
特別無料体験

月4回(金)

曽我直子バレエスタジオ
はじめてのクラッシクバレエ

お子様の個性を尊重し
た温かみ溢れる楽しい
レッスンを通して、美し
い姿勢･集中力･豊かな
情緒性を育みましょう。

曽我直子 曽我直子バレエスタジオ代表

【ジュニアA】17:00～17:50

【ジュニアB】18:00～19:30
月額5,093円(税別)

月額5,556円(税別)
1,950円

第2･4(土)

Keiki･フラ＆タヒチ

本場ハワイのフラを学び表現できる力を育て
ます。4月からタヒチアンダンスもスタート。
ぜひ一度見に来てね！！

貴田真樹 カリコ　マヒプア　オ　マカラニ　主宰

11:00～12:30（3月までは11:00～12:00）
月額4,400円(税別)(3月まで3,900円)

2/27・3/12 1,300円

月４回(木)

ランウェル子供体操教室

楽しいからがんばれ
る。がんばったからも
っと楽しくなる！をモ
ットーに、みんなで体
操を楽しみましょう！！

浦田大介 ランウェル体操クラブ
インストラクター

10：00～10：50・11：00～11：50
月額5,200円(税別)

特別無料体験

月4回(金)

曽我直子バレエスタジオ
初めてのヴァリエーションクラス

一度は踊りたい！憧れの
ヴァリエーションに挑戦
してみませんか？レベ
ルに応じて振付け致し
ますので安心です！

曽我直子 曽我直子バレエスタジオ代表

19：30～20：30
月額5,278円(税別)

2,050円

第2･4(木)≪3月までは第1･3(木)≫

Hawaiian Hula

本場ハワイの踊りを基
本から学びしなやかな
心と体を作ります。
女性として今からでも
更に輝きはじめます。

貴田真樹 カリコ　マヒプア　マカラニ主宰

19：30～21：00
月額4,100円(税別)

3/3・17 2,550円

第1･3(火)

ベリーダンス

セクシーなボディライ
ンをめざして、楽しく
踊りましょう!!
基礎から丁寧にご指導
いたします。

Masako 「Sacred Bellydance of Masako」主宰
オリエンタルベリーダンサー、インストラクタ－

20：15～21：30
月額5,100円(税別)

3/1・15 2,550円

①第1･3(月)15：00～21：00
②第1･3(日)10：30～15：00

趣味のピアノ・楽しいキッズピアノ

ピアノは日常のストレスを和
らげ心豊かにしてくれます。
初心者の方から経験者の方
まで丁寧に指導します。自分
のペースに合わせてピアノ
を楽しみませんか？

奥井由紀子 大阪芸術大学卒 ピアノ講師

月額5,100円(税別)
①3/7・3/21②3/6・20 2,500円

第2･4(月)

今日から弾ける沖縄三線
～沖縄の風に吹かれて～

誰でも気軽に楽しめる沖
縄の三線♪奏でてみれ
ば気分は沖縄！
癒しの音色、南国の雰囲
気を感じてみませんか？

涼 沖縄・島の唄　涼風会代表
琉球民謡伝統協会大阪南支部支部長

10：30～12：30
月額5,000円(税別)

3/14・28

1,650円

月4回(金)

大人からのバレエ
①（初心者）②（経験者）

ストレッチ、バーレッスンを中心に身体を動かし
ていきます。
①全く初めての方のためのレッスンです。
②初心者クラスより一歩進んだ内容です。
※Aコース：ポワント無し
　Bコース：ポワント有り

向井麻子 第２回宝塚ミュージカルコンクール　グランプリ受賞

①12：45～13：45
②10:20～11:50
（Aポワント無）
月額6,600円(税別)

月4回(金)
②10:20～12:40
（Bポワント有）
月額9,560円(税別)

3/4・11・18・25 1,350円

①
月4回(月)14:45～15:45
月4回(金)20:30～21：30

心の重荷を流す流太極　　　 

体は心をつくるもの！心の重荷
は体に現れます！
足指から骨から筋肉から血液か
らストレス流しに来てください！

①森田興子・②神藤豊和 森田 興子:太極拳講師・カイロプラクター・螺施療法士
神藤 豊和：太極拳講師

月額5,400円(税別)
②
第1・3(金)17:45～18:45 
第2・4(水)19：30～20：30
月額2,700円(税別)

月額3,700円(税別)

(日時はお問合せ下さい。） 1,350円

4月開講
月4回(木)

美をめざす! シェイプエクササイズ

簡単なエクササイズで
体は変わります！呼吸や
ストレッチを交えて、太り
にくい美しい体づくりを
目指します。

石川紀子 エクササイズ＆ストレッチスクール
ａｎｇｅｌｉｑｕｅ(アンジェリーク）主宰

12:00～13:00

10：30～11：30

月4回5,400円(税別)
3/2・9・16 1,350円

第2・4(月）

毒素排出リンパケアと
整体ストレッチ

簡単なマッサージとストレッチで身体の中か
らキレイになりましょう！！骨盤矯正・体質改
善・部分痩せの効果もあります。

藤田昌子 ホリスティックメディカルケアセラピスト

19：00～20：00
月額2,700円(税別)

3/14・28 ①1,350円②2,100円

(火)10：30～11：30

第2・4（火）12：00～13：00 月2回4,200円(税別)

①朝ヨガ

②やさしいヨガ

日常生活では動かす事の少ない筋肉や関節をしっか
りと伸ばし、ゆがみを整え、
肩こり・腰痛の解消そして
若さを保ちましょう！！

日常では使わない筋肉をゆっくり動かし、全身をシェ
イプアップ。冷え性改善、肩こり・腰痛予防にも効果
的です。

ＷＡＫＡＢＡ 日本ヨガ普及協会ヨガインストラクター

月4回5,400円(税別)

3/8・22

月4回(木)

朴ちゃん韓国語

わかりやすい説明と実践に
強い会話、アットホームな雰
囲気で、楽しく学びましょう。
ことばは、文化と深く関係し
ているので、文化等にも触れ
ながら、身につく韓国語講座
を常に目指します。

朴ちゃん韓国語教室専任講師

(経験者)13：00～14：00
(初心者)14：15～15：15
月額10,200円(税別)

①初級2,050円(税別)上級2,550円(税別)振袖3,550円(税別）
②初級2,550円(税別)上級3,050円(税別)振袖4,050円(税別）

第2・4（火）

①着付け塾／②お勤め帰りの着付け塾

タンスの中で眠ったままの着物
に袖を通してあげましょう。あな
た流の着付け術がみつかる教室
です。

海東 十巳子・山本 由美子 着付け塾主宰

①13:30～15:00
月2回初級：4,100円(税別)

上級：5,100円(税別)
振袖：7,100円(税別)

第2・4（火）
②19：30～21：00
月2回初級：5,100円(税別)

上級：6,100円(税別)
振袖：8,100円(税別)

3/8・22
3/31 15:00～15:40 1,550円

第1･3(日)10:30～12:30
第2･4(金)4月開講19：30～21：00

仮名書の美～書で広がる和の心～

～書で広がる和の心～
墨の香りと共にゆった
りまったり流れる時間
を過ごしませんか？
初めて筆を持つ方、
久々という方、大歓迎
です。

西川由紀子 日本書芸院無監査員
読売書法会評議員 府立高校書道科講師

月額3,100円(税別)
3/6・20 1,850円

第1･3(月)

小原流いけばな教室

現代いけばなをわかり
やすく指導いたします｡
教授資格取得希望の方
は研究会コースも有り｡

黒田豊秋 1級家元教授

13:00～15:00
月額3,700円(税別)

2/29・3/7 2,300円

第1･3(火)

美しいアルファベット文字
カリグラフィー

美しい手書きのアル
ファベット文字、カリグ
ラフィー。優雅なイタ
リック体から学び、次
の書体へと進みます。

松本英子 カリグラファーズギルド会員

10:30～12:00
月額4,600円(税別)

3/1・15

2,750円

①第1･3(月)
②第2・4(月)

ヴァイオリン

初めての方でも大丈夫！！
楽しく丁寧に指導させ
ていただきます。そして
好きな曲を弾けるように
なりましょう。

武田基邦 フランス国立コンセルヴァトワール ドゥトゥール ヴァイオリン科卒業

16：40～21：20（1回40分）
月額5,500円(税別)

①2/29②3/14 2,550円

第2・4(金)

楽しくフルート♪

初心者の方も大歓迎です。
フルートに少しでも興味
のある方、一緒にフルート
のきれいな音色を奏でて
みませんか？音楽を聴く喜
びから奏でる喜びへ、一緒
に広げていきましょう！

小林多恵子 フルート講師

17：00～21：10（1回40分）
月額6,000円(税別)

3/11・25 1,250円

第2･4(月)
13：00～14：30

みんなの歌声サロン

昭和歌謡、童謡、唱歌、懐メロなど昔を思い出
してみんなで楽しく一緒に歌います。
その当時のエピソード
なども聞きながら歌い
たいです。

蒲田知子 大阪芸術大学音楽学ピアノ科卒

4月開講
第2・4(金)13：30～15：00
月額2,500円(税別)

3/14・28 1,800円

第1･3(月)

～ヒットソング～
ＰＯＰＳをうたおう！

ポップスやその他の名曲
を楽しく歌いませんか。
ゴスペル・ＰＯＰＳ・ジャ
ズ・シャンソンまで幅広
くご指導させていただき
ます。

平田絵理 ボーカリスト・ボーカル講師

13：00～14：30
月額3,600円(税別)

2/29・3/7・28 2,100円

第1(木)

ハワイアンリボンレイ

アロハの心を込めて
縫ったり編んだりし
て枯れることのない
クラフトレイを楽し
みましょう。

塩津順子

10：30～12：30
月額2,100円(税別)

3/3

第1(日)

トータルビューティ
セラピスト養成講座

マッサージにより温めること
で美と健康を維持！簡単ポイ
ントレッスンで手技を身につ
けてみませんか。半年でヘッ
ド・ハンド・リフレクソロジー
の美容に関する基礎が身に
付きます。

田中小百合 社団法人国際トータルビューティセラピスト協会理事

13：00～14：30
全6回30,000円(税別)

1,550円1,500円

第1･3(月)

健康マージャン講座

楽しく参加できる健全なマージャン教室。専
門の講師がゼロから丁寧に教えます。経験者
の方もご指導いたします。

寺口征克 健康麻将全国認定指導員

13:00～15:00
月額3,100円(税別)

2/29・3/7・21
3/19

1,550円

第1･2･4(金)

スポーツ吹矢健康法

楽しみながら健康にな
れると評判の「スポーツ
吹矢」。腹式呼吸と胸式
呼吸で身体の内側から
元気になりましょう。

中川桂子 日本スポーツ吹矢協会公認指導員

14:00～16：00
月3回4,650円(税別)

3/4・11・25 ①1,550円②③1,350円

(月)19：00～20：30 月額6,200円(税別)

①誰にでもできる合気道

丁寧にゆっくりと指導していきます。

月4回(月)17：30～18：30 月額5,400円(税別)
楽しく体を動かし柔軟な身体を作りましょう。

尚武館講師

1,550円

月4回(火)

キッズストリートダンス（LOCK)

HIPHOPからロッキングなど幅の広いストリ
ートダンスのスタイルを指導します。
基本からジャニーズ系まで格好よく楽しく踊
れるようになります。

AKIRA(R-LOCKS) FUNKY MASTER'S講師

17:10～18:20
月額6,200円(税別)

1,550円

チアダンス～MIX～

みんな元気に楽しく踊りましょう。楽しさを一番に考
えたレッスンです。色々なジャンルのダンスや音楽を
ＭＩＸ！
笑顔で元気にLet'sチアダンス♪

ＡＹＡ 元テーマパークダンサー

1,550円

第1･3(月)

リズム感・音感が楽しく身につく
リトミック

リズム感・音感がたのしく身
につくリトミック。幼児期だか
らこそ身に付くリズム感・音
感を育みます。音楽に親しむ
第一歩にリトミックを楽しみ
ませんか？

平塚睦子 国立音楽大学器楽科ピアノ専攻卒,ピアノ・リトミック講師

10：00～10：45・11：00～11：45
月額3,100円(税別)

3/7・21

1,000円

第1･3(水)

サックス

初心者の方には音楽を楽しんでいただけるよ
うに、まず音を出せるようになったら教本等を
使って進めていきます。経験者の方には基礎
的なトレーニングから曲によって変える楽器の
コントロール方法を含め、各ジャンルに合った
奏法を指導します。

白井佳子 サックス奏者

１5：00～20：００(1回40分）
月額9,100円(税別)

4/6,4/20  時間はお問合せください

3/8

2,400円

第2･4(日)

～アコースティック・クラシック・ポピュラー・歌謡曲～
日曜日に楽しむギター

楽譜を使わなくてもギ
ターは弾けるのです。
楽器がはじめての人も
楽譜が読めなくても大
丈夫。簡単な曲からゆ
っくり学びましょう。 

岩本政仁 ギターリスト・読売日本ギターコンクール１位 

１0：00～16：００(1回40分）
月額4,900円(税別)

4/10・4/24（時間はお問い合わせください）

1,550円

第１・３(金）20：15～21：15

ＪＡＺＺ ＨＩＰ ＨＯＰ

自信がなくても、体が硬くても大丈夫！基礎から
丁寧に指導します。一緒に楽しく踊りましょう！

初めての方でも大歓迎!!JAZZをベースにしたかっ
こいいダンスを皆で一緒に踊りましょう。

yui ダンサー

月額3,100円(税別)
月３～4回（金）19：15～20：15
月額4,650円～(税別)

月３～4回（金）18：10～19：10
月額3,900円～(税別)

4/1・4/1520:15～21:15と18:10～19:10の
講座のみに該当です。 1,550円

月３～4回(月)

カントリー・ラインダンス

カントリーミュージックに合わせて踊ります。
繰り返しのダンスなので、初心者の方もすぐ
に踊れます。新陳代謝を高め、自然に適度な
運動量を得ることがで
きます。主にラインダン
スなので１人で気楽に
楽しめます。

角田庄子 ラインダンスインストラクター
Dancring Arice　主宰

１３：３０～１５：００
月額4,650円～(税別)

4/11・4/25 1,550円

月4回(火)

はじめよう社交ダンス
①スタンダード　②ラテン

【中級】基礎トレーニングから始まり、その上でスタン
ダード・ラテンの中級ステップを踊って頂きます。
【入門】社交ダンスを綺麗に踊る為の立ち方、踊り方
を楽しく感じてもらえるように指導いたします。

あいはら進也 全日本ダンス協会連合会認定講師

①10：30～11：30
　14：00～15：00(入門)
②11：45～12：45
月額6,200円(税別)

4/5・4/19 14:00 ～1,300円

月4回(木)

シェイプアップボクササイズ

いい汗をかき健康
体力維持をし、楽
しみながらストレ
ス発散ができま
す。仕事帰りにも
バッチリ！！

東口美香 西日本ボクササイズ協会認定インストラクター

20：00～21：00
月額5,200円(税別)

2,000円

4/7・4/21 1,550円

第1･3(月)

美と健康のストレッチ

リズムに合わせてウォ
ームアップ後、日頃使
っていない筋肉などす
っきりストレッチ。最後
はゆったり気分でクー
ルダウン。

角田庄子 ストレッチ体操アリス代表･生涯学習講師

10：30～12：00
月額3,100円(税別)

4/4・4/18　

1,890円

第1･3(月)
13:00～16:00

ハッピーボイストレーニング

目的に応じてジャ
ンルを問わず、腹
式呼吸を使った発
声法をトレーニン
グします。

森本百合子 声楽家
関西二期会

月額7,100円(税別)(30分）
月額8,100円(税別)(40分）

4/4・4/18（時間はお問い合わせ下さい） 無料

第1・3（木）

第1・3（金）

ピアノ個人レッスン

ピアノが楽しみとな
るようなレッスンを
心がけています。お
子様から大人の方
までの教室です♪

JEUGIA講師 ピアノ講師

13:00～21：00（1回30分)

10:00～14：00（1回30分)
月額6,100円(税別)

（時間はお問い合わせ下さい） 2,600円

[初級]第1(木）・[中級]第3(木）

～気軽に楽しむ～朗読

朗読に必要な発声・発音・滑舌をしっかり学
びながらアクセントについても楽しく学んで
いきます。

南部陽子 フリーアナウンサー
おはなしくじら主宰

13：30～15：00
月額2,600円(税別)

4/7 14:30 ～・4/21 15:30 ～

アイシングクッキーを作ろう！

アイシングクッキーレッスン

今大人気のアイシングクッキー！クッキーにお砂糖と
卵白を使ったクリームで可愛くデコレーションしませ
んか？
初心者でも簡単に可愛くできます。

坂口理佐 JSAアイシングクッキー認定講師

Ｍ-style Ribbon class
ディプロマ資格コース

日本発のリボン協会の資格取
得コースです。8種類10個の
リボン作成後テストに合格す
ると認定証が発行されます。
※認定後、リボン教室開講可
能、販売もOK

尾崎かな Ｍ-style Ribbon class認定校講師

初級ベビーマッサージ講座
すぐに実用でき、効果が出るベビーマッサージの理論
とベビーうっとりテクニックを学ぶ講座です。

お肌をトラブルから守るだけでなく、感情や脳の発達に欠かせな
い子どものスキンケアの基礎知識を学びます。

中原由賀里 ロイヤルセラピスト協会指定スクール
シャルール代表

≪さをり織り≫で自由な自己表現～アートマフラーを織ろう～

世界にひとつの手織りマフラーを創りませんか？
１９６９年に大阪で生まれた【さをり織り】は、それまでの均一均質な
織物の常識を打ち破った画期的な手織りです。今回は特別に、代
表の城研三による講義と、手織機の組み立ての見学ができます。
全くの初心者でも簡単に自分の感性を織り込めるさをり織りで、
アートなマフラーを織りましょう。

城 研三 さをりの森代表

「境（堺）」の歴史にふれるてくてく観光

市役所の展望ロビーで堺市を一望した後、日本最古の官道竹
内街道とけやき並木が美しいけやき通りを通りアルフォンス・
ミュシャ館、方違神社を見学。堺の歴史に詳しいガイドがご案
内します。最後は素敵なお庭を見ながら江久庵で一服。

浅川往子 NPO法人堺観光ボランティア協会ガイド

カラー＆スタイリング個人診断

あなたの魅力を最大
限に引き出すパーソ
ナルカラー診断と体
型や性格から導かれ
た好印象のスタイル
診断。メイク付き総合
個人診断です。

立石美由紀 NPO法人日本パーソナルカラー協会認定講師

第2(火)10：30～12：30
月額2,000円(税別)

整理収納アドバイザー
2級認定講座

人気の資格を1日で取得!
習ったそばから自宅や職場で
すぐに役に立つ。皆が注目の
講座をこの機会にぜひどうぞ。

宮本美保 整理収納アドバイザー 1級認定講師

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認める動物取扱責任者(保管と訓練)に
なることができます。
～開業への近道～
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。起業するには
ローコスト！このチャンスをお見逃しなく！

日本ペットシッター協会講師

美髪！頭皮ケアーマッサージ&簡単お顔リンパ流し

頭皮マッサージは良質な眠りを促し
ます。頭皮の経路を刺激する事で自
律神経も整います。
また、簡単なお顔リンパ流しも同時に
学べます。

手の平の反射区（内臓につながるスイッチ）を学び体
のサインをキャッチして疲労や不調を改善します

田中小百合 一般社団法人国際トータルビューティセラビスト協会理事

4 月開 講 講 座4月開 講 講 座

ご当 地 講 座ご当 地 講 座

【中1～】
【4歳～】

【ジュニアAクラス3～6歳】
【ジュニアＢクラス小1～】

【4歳～中学生】 【2歳半～４歳】

【3歳～】 【4歳～】

【小学生高学年】

②こども合気道【年長～小6】

月4回(日)14：00～15：00 月額5,400円(税別)
第1・3(日)、第2・4(日)14：00～15：00 月額3,100円(税別)

子供から大人まで一緒になって稽古できます。
③日曜合気道 【年長～】

全6回

7,000円(税別)
修了証をご希望の場合は別途3,240円(税込)が必要

第1・3（土）
10：30～12：30
全4回 39,000円(税別)

第3（土） 13：30～15：30
月額3,000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。
認定書発行(別途申請料必要)

スワロフスキーを使用したアクセサリーや小物を作
ります。一緒にキラキラの魔法にかかりませんか？

橋本みゆき グルージュエル協会認定講師

大人かわいいスワロフスキーアクセサリー

全4回

36,000円(税別)

年齢に合わせた教材や教具で、お子様の好奇心を刺激し、自分で考える力を育みます。
子どもたちのあふれる好奇心に応え、考える楽しさ、できる喜びを体験できる教室です。

学研教室専任講師

500円 1,000円

第2･4(金）
10:15～11:15
［月2回］3,000円(税別)

第1･3(金）
10:15～11:15
［月2回］3,000円(税別)

月3～4回（金）
11:30～12:30
［月3回～］4,050円～(税別)

月3～4回（火）
15：30～17：30
［月3回～］4,050円～(税別)

月3回～4回（水）
16：30～19：00(1回60分)
［月3回～］5,100円～(税別)

入園準備
コース

【対象年齢】2歳半～

ママベビ
コース

【対象年齢】4ヵ月～あんよ

園児
コース

【対象年齢】年少・年中・年長

エリート
コース

【対象年齢】小1～小3

4月開講

ママキッズ
コース

【対象年齢】1歳～2歳

1,550円

月3～4回(木)
【小1～小4】 17：30～18：30
【小5～中学生】 18:30～19:30
月額4,650円～(税別)
4月開講
第1･3･4(土) 
【4歳～】 11：10～12：10
月額4,650円(税別)

月4回(水)
初級：17：05～18：05
中級：18：10～19：10
月額6,200円(税別)
4月開講
小学生～中学生
第1･3(月)17：00～17：50
月額3,100円(税別)

kid'sジャズダンス

バレエの動作を取り入れながら、激しくしなやかに
踊るクラスです。ダンスに必要な筋力・リズム感・柔
軟性を身につけていけるように指導します。元気い
っぱい楽しく踊りましょう。

YUKO フリーダンサー

【4歳～中学生】【小1～中1】

【8歳～】
【8歳～】

【高校生～】 【20～70歳】

KID'S JAZZ HIP HOP【小学生～中学生】

【高校生～】

【3歳～15歳】 【1～3歳】

1,000円2/27・3/12 1,200円

第2・4（土）
【Ⅰ】13：00～ 14：30
【Ⅱ】15：00～ 16：00
月額3,400円(税別)

学校では体験できない身
近な「なぜ?」「これって
不思議」という科学を丸
ごと体験できる楽しい講
座です。
6月末までご入会キャン
ペーン実施中

学研科学実験教室専任講師 
【年長～小6】

初級ベビースキンケア講座

3/8(火)・4/12(火)
各日10：30～ 12：30
2,000円(税込) 1,500円～

3/1・22(火)
4/10・24(日)
各日13：00～ 14：30
5,000円(税別)
ペア9,000円(税別)

2/28・3/27(日)13：00～ 14：30
3,000円(税別)

認知予防にも！身体の声を聞こう！ ハンドリフレクソロジー

認定料：4,320円（税込）
テキスト代：1,500円（税込）

5/14(土)
10：30～17：45（休憩含む）
会場：ららぽーと和泉

受講料 16,000円（税別）

開催日(要2日間受講)

3/13・27(日)
10：30～15：30（各日お昼休憩1時間)
会場：ららぽーと和泉

受講料 48,000円（税込）(クレジット分割可）

全2回

3,000円

3/19(土)13：00～ 14：30
3,000円(税別) 3,000円

3/9(水)10：30～ 18：30
15,000円(税別) 5,400円(税込）認定料：30,000円(税込)

3/14(月)10：30～ 14：30 11,600円(税込)
5,400円(税込）お昼休憩ありランチ付き

3/28(月)13：00～ 16：00 11,600円(税込)

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。

初級英国式リフレクソロジスト養成講座

5,400円(税込）お昼休憩ありランチ付き
4/16(土)10：30～ 15：30 11,600円(税込)

5,400円(税込）

【実施日】4/13（水） 11:00～16:00頃
【集合場所】さをりの森
≪一般価格≫4,000円（税込／保険料込）
≪会員価格≫3,800円（税込／保険料込）

【実施日】4/16(土) 13:00～16:00
【集合場所】南海高野線堺東駅南口改札前
≪一般価格≫2,052円（税込／保険料込）
≪会員価格≫1,728円（税込／保険料込）
別途アルフォンス・ミュシャ館入場料500円＋お茶代

【16歳～】

第1・3(土)17：30～19：00

月4回(水)

● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ● ジャンル豊富に130講座以上が集う 総合カルチャーセンター

0725-50-556010:00～20:00
（日曜は18：00迄）

〒594-1101 大阪府和泉市室堂町824-26 コムボックス光明池1F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

2016
春期号

保存版

発行：JEUGIA　発行日：2016.2.24

大人かわいいスワロフスキー 感動を伝える絵手紙教室

≪さをり織り≫で自由な自己表現 曽我直子バレエスタジオ

体験｜見学｜入会｜お申し込み受付中

お得な

割引!
体験当日または体験なしで
即日ご入会お手続き完了の方は

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。

2016年

3/31㈭
期間

ま
で

1F受講生募集

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・設備維持費・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。

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。

《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。

〒594-1101 大阪府和泉市室堂町824-26 コムボックス光明池1F

当社は、カルチャー教室事業、音楽教室、音楽・映像ソフト（CD・DVD）、楽器等の販売を営んでいます。カルチャーセンターは全国59会場有り。［株式会社JEUGIA ／本社：京都市］［東証二部上場］

体験・見学も承ります!

ご入会
受付中

講師募集入会と受講のご案内

…消費税は別途要します。（税別表記）

ご予約承ります

…税別表記ですが、講座により税込
　の場合もあります。

0725-50-556010:00～20:00
（日曜は18:00迄）
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