～15:30

10:30～12:00

3/29㈮・4/21㈰
15:45～（1人30分）時間はお問い合わせください

3/16㈯・4/11㈭ 10:30～12:00
4/27㈯・5/18㈯
10:30～15:30（休憩含む）

3/29
4/ 5
5/ 3

㈮
㈮
㈮

花粉症対策（ハーブ）
花粉症対策（アロマ）
不眠症対策（ハーブ）

 6/ 7
 7/ 5
 8/ 2

㈮
㈮
㈮

不眠症対策（アロマ）
ダイエット（ハーブ）
ダイエット（アロマ）

①10:30～11:30 
②11:30～12:30 

1,550円(税別) 2,250円(税別)2,550円(税別)

2,250円(税別)

2,550円(税別) 2,600円(税別) 2,550円(税別) 2,550円(税別)

3,050円(税別)

2,250円(税別) 3,000円(税別)

3,550円(税別)

2,500円(税別)
100円(税込)※時間はお問い合わせ下さい

1,000円(税別)

1,050円(税別)

1,296円(税込)

1,450円(税別) 300円(税込)

〈プライマリーバレエ〉1,850円(税別) 〈バレエ基礎〉2,050円(税別)

2,050円(税別) 500円(税込)2,050円(税別) 800円(税込)2,050円(税別)

1,550円(税別)

1,300円(税別)

1,550円(税別)

1,100円(税別)

2,050円(税別)

2,100円(税別) 200円(税込)2,050円(税別) 500円(税込)

※時間はお問い合わせ下さい

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3日前 申込締切1週間前

申込締切2日前

申込締切各日2日前
申込締切各日2日前

申込締切4/19（金） 集合場所：JR和泉砂川駅改札前 10時集合
申込締切4/7（日）

申込締切3/30（土）

※時間はお問い合わせ下さい

※時間はお問い合わせ下さい

2,250円(税別)

※時間はお問い合わせ下さい

4,000円(税別)

※時間はお問い合わせ下さい

※時間はお問い合わせ下さい※時間はお問い合わせ下さい ※時間はお問い合わせ下さい

2,250円(税別)

1,200円(税別)

2,000円(税別)

2,050円(税別)

※時間はお問い合わせ下さい

※時間はお問い合わせ下さい ※時間はお問い合わせ下さい ※時間はお問い合わせ下さい ※時間はお問い合わせ下さい 2,550円(税別)※時間はお問い合わせ下さい

※時間はお問い合わせ下さい ※時間はお問い合わせ下さい

申込締切2日前

〈入門〉

2,550円(税別)3/19（火）12:45～14:15

◆材料費・教材費等を別途要する講座もあります。

◆必ず事前にご予約下さい。［店頭・お電話・WEBより］

◆参加人数が一定数に満たない場合、講座開講や体験等
を延期または中止することがあります。

◆体験時間の記載がない場合は、通常のレッスン時間に
なります。

アート＆クラフト

◆材料費・教材費等を別途要する講座もあります。

◆必ず事前にご予約下さい。［店頭・お電話・WEBより］

◆参加人数が一定数に満たない場合、講座開講や体験等
を延期または中止することがあります。

◆体験時間の記載がない場合は、通常のレッスン時間に
なります。

音　楽

◆材料費・教材費等を別途要する講座もあります。

◆必ず事前にご予約下さい。［店頭・お電話・WEBより］

◆参加人数が一定数に満たない場合、講座開講や体験等
を延期または中止することがあります。

◆体験時間の記載がない場合は、通常のレッスン時間に
なります。

こども

◆材料費・教材費等を別途要する講座もあります。

◆必ず事前にご予約下さい。［店頭・お電話・WEBより］

◆参加人数が一定数に満たない場合、講座開講や体験等
を延期または中止することがあります。

特別講座

JEUGIA
カルチャーセンター

イオンモール
りんくう泉南

ボイストレーニング

邦楽・洋楽・ヒット曲、お客様ご自身が歌いたい歌を
マスターするクラスです。無理のない正しい発声法
を指導致します。必ず上達しますよ。

向井由美 同志社女子大学音楽学科声楽専攻卒業

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

魚住弘樹のボーカルレッスン

正しい発音法や表現の仕方を、
個性を活かしながら、お好きな
曲で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 CEO

オカリナ教室
佐々木一真 オカリナ奏者

第2･4（水）13:00～17:15（グループ1回60分）
第1･3（金）13:00～17:15（グループ1回60分）
月額3,100円(税別)

初めてのウクレレ（入門編）

初心者のための入門講座です。日本の歌・ポップス・ハワイ
アンなどのやさしい曲から、歌いながら弾けるよう楽しく
レッスンします。経験者の方はお問い合わせください。

藤田青生 ウクレレインストラクター

癒しの音色、二胡を奏でてみませんか。初めての方向けのゆっくり丁寧に進む
クラスです。肩の凝らない構え方、レパートリーを増やす！を目標にレッスン
していきます。（体験時無料楽器レンタル有）

雪本直子 二胡検定10級 (最上級)取得

年代別メイクレッスン ～40・50・60・70代～

年齢問わず、メイクはあなたの魅力を引き出し、笑顔にしてくれます.。雑誌や動画で見ても
上手くいかない…」「化粧品売り場で聞きにくい」「シミやシワなど上手に隠したい」「今更メ
イクを習っても…」「今の年齢に相応しいメイク方法を習いたいそんなお悩みを解消しなが
ら、ベースメイクからポイントメイクまで、トータル的に楽しくレッスンをしてみませんか！

古谷美穂 JMANメーキャップインストラクター　DeI'mエリアメーキャップアーティスト

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

プライマリーバレエクラス バレエ基礎Aクラス

関西でおひとり、ISTD英国舞踊教師協会インペリアルクラシカルバレエ教師免許を
持つ先生が教えるクラスです。楽しく学びましょう。

細川侑希 細川バレエアーツ教師　ISTD英国舞踊教師協会ライセンシエイト

月4回（金）

月額6,200円(税別)

17:00～18:00〔満2歳～〕
18:00～19:00〔児童〕

ちびっこバレエ

クラシックバレエの基礎を楽しく正しく学べます。
美しい姿勢・リズム感はもちろん心の豊かさも養われます。

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。

山口涼子 肥田貞子バレエ団　助教師

第1･3（金）17:30～19:00
月額6,000円(税別)

小学生から始めるプログラミング

1回90分の講座でイスラエルで開発されたプログラミング教材
を使い学習します。初めは簡単なゲームに思いますが、楽しみな
がら段階(ステージ)をクリアしていくことで、プログラミング
の概念や論理的思考力、問題解決力を養えます。

坂口耕平 パソコン教室らいくインストラクター

第2･4（土）10:45～12:15
　　　　   13:30～15:00

実験を通して、こどもたちのなぜ？どうして？といった
知的好奇心を引き出し、自分で考える力を伸ばします。

学研科学実験教室専任講師

熊野（紀州）街道を彩る信達宿の野田藤は、1本の木に4万本の花がつき、あ
たり1面に芳香が漂います。藤の鑑賞と貴人の宿泊所として信達宿が形成
されてきた「熊野街道」の景観や最寄の名所を楽しみましょう。泉南市の歴
史散策の後は、「魚割ぽう うお政」の会席ランチをお楽しみいただきます。

泉南案内人の会 ボランティアガイド

生活に取り入れやすいアロマ＆ハーブを使い、香りや味を楽しみながらそれぞれの
働きを身につけましょう。ハーブとアロマを交互にレッスンします。

延与とも子 魔法の香り主宰

二胡を始めよう

中国の伝統楽器「二胡」を自分のペ
ースで、楽しく弾きましょう。詳しく
指導致します。(初心者～上級者まで）
(体験時は楽器レンタル無料）

角谷真紀代 二胡検定10級 (最上級)

気軽に始める二胡

ちょっとしたコツで弾けます！一人一人のレベルに
合わせて初めての方からレベルアップを目指す上級
者の方まで、経験者の方で二胡がわからないという
方も丁寧に指導します。一緒に楽しみましょう。

雪本直子 二胡検定10級 (最上級)

第1･3（水）15:30～17:00
月額4,100円(税別)

カラオケ教室

毎月一曲新曲を皆さんで、お喋り
を楽しみながら歌いましょう。
いつまでも若く健康でいられる
のは人と交わる事ですよ。

大谷ヒロ子 大谷艶歌塾主宰

魚住弘樹の楽しいカラオケ教室

人前で歌うことが楽しくなります。
お好きな曲で楽しくレッスンしま
しょう。

魚住弘樹 ミュージックオフィスプレジャー代表 CEO

第2･4（月）13:30～14:30
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

ボイストレーニングと選りすぐりの名曲 

前半は腹式呼吸と発声トレーニングをし、歌う身体を準備します。後半は整えられ
た身体と発声で名曲の数々を歌える充実したクラスです。先生のピアノに合わせて
皆様で楽しく歌いましょう。

神田ゆみ 大阪音楽大学声楽科卒業

第2･4（水）17:00 ～ 20:00
月額4,100円(税別)

キッズいけばな(嵯峨御流)

小学生以下のお子様向けのいけ
ばな教室です。
お子様でも扱いやすい花材を
使用しています。

三好百合甫 嵯峨御流本所講師

月3回（木）17:00 ～ 18:30
月額4,350円(税別)

子ども あとりえ

絵の具などで、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
ながら創作します。

鉛筆(硬筆)筆(毛筆)ペンを丁寧に指導します。
月刊誌に出品する様になれば
資格となります。クリスマス会
等のイベントも開催。

泉川恭子　　　　新美術協会会員

月3回（火）16:30～18:00
月額4,350円(税別)

幼児・学生書道教室　
溝邊至善 成田山全国競書大会審査役員、日本・中国書道親善大使

高野山競書大会役員、全日本書道協会推進委員

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

こどもさんが文字を美しく書
けるように、そして興味を持っ
て楽しくお稽古が続けられる
よう工夫された講座内容です。

馬野華静 読売書法展幹事
日本書芸院一科審査会員

第1（日）16:00～17:30
親子で月額3,200円(税別)

月に一度の親子書道

子供は毛筆硬筆段級取得可!!
美術館での書初め展に出品可。
大人は好きな用具で子供と一緒
に書道に親しんでいただきます。

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（土）13:30～15:00
親子で月額5,800円(税別)

土曜の親子書道

お子様、お母様かお父様に分けて
教材を用意致します。鉛筆、ボー
ルペン、大筆、小筆、筆ペン等、
其々のジャンルに対応致します。

溝邊至善 成田山全国競書大会審査役員、日本・中国書道親善大使
高野山競書大会役員、全日本書道協会推進委員

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回（月）17:30～18:30
月額3,600円(税別)

親子＆Keiki（子供）フラ

まずは、基本となる足のステップ。
そして唄の意味を理解した上で、
ハンドモーションを。踊り込む
うちに表現力も身につきます。

松下三喜 Hau'oli Luara 主宰

月4回（火）①17:25～18:25

月3回（金）

③19:35～20:35
②18:30～19:30

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

17:00～18:15（初心者）
18:30～19:45  

月4回（木）

糸東流空手道こども教室
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。試合はありません。
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 合気道泉州武育会副代表 六段

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

16:40～17:40（3歳～小学低学年）
17:40～18:40（小学高学年）

月3回（月）

月額4,650円(税別)

バトントワリング

バトンに興味のある方、楽しみたい方、一緒にくるくる回したり
投げたり、バトンを使って曲に合わせて踊ったりしてみませんか。

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

第1･3（水）19:00～20:30
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。 
当教室では、明るく楽しく和やかな雰囲気を作りながらも、一人一人に合わ
せたレッスンを行い、日本商工会議所の珠算暗算の検定試験
に向けて練習に取り組んでいきます。

岡本幸子 泉佐野商工会議所 珠算能力検定試験委員

第2･4（金）13:30～14:30
月額3,500円(税別)

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

第2･4（火）13:30～14:30
月額3,300円(税別)

みんなで歌う 童謡・唱歌・ポピュラーソング 美容と健康に 腹式呼吸と発声トレーニング

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。

神田ゆみ 大阪音楽大学声楽科卒業 大阪音楽大学声楽科卒業 大阪音楽大学声楽科卒業

第2･4（火）14：40～17：00（1回40分）
第2･4（金）10：10～16：40（1回40分）
月額5,500円(税別)

第2・4（水）11:40～20:15（1回40分）
第1・3（金）17:30～20:15（1回40分）
月額5,100円(税別)

月3～4回（金）10:30～16:05（1回30分）
　月額6,750円(税別)～
第2・4（月）14:30～17:05（1回30分）
　月額4,500円(税別)

大人のピアノレッスン

様々なご希望にお応え出来る個人レ
ッスンです。楽しくわかりやすく効率
良くレッスンいたします。

神田ゆみ

リラクゼーション・ピアノ
向井由美 同志社女子大学音楽学科声楽専攻卒業

月3回（日）
10:30～17:00（1回30分）
月額6,750円(税別)

あなたのためのピアノ教室
西尾房子 大阪音楽大学短期大学部音楽専攻科修了

ウクレレ個人レッスン
藤田青生 ウクレレインストラクター

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 カラー＆イメージコンサルタント

ちりめん生地で作ったつまみ
細工で、かわいい端午の節句
飾りを作りませんか。
毎年飾れるオンリーワン飾り
です。

KAZUMI ちりめん細工作家

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！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。

松本富美 日本清掃収納協会　清掃マイスター 2級認定講師

片付けられない心理の理解や物があふれる仕組みを
学びます。必要なモノがすぐに取り出せるスッキリ
とした空間を手に入れませんか。

日本清掃収納協会　
片付け収納マイスター
1級認定講師

中川智子

片づけは思考の整理、賢くなる為にも片づけ力をつけまし
ょう。片付け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！ぜひ、子
どもの生きる力をつけるためにも片付け力を身につけさ
せてあげましょう。保護者1名様の同席可能です。

お掃除は科学、誰も持ってない、どこにも無い特技で友達に
差をつけましょう。掃除の仕方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！ぜひ、子どもの生きる力をつけるためにもお掃除力を身
につけさせてあげましょう。保護者1名様の同席可能です。

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

赤ちゃんに背景や小物を付けて
撮影する「おひるねアート」。今年
のりんくう泉南のご当地テーマ
は「お好み焼き＆イースター」で
す！素敵な作品を作りましょう。

たかはしまゆこ 日本おひるねアート協会認定講師

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。
2級・1級はお問い合わせください。

丸山久美子 パワーストーンマスターナビゲーター

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！（ランチ付）

中原由賀里 ロイヤルセラピスト協会認定講師

お琴教室
朝岡凜寿 生田流箏曲箏寿会 師範

都山流尺八教室

初心者の方大歓迎。初歩より丁寧に指
導します。リコーダー感覚で吹いてみ
ましょう。童謡・唱歌・演歌も吹けるよ
うになりますよ。

稲留堺舟 都山流尺八准師範

第2（土）13:30～14:45 (入門) 
　　　  15:00～16:15 
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

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　JGS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（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、
初めての方もプロの様な作品が出来
ます。マイペースで。

大田眞規子 日本美術家連盟会員・日仏芸術交流作家
JCAA会員

第1(日)13:30～15:30
月額2,100円(税別)

楽しい墨彩画

墨と顔彩を使って楽しくなるよ
うな絵を描き、それに合う言葉を
添えた作品を飾ってみませんか。
是非、オリジナル作品を!!

伊藤陽苑 現代俳画協会副会長

第1･3(月)13:30～15:30
月額4,100円(税別)

やさしい俳画

一筆俳画は日本の古典です。自由な
表現は心を和ませます。年賀縁起絵
のハガキも簡単にできます。やさしく
豊かな俳画を楽しみませんか。

髙木益州 現代俳画 美州会主宰

第1･3（金）13:30～15:30
月額4,100円(税別)

絵画倶楽部

倶楽部で絵を楽しみませんか。もち
ろん初心者経験者を問いません。
お好きな画材で描きたい絵や描き
続けたい絵を楽しんで下さい。

右山夕起子 日本美術家連盟会員
新制作協会協友

第2･4（月）13:30～15:30
月額4,100円(税別)

デッサンを学ぶ

絵画の基礎はデッサンです。鉛筆の
削り方、持ち方から描写の仕方等を、
わかりやすく指導いたします。
一本の鉛筆で作品として完成!

三田 肇 洋画家・大阪芸術大学美術学科卒

第2･4（木）10:30～12:30
月額4,100円(税別)

アクリル画・油彩画で描くアート入門

アクリル絵の具や油彩を使って風
景や静物を描いたり、また自分だけ
のオリジナルアートをつくりまし
ょう。初歩より丁寧に指導します。

大田眞規子 日本美術家連盟会員・日仏芸術交流作家
JCAA会員

水彩・色えんぴつ画のスケッチ入門

景色やお花等、目に触れる物を
簡単に、水彩や色鉛筆等を使って
スケッチしましょう。初歩より
丁寧に指導致します。

大田眞規子 日本美術家連盟会員・日仏芸術交流作家
JCAA会員

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。

　　　　　　　　　　　　　 ●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。

《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。

〒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

● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ● ジャンル豊富に全150講座以上が集う 総合カルチャーセンター
発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2019.2.18

2019

春期号
講座案内

保存版

ボタニカルアート(植物画）お琴教室 戸塚フランス刺しゅう 40歳からのフラメンコ

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
ご予約お申込み承ります!

からもホームページ

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

JEUGIAカルチャー

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］

イオンモールりんくう泉南

55歳から始める二胡教室

月額3,400円(税別)

プライマリーバレエ

バレエ基礎

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)～

第2･4（木）10:30～12:30
月額4,100円(税別)

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

フィトテラピー（植物療法)ベイシック講座

ちりめん細工で端午の節句 骨格診断αイメージコンサルティング パーソナルカラー（似合う色）診断 パワーストーン検定3級 初級リフレクソロジー講座

清掃マイスター 2級認定講座

レクリエーション介護士2級講座 ご当地おひるねアート

片付け収納マイスター2級認定講座
［小学1年生～中学3年生］［小学1年生～中学3年生］

ジュニア片付け収納マイスター認定講座 ジュニア清掃マイスター認定講座　

3,240円(税込) 500円(税込)

2,160円(税込)3,780円(税込) 3,240円(税込)
2,160円(税込)
2,000円(税込)

300円(税込)

9,720円(税込) 9,720円(税込)

2,430円(税込) 1,000円(税込)

11,600円(税込) 5,400円(税込)

申込締切7日前

ジャズボーカルレッスン 

ジャズスタンダード曲をご自身の声の高さに合うよ
う譜曲作成します。
初めての方から経験者まで、生のピアノにあわせて
楽しく歌います。

宇根崎緑 ジャズボーカリスト

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

魚住弘樹のギター弾き語りレッスン

アコースティックギターで、お
好きな曲を弾き歌うレッスンで
す。初めての方も大歓迎です。

魚住弘樹 ミュージックオフィスプレジャー代表 CEO

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

月3回（日）12:40～17:20（1回40分）
月額7,650円(税別)

月3回（日）12:40～17:20（1回40分）
月額7,650円(税別)

アコースティック＆クラシックギター

初めての人は簡単なメロディーを弾
く練習からです。希望により使いたい
テキストや楽曲で（楽譜やテキストは
使わなくても）大丈夫！

岩本政仁 読売日本ギターコンクール優勝

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。

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

楽しいエレキギター

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

第1・3（月）10:15～15:00（1回30分）
月額6,100円(税別)

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

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

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

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

本代・テキスト代・認定料込

37,800円(税込/教材費・認定料込) 会　員…2,160円(税込)
非会員…2,484円(税込) 会員…4,968円(税込/保険料・食事代込)　非会員…5,184円(税込/保険料・食事代込)

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) 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

[0歳～2歳] 信達宿の野田藤鑑賞と熊野街道(紀州街道）の
歴史文化ウォッチング

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

月3～4回（金）10:30～16:05
月額6,750円(税別)～（1回30分）
第2・4（月）14:30～17:05
月額4,500円(税別)（1回30分）

第2（水）13:40～19:40（1回40分）
第1（木）13:00～19:00（1回40分）
月額4,000円(税別)

第1・3（金）10:30～12:00
月額4,500円(税別)

大人から始めるJAZZ･J-POPなど楽しみながら弾きましょ
う。楽譜が読めなくても指トレーニングから指導いたします。

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マスターします。

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
的に合わせて指導いたします。

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
にも丁寧に指導いたします。

第2･4（水）10:10～11:10
月額5,000円(税別)

講師募集

月額5,400円(税別)
月額5,200円(税別)

イオンモールりんくう泉南

陶器の笛、オカリナの基本的な演奏方法からアンサン
ブルまで、基礎から順をおって丁寧に練習をしていく
教室です。
第1･3（火）12:45～14:15〈入門〉
　　　　  14:15～15:45 
月額5,100円(税別)

［年長～小学6年生］［小学3年生～小学6年生］

［年中～小6］

［4歳～学生］ ［6～15歳］

［3～6歳］ ［満2歳～12歳］ ［4歳～］

［5歳～］

［幼児～小学生］ ［3歳～］

［8歳～15歳］

［4歳～中学生］ ［小3～］

［７歳～］

［4歳～小6］ ［4歳～］ ［4歳～］

［年長～小6］［4歳～］ ［5歳～］

［5歳～］

［4歳～］

［13歳～］ ［10歳～］
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【期間】2019年3/31㈰まで ※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。

入会金1,000 割引（税別）

円

体験当日
または体験なしでご入会の方

にご入会早割早割お得な

割引!


