
1,550円9/7・21（水）

第1・3（水）
14：00～ 15：00
月額3,100円(税別)

natural yoga ～骨盤矯正～

初めての方でも大歓
迎！ゆっくりな深い
深呼吸で、自分のペー
スで気持ちの良いポ
ーズをし、心と体をリ
ラックス。バランスを
整えていきます。

Yuri メディカルトレーナー
全米ヨガアライアンス200時間認定コース終了

1,500円9/2・16（金） 1,000円8/30・9/6(火) 1,350円9/1・8(木)

第1･3(金)
14：30～ 16：00
月額3,000円(税別)

目のヨガ

バッチリ美顔に大変
身、眼筋運動とやさ
しいヨガを取り入れ
視野が明るくなった
り、見えやすくなる
のを実感ください。

平島純子 日本総合ヨガ普及協会指導師
視力向上ヨガ協会インストラクター

2,100円8/30・9/6(火)

第2・4（火）
12：00～ 13：00
月2回4,200円(税別)

やさしいヨガ

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（火）
14:00 ～ 15:30
月額4,000円(税別)

操体法
～セルフケアストレッチ～

健やかに生きていく
ための『知恵』と『技』
を身につけましょう。
ゆっくり息を吐きな
がら痛くない方向へ
動かします。

北村清重 整体士

月4回（木）
15:30 ～ 17:00
月額5,400円(税別)

導引養生功

経路の流れを促す腕の捻りや穴の刺激を取
り入れ身体の自然治癒力を高めます。
無理なくゆっくり身体を動かしながら気血
の巡りを良くして身体の状態を整えていき
ます。

岩佐啓子 導引養生功指導員
健身気功指導員

3,050円9/13・27(火）

第2・4（火）
17:30 ～ 20:20
（1回50分）

月額6,100円(税別)

ギター教室

簡単なギター伴奏か
らソロギターまで、ク
ラシック、ポップス、
フォーク、演歌、ジャ
ンルを問わず丁寧に
教えます。

阿部浩二 ギタリスト

1,000円9/7・21(水）
（時間はお問い合わせください） 

9/10・24(土)
（時間はお問い合わせください） 

9/4・18(日)
（時間はお問い合わせください） 

2,550円

第1･3(水)15：00～ 20：45(1回40分）
月額9,100円(税別)

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

3,050円

第2･4(土)
13：30～ 18：30
（グループ60分・個人30分）

月額6,100円(税別)

はじめての二胡

二胡の持ち方から、丁寧
に指導。プロの指導が受
けられるため早く上達
できます。生徒様が世界
国際コンクール銅賞を
受賞されました。

翁棋松 OKINA音楽学院学院長

第1･3(日)
10：30～ 15：00（1回30分）
月額5,100円(税別)

趣味のピアノ

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

9/7・21(水)

第1・3（水）

やさしく習える 琴修会大正琴

数字譜で色々な
ジャンルの曲を
段階をふんで練
習します。音源に
合わせて楽しく
演奏しています。

楢崎道子 文部科学省認可
（社）大正琴協会琴修会一級講師

2,050円9/5・26(月)

第1・3(月)
10:30 ～ 12:00
月額4,100円(税別)

名曲を歌おう

口ずさみたくなる唱
歌から、心に残る世界
の名曲を講師の伴奏
に合わせて楽しく歌
いましょう。
癒しと元気をどうぞ。

森本百合子 声楽家　関西二期会

9/27(火) 1,550円9/1・15(木)2,400円 3,030円

第4(火)
14:10 ～ 16:40 月額3,100円(税別)

～壊れた器が蘇る～金継ぎ講座

日本独特の文化
であり美学でも
ある金継ぎ。破損
してしまった大
事な器、陶磁器や
漆器、硝子器が蘇
ります。

栗原蘇秀 漆芸伝承の会主宰

2,050円9/12・26(月)

第2・4(月)10：30～ 12：30
月額4,100円(税別)

水彩画

一人ひとり、個性
にあった指導を
します。花・静物・
風景や家族の写
真等、色々なモチ
ーフを楽しく描
きましょう。

松島陽子 関西水彩画会会員
堺美術協会会員

第1・3(木)
10:30 ～ 12:00
月額3,100円(税別)

はじめての美文字教室

名前や住所など上手に書きたい方、手紙・は
がき・年賀状・のしの表書きなどを、正しい
くずし字、つづけ
字で美しい大人
の字を書きまし
ょう。

泉 龍石 日本ペン習字研究会師範

2,050円9/3・10(土) 作品により変更

第2・4(土)
10：30～ 12：30
月額4,100円(税別)

ステンドグラス工房

教会の窓に使われている歴史のあるステン
ドグラスの基本をマスター。パネル、ラン
プ、テラリュームなどを制作します。
お部屋を華やかに彩る作
品を作ってみませんか？
初心者歓迎！

北村光旦 ステンドグラス作家

9/16・30(金）2,000円 800円 2,050円 1,500円

第1・3(金)
10：30～ 12：30
月額4,100円(税別)

美しい生け花 池坊

生け花は堅苦しいもの
ではありません。お花
は四季を感じたり、心
を癒す事が出来ます。
お花に触れて心のケア
をしませんか。

甲賀晴風 華道池坊教授

9/28(水)

第4(水)
13：30～ 15：30
月額2,000円(税別)

手編み・手芸教室

初心者の方には
鎖編みから丁寧
に指導させて頂
きます。手作り
のぬくもりある
セーターを編ん
でみませんか？

佐藤とも子 日本編物文化協会、
手編み・機械編み講師

1,550円8/29・9/5(月)

第1･3(月)13:00 ～ 15:00
月額3,100円(税別)

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

グルージュエル認定講座

スワロフスキーを使っ
たアクセサリーを作る
資格認定講座です。
修了後は認定証を発行
（申請料別途）いたしま
す。初心者でも大丈夫で
す。丁寧に指導させてい
ただきます。

松下真子 グルージュエル協会認定講師

1,890円9/13・27(火）2,550円9/3･17（土）

第2・4(火)
①16：30～ 18：00
②18：30～ 20：00
月額3,780円(税別)

書道専科
(日本書芸院　教師免許取得特別コース・初級コース）

『目標を持って取り組むから力になる』書道を
本格的に始めませんか！基礎から始め最短コ
ースで免許が取れる独自のカ
リキュラムになっています。
まずは、体験してみて下さい。

原田由岑 日本書芸院一科審査員
読売書法会幹事等

2,100円9/15(木)

第3(木)10:30 ～ 13:00
月額2,100円(税別)

ビーズ資格認定講座

ビーズジュエリー
の制作には様々な
技法があります。
資格を取得し、ス
キルアップと共に
『好き』を仕事に♪

肥後なおこ 日本生涯学習協議会楽習フォーラム認定講師

第1･3（土）
14:15 ～ 15:30
月額5,100円(税別)

楽しく学べる
オリエンタルダンス

年齢を問わず、無理な
く女性らしい身体作
りを目指します。
ベリーダンスの基本
を学ぶことで、美しい
仕草も身につきます。

Freyja Tomoko ベリーダンサー

DSTリボンデコで作る
大人可愛いリボンバッグ

お好きなリボンをバッグに取り付け、『大人
可愛いバッグ』を作りましょう！針や糸は
使いませんので、お気軽にご参加下さい。

尾崎かな M-Style Ribbon Class認定講師 

9/2・9(金) 1,050円8/28・9/4（日） 1,400円9/5・26(月)

月4回（日）
10：30～ 11：30
月額4,200円(税別)

日本武道の中で神秘的で
合理的な無理のない動き
で誰でも上達できます。
特に幼児期に礼儀作法を
重んじる環境を与える事
で精神力の強い人間に。

山本益司郎 （財）合気会合気道師範　七段

1,830円8/30・9/13(火)

月3～ 4回(火)

こどもクラシックバレエ

クラシック音楽
に合わせて楽し
く踊りましょう。

安田若紗 プティフィーユバレエスタジオ講師

月4回(月)
15：30～ 16：20
月額5,600円(税別)

ミニキッズ
HIPHOPダンス

楽しくダンスをはじめよう！
毎週のダンスを楽しみに発表会や近くのイベ
ントに出たい!運動がしたい！音楽が好き！
楽しみ方はみんな自由★一緒に仲良く踊っち
ゃおう！

POBU＆ERIKO

1,300円9/2・9(金)

月3～ 4回（金）
18：10～ 19：10
月額3,900円～(税別)

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。
大人クラスもあります。

yui ダンサー

2,500円9/5・19(月)

第1・3（月）
17:00 ～ 18:30
月額5,000円(税別)

こども絵画教室

頭に描いたものが形
になる喜び、思わぬ
ものが出来てしまう
驚きを1人1人に感じ
てもらえるよう指導
します。

彌園まりこ 大阪芸術大学芸術学部卒

2,050円9/6・20(火) 100円

第1・3(火)
17:00 ～ 18:30
月額4,100円(税別)

あとりえほしみらい
アート・絵本教室

水彩、色鉛筆でイメージして描こう！デッサ
ン、色彩、4コマ、絵本、造形等。心を絵で表現
しよう。
右脳を使うことで
創造力が養われます。

西原まさひろ 星未来工房所属

(財)合気道六段

1,350円①8/29・9/5（月） ②8/28・9/4（日） 1,550円8/30・9/6(火) 1,550円9/1・8(木)、9/3・17(土)

月4回(月)
17：30～ 18：20
月額5,400円(税別)

①合気道（少年部）

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

9/1・8(木)

月4回(木)10：00～ 10：50
月額4,000円(税別)

月4回(木)11：00～ 11：50
月額5,200円(税別)

ランウェル親子体操教室

親子で体操してみませんか？
マット・鉄棒・とび箱・トランポリンを使って一緒に
遊びましょう。

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

2,100円9/3(土)

第1(土)10:30 ～ 12:30
月額2,100円(税別)

子供が楽しむお花の教室

季節のお花と人と
の触れ合いが楽し
い〝大人も子供もハ
ッピー〟になれるお
花の教室です。
今から始めてみませ
んか？

片山裕子 キッズワールドフラワースクール専任講師

2,550円9/4・18(日)
（時間はお問い合わせください）

第1･3(日)10：30～ 15：00（1回30分）
月額5,100円(税別)

楽しいキッズピアノ

基礎が出来れば楽し
くなる!
楽しくなるからやる
気アップ!!
ピアノで表現する楽
しさを身につけ、個
性を伸ばしてみませ
んか？

奥井由紀子 大阪芸術大学卒
ピアノ講師

月4回(火)
17:10 ～ 18:20
月額6,200円(税別)

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

1,500円9/21（水）

第1・3（水）
10：30～ 11：30
月額3,000円(税別)

わらべうたベビーマッサージと
ふれあいおうた遊び

馴染みのあるわらべうた
にあわせてマッサージす
るので覚えやすい！大好
きなママの歌声で赤ちゃ
んもニッコリ。

絵理 ベビーマッサージセラピスト

2,000円9/28（水） 500円

第2・4（水）10：30～ 12：00
月額6,000円(税別)

布花
～暮らしの中にそっと～

優しい色合いで
染める布花を作
ってみませんか。
お部屋に、アクセ
サリーに、プレゼ
ントに。ナチュラ
ルに仕上げてい
きます。

見手倉みどり 布花講師

2,500円9/18・10/2（日） 3,000円
①9/6・20(火)②9/9・23(金)
（時間はお問い合わせください） 1,000円9/9(金)

第1・3(日)
18：00～ 20：00
月額5,000円(税別)

今日から弾ける沖縄三線
～沖縄の風に吹かれて～

どなたにも簡単で楽
しめて、心安らぐ三
線しませんか。沖縄
の優しくゆったりと
した時間を感じて下
さい。

関根 愛
監修　有本聡
琉球沖縄民謡　涼風会
島の歌代教師

①第1・3(火)
②第2・4(金)
17：00～ 21：10
(1回40分）

月額6,000円(税別)

初めてのフルート

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！

経田耕一郎 フルート講師

第2・4（金）
10：20～ 11：10
月額4,000円(税別)

中高年から始めるらくらくピアノ®

憧れの曲が弾けたら
素敵ですね。初めて
の方でも画期的な方
法で"弾ける！ "と大
評判です！ご一緒に
楽しい時間を過ごし
ませんか？

上野玲子 一般社団法人全日本らくらくピアノ協会®
認定講師

①1,050円②1,150円③1,650円
9/3・10(土)

月4回(土)

クラシックバレエ

基本的なクラッシクバレエのステップを学
び、音楽性、芸術性を育
てます。

佐々木麻帆 スタジオバレエインターナショナル講師

①②1,250円 ③1,750円8/31・9/7(水)

子供の為の
クラシックバレエ基礎

礼儀作法も身に付きます。全てのダンスの基礎となる
バレエを、体のやわらかい小さ
い頃から始める事は、必ず、人
生のプラスになる事でしょう。

松坂笑理子
なほみバレエ講師
バレエ解剖学研修修了
RAD講師プログラム研修修了

1,050円8/28・9/4（日） 1,350円9/12・26（月） 300円

月4回(日)
16：00～ 17：15
月額4,200円(税別)

第1・2・3(日)
16：00～ 17：15
月額3,150円(税別)

巧心空手道(こどもクラス)

競技、スポーツとし
ての空手ではなく、
自己のペースで行え
る鍛錬(身体・精神)護
身として、道場の仲
間と協力し互いの上
達を目指す空手道。

細田隆之 総主師範

第2・4（月）
16：00～ 18：30（うち60分）
月額2,700円(税別)

こども書道

各年齢に応じて鉛筆の持ち方、50音の読み
書き、漢字の書き順等を正しく指導します。

関 小瑞 暁書法学院

1,550円9/1・15（木） 150円

第1・3(木)16：00～ 20：00（うち60分）
月額3,100円(税別)

書道のおけいこ

正しく美しい字が書けるよう指導します。
月刊誌「墨滴」を使用し、学年ごとの課題を
練習して級・段を
取得していただき
ます。

素瑶 一光書法会講師

初級英国式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。
※初級ベビーマッサージ講
座・初級ベビースキンケア講
座もございます。

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

ハロウィンバッグを作ろう！

なんと、ハサミと洗濯バサミ
だけで世界に１つの可愛い
バッグを作ります。
ぜひ、みんなで一緒に手作り
を楽しみましょう！

佐藤とも子 日本編物文化協会、手編み・機械編み講師

ハンドリフレクソロジー
手の反射区初級講座

認知予防や、日々酷使している手
の平の反射区を学びマッサージを
します。
身体の不調をキャッチし、人を癒
す最高の手技です。
※ヘッドスパ・フットリフレクソロジー
初級基礎講座もございます。

田中小百合 社団法人国際トータルビューティーセラピスト協会・理事

大阪唯一の路面電車 貸し切りでGo！
～堺の軌跡めぐりの旅～

明治から大阪市と堺市を結ぶ大阪唯一の路面電車。その
路面電車を貸しきって盛りだくさんの講座を楽しんで
みませんか。歴史あり、ライブありの2時間半。走るは御
年88歳の普段は乗れないレア車両です。※お土産付き

・12:45　JR天王寺駅中央口改札前集合
・13:00　出発 阪堺 天王寺駅前駅
・15:30　終着・解散 阪堺 恵美須町駅

＜講座カリキュラム＞
1、堺が生んだ女流歌人「与謝野晶子と堺」
2、大阪が生んだ三線奏者 涼 スペシャルライブ

涼（琉球沖縄民謡・島の唄 涼風会会主） ・堅田友子（元 同志社女子中学・
高等学校教諭 同志社国際中学・高等学校教諭 同志社大学非常勤講師）　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪・兵庫エリア限定講座

【2ヶ月～1歳半ぐらいのお子様と保護者】

【歩ける子～2歳半】

ランウェル子供体操教室【2歳半～4歳】

【5歳～小学6年生】

【年中～小6】

【3歳～15歳】

【幼　児】

【年長～】
【小1～中1】

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

②日曜こども合気道

子供さんから大人まで一緒になって稽古できます。

鈴木武雄
【5歳～】

【4歳～】 【5歳～】

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<60分>
［月3回～］4,050円～(税別)

月3回～4回（水）
16：30～19：00<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

ママキッズ
コース

【対象年齢】1歳～2歳

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)
第1･3･4(土) 
【小1～】 11：10～12：10
月額4,650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

【小1～中学生】

500円

月4回(金)

曽我直子バレエスタジオ
初めてのクラシックバレエ

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)

KID'S JAZZ HIP HOP
【小学生～中学生】

【3歳～小学生】こども合気道【年長～中学生】

【ジュニアAクラス3～6歳】

【プレクラス3歳～7歳】

【①プレクラス】

【初級クラス8歳～12歳】

【3歳～低学年】
【高学年～】

【5歳～中学3年生】 【4歳～15歳】 【4歳～小学生】

【ジュニアＢクラス小1～】

16:00 ～ 17:00
【チャイルド】17:00 ～ 18:00
【ジュニア】18:00 ～ 19:00
月額5,490円～(税別)

15：00～ 16：00
月額4,200円(税別)

月4回(水)
【①3歳～低学年】
16：00～ 17：30
【②高学年～】
17：30～ 19：00

【②初級クラス】
16：10～ 17：10
月額4,600円(税別)

【③初級ポワントクラス】
16：10～ 17：40
月額6,600円(税別) 月額5,000円(税別)

【③ポワント有り】
17：30～ 19：30
月額7,000円(税別)

【8歳～】 【4歳～】

【初級1】14:30 ～ 16:00　
【初級2】16:00 ～ 17:30
【中級】17:30 ～ 19:00
月額3,600円(税別)

①2,050円②2,550円

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)

9/13・27(火） 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)

8/30・9/6（火）

全4回

第1・3（土）10：30～12：30
全4回 39,000円(税別)

36,000円(税別)

9/23(金)
10:30 ～ 12:30
1,500円(税別) 1,000円

9/22(木）
10：30～ 15：30
11,600円(税込)

5,400円(税込）
1,000円※お昼休憩あり ランチ付き

10/29(土)13:00 ～ 15:40頃
全1回 一般価格6,000円(税込) 会員価格5,500円(税込)
※定員35名　申込締切：1週間前　持ち物：筆記用具

10/2・11/20(日）10：30～ 12：30
10/28(金)16：00～ 18：00
12/6(火)19：00～ 21：00
4,500円(税別) 3,240円(税込）

特別講座

10/2（日)
13：00～ 15：00
1,000円(税別)

0725-50-5560 〒594-1101 大阪府和泉市室堂町824-36 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
秋期号

保存版

中国文墨画

蒔絵と螺鈿 布花

体験｜見学｜入会｜お申し込み受付中 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。

2016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）

★対象年齢★

0歳～12歳

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。

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824-36 コムボックス光明池1F

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］

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）

0725-50-5560
…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。

● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ● ジャンル豊富に170講座以上が集う 総合カルチャーセンター

10:00～20:00
（日曜は18：00迄）

1F受講生募集

体験・見学も承ります!

ご入会
受付中

ご予約承ります
10:00～20:00

（日曜は18:00迄）
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発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2016.8.25

ミニキッズHIPHOP


