
3/16・23（金）

3/3･17（土） 1,150円

3/29・4/5（木） 1,000円 日時はお問い合わせ下さい

第１･３(月)
16:00 ～ 20:00（1回30分)
月額6,000円(税別)

カラー＆スタイリング個人診断
立石美由紀 NPO法人日本パーソナルカラー協会認定講師

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。

月４回
【①ひよこクラス】
11:00 ～ 12:00
月額3,223円(税別)

月４回
【②キッズクラス】
15:30 ～ 16:20
月額4,612円(税別)

月４回
【③ジュニアクラス】
16:30 ～ 17:30
月額5,075円(税別)

あさひ体操教室
谷口健太 体操指導員

1,000円3/20(火)13:30 ～ 14:30 1,500円
600円(税込）

3/16・4/6(金)

第1(金)
13:00 ～ 15:00
月額2,100円(税別)

趣味の押し花
北山 緑 ふしぎな花倶楽部インストラクター

2,100円
1,000円 3/14・28(水)

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～
見手倉みどり 布花講師

2,000円
500円～ 3/21・4/18(水)

第3(水)13:00 ～ 14:30
月額1,600円(税別)

アーティフィシャル
フラワーアレンジメント

南野豊子 キッズワールドフラワースクール主宰
サンフェアリーフラワーデザイナー

1,600円
2,000円

【①ひよこクラス】
未就園のお子様が対象で、保育と
体操を取り入れたクラスです。
こどもだけで楽しく体操して元気
な体をつくりましょう。

【②キッズ・③ジュニアクラス】
マット・鉄棒・跳箱を始め、トランポ
リン等を使って楽しく運動します。
運動の苦手な子も、学校体育の基
本から楽しく参加できます。

3/19（月）

月４回
10:30 ～ 11:00
月額2,297円(税別)

2,500円

500円
1,100円

１作品1,500円～ 4,000円

3/31(土) 2,100円 500円

子どもの体力づくりだけでなく体操を通して親子の
コミュニケーションを
楽しみませんか？

4/14･28（土） 1,800円3/29・4/5（木） 500円

第１(土)
13:30 ～ 15:30
月額2,100円(税別)

～土曜クラス～
心なごむやさしい仏画

松嶋恭子 蓮生会講師

色紙に墨と顔彩で仏様を写し描
いていきます。心安らかな時間
を一緒に過ごしませんか？
初めての方大歓迎です。
金曜クラスもあります。

1,000円3/2・4/6（金） 1,000円

4月より
第2･4(土)
10:50 ～ 11:50
月額3,600円(税別)

親子OKフラダンス入門
貴田真樹 Mahipua o Makalani主宰

子供フラ新クラス開講
はじめてのフラ、ママも
一緒に受講OK！
ハワイの曲でハワイを
学び楽しく踊ろう！

3/7・21（水）

月4回10:30 ～ 12:00
月額3,600円(税別)

1,550円3/3・17・31（土）

月４回（土）14:30 ～ 15:30
月額4,352円(税別)

曽我直子バレエスタジオ

昼クラス増設

ビューティフルストレッチ
曽我直子 曽我直子バレエスタジオ代表

あさひ体操教室
親子体操教室

谷口健太 体操指導員

1,088円

やせることよりも筋肉を鍛え、立ち姿や動作を意識する
ことで美しく若々しい肉体を作ります。バレエ･ヨガ・ビラ
ティス・筋トレを融合させた、どなたで
も簡単にできる美と健康の為のスト
レッチクラスです。若返った！姿勢が美
しくなった!腰痛やひざ通が改善した！
等々お喜びの声を頂戴しております。

月4回（土）
18:00 ～ 19:00
月額4,600円(税別)

大人のためのバレエエクササイズ
佐々木麻帆 スタジオバレエインターナショナル講師

身体がかたくても大
丈夫。バレエの動きを
基本にしたエクササ
イズで身体をシェイ
プアップしましょう。

第1･3(水)
14:00 ～ 15:00
月額3,100円(税別)

ｎａｔｕｒａｌ ｙｏｇａ
WAKABA 日本ヨガ普及協会ヨガインストラクター

初めての方でも大歓迎！
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!!

第1（日）13:30 ～ 15:30
月額2,100円(税別)

椅子席「香道入門」
神垣裕子 香道「はなの会」主宰

香道は室町時代に生まれた日本の伝統文化です。
香りを優雅に聞きながらゲームを楽しみ、いつの間
にか日本の古典文化
やお作法が身につく
講座です。
良い香りにひとときの
安らぎを！

3/19（月）10:30 ～ 11:30

第3（月）
10:30 ～ 12:30
月額2,500円(税別)

ハーバリウムのある暮らしを楽しむ
中尾よしえ JHA日本ハーバリウム協会認定講師

アトリエ･ルマレ主宰

ハーバリウムとは「植物標本」
という意味で、特殊な加工法で
自然植物を美しく維持します。
作品のアレンジもお教えします。

第２･４(土)
10:30 ～ 12:00
月額4,000円(税別)

開運！幸せ手相講座
東明学院専任講師

手相は誰一人として同
じ人はいません。手相を
勉強して、あなただけの
開運方法を手に入れて
ください。

3/24（土）10:30 ～ 11:30 1,000円

第１（金）
10:15 ～ 12:45
月額3,000円(税別)

フレーミング・Art collage
楽しいフランス額装
中尾よしえ フレーミング・Art collage協会本部校講師

アトリエ・ルマレ主宰

フランスから伝わる額装
とコラージュのテクニック
で素敵なインテリア作品
を仕上げます。認定講師
の資格も取得できます。

気功元気プログラム
真船敦子

養生気功法の「按法・摩法＜あんぽ
う・まほう＞」で内臓系の気を高め、
免疫力や回復力を増進させます。

3/8・4/12(木)

第2（木）13:30 ～ 15:30
月額1,900円(税別)

わくわく・ベネチアン
ガラスフュージング

木内香織 わくわくかおりglass主宰

1,900円
900円～

ガラスフュージング
は欧米で人気の身
近に体験できるク
ラフトです。アット
ホームな教室であ
なたのオリジナル
アクセサリーを作っ
てみませんか？

どなたでも簡単に色鮮
やかな押し花ができま
す。絵心がなくても、手
先が器用でなくても大
丈夫！お子様からお年寄
りの方まで楽しんで頂
ける楽しい講座です。

3/7・4/4(水)

第1(水)
11:00 ～ 13:00
月額2,100円(税別)

粘土クラフト
山本厚子 スイーツデコ作家

2,100円
1,000円～

いろいろな粘土を使
って、ポップなスイー
ツやミニチュアなど
を作ります。自分だけ
のオリジナル作品を
作りませんか？

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。

光触媒加工をしたアーティフ
ィシャルフラワーを使って、
毎月１作品を完成させます。
デザインを学びながらもそ
れぞれの個性を生かせる作
品作りが出来るようご指導
させて頂きます。

3/6・13・20・27(火)

月4回(火）
（中級）13:15 ～ 14:15
（初級）14:30 ～ 15:30
月額6,200円(税別)

はじめよう社交ダンス
あいはら進也 全日本ダンス協会連合会認定講師

1,550円

第1・3・4(金)
17:00 ～ 19:00(60分間）
月額5,000円(税別)

美かな教室
多田里花 日展入選

寒玉会理事

1,500円

丁寧にご指導いたします。
初心者の方も経験者の方
も楽しくダンスしましょう！

3/7・28(水)

第１・３(水)19:50 ～ 21:10
月額3,700円(税別)

大人の為のチアダンス
ＹＵＫＩ チアダンス講師

1,850円

ポンポンを持って、
元気に体を動かせ
ば、誰でもチアリー
ダーになれます♪
初心者の方大歓
迎！一緒にダンスを
楽しみましょう！

かな入門。かな帳「い
ろは」から始めます。
初めて筆を持つ方、
優美なかな文字に挑
戦下さい。ペンの指
導も致します。

3/3・17(土)

第1・3(土）19:30 ～ 21:00
月額3,700円(税別)

インド舞踊 女神のオーラ
柳田紀美子 オリッシィ教室主宰

1,850円

色鮮やかなサリー
をまとい、しばし幻
想の別世界へ。イン
ドの神々をテーマ
にしたインド舞踊
は心身を浄化しあ
なたの美しいオー
ラをつくります!

3/3・17(土)

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

Ｆｒｅｙｊａ Ｔｏｍｏｋｏ ベリーダンサー

2,550円

年齢を問わず、無理な
く女性らしい身体を作
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。

3/11・18(日)

第2・4（日）
10:00 ～ 18:00（1回40分）
月額4,900円(税別)

～アコースティック・クラッシク・ポピュラー・歌謡曲～
日曜日に楽しむギター

岩本政仁 ギターリスト・読売日本ギターコンクール1位

2,450円 3/5・19(月)

第1・3（月）10:30 ～ 12:00
月額4,100円(税別)

名曲を歌おう！
森本百合子 声楽家

関西二期会

2,050円 3/2・9・23(金)

第1･2･4(金)14:00 ～ 16：00
月額4,650円(税別)

スポーツ吹矢健康法
中川桂子 日本スポーツ吹矢協会公認指導員

1,550円
500円①3/12・26(月) ②3/4・18(日)

①第2･4(月）10:15 ～ 12:15
②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～
①月曜クラス②日曜クラス

①涼
②関根 愛

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
監修 有本聡　琉球沖縄民謡 涼風会　島の歌代教師

2,500円

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。

口ずさみたくな
る唱歌から、心に
残る世界の名曲
を、講師の生伴奏
に合わせて楽し
く歌いましょう。
癒しと元気をど
うぞ。

3/7・21(水)

第1・3（水）
14:30 ～ 20:45(1回40分)
月額9,100円(税別)

サックス
白井佳子 サックス奏者

1,000円
サックスお持ちでない方は面談

音楽を楽しんでい
ただけるように、初
心者・経験者に合
ったレッスンを進
めていきます。ジャ
ンルに合った奏法
を指導致します。

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。

沖縄へと旅する方々が
年々増えてきた昨今、沖
縄の弦楽器三線も、今や
ブームとなりました。老
若男女を問わず簡単に奏
でられるのも、三線の楽
しさかも知れませんね。

①3/5・19・26(月)
②3/6・13・27(火)

①月4回(月)16:00 ～ 17:30
②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～
①月曜クラス②火曜クラス

北村清重 整体士

1,000円

健やかに生きていく
為 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。

3/13･20･27（火）

月4回（火）
10:30 ～ 11:30
月額5,400円(税別)

第1・3（火）
10:30 ～ 11:30
月額3,100円(税別)

朝から健康！朝ヨガ
WAKABA 日本ヨガ普及協会ヨガインストラクター

1,350円 3/8・15・22(木)

月4回(木)20:00 ～ 21:00
月額5,200円(税別)

ボクシングフィットネス
東口美香 SFマキボクシングフィットネス協会公認インストラクター

1,300円

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!!

健康な体づくりに！
ダイエットに！
お仕事の帰りにス
トレス発散☆

3/2・16・4/6(金)

第1･3(金)
14:30 ～ 16:00
月額3,000円(税別)

アイヨガ（目のヨガ）
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

1,500円

バッチリ美眼に大変身！
『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体
験ください。

3/15・4/5(木)

第1･3（木）14:00 ～ 15:20
月額3,840円(税別)

ゆる体操初級
東膳勇士 ゆる体操インストラクター

気功整体師

1,000円

筋肉・関節をゆる
めて、ストレスフ
リーな脱力習慣
を作りませんか？
良い行動は良い
心と体から！健康
は財産です！

4/14･28（土）

4月より
第2･4(土）
12:00 ～ 13:00
月額3,600円(税別)

子供フラダンス初級
貴田真樹 Kaliko mahipua o Makarani

2,200円 3/12･19･26（月）

月4回(月)
18:00 ～ 19:00
月４回5,200円(税別)

てぃぐる新体操クラブ
虎野彩子 新体操インストラクター

1,000円 3/13･20･27（火）

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)
AKIRA(R-LOCKS) FUNKY MASTER'S講師

1,550円

経験者の小学生中心の
ステップアップクラスで
す。ハワイ語を学んだ
り、楽器を使ってみん
なで楽しく踊ろう！

新体操はボール・リボン
等の手具を使いながら曲
に合わせて踊るスポーツ
です。柔軟性、美しい姿
勢、幼児・児童期に身に
付けておきたい運動能
力を楽しみながら習得で
きます。

3/18・4/1（日）

第1・3（日）
10:00 ～ 11:00
月額4,100円(税別)

キッズ日本舞踊教室
花柳波吟 花柳流師範　堺日本舞踊協会会長

2,050円

幼児期に身につけた作法は生涯の宝です。日
本の伝統文化に触れながら楽しく身体表現
をマスターすることで自信につなげ、自然と
礼儀作法も身につけ
ていただきます。
※レディース日舞も
あります。

今流行のカッコ
イイストリートダ
ンスを、基礎から
丁寧に教えてま
す。楽しみながら
ダンスを学ぼう！！

3/14･21･28（水）

月4回(水)
（幼　児）16:30 ～ 17:30
（小学生）17:35 ～ 18:35
月額4,620円(税別)

ＬＯＩＣX☆チアダンススクール
富永七美 LOICX GIRLS☆公認チアディレクター

スポーツやエンターテイメントの舞台で活躍
するプロチアユニットLOICX GIRLS☆が監
修するチアダンススクールだから、初心者か
ら本格的にチアダンスをやりたいお子様ま
で、安心して楽しく笑顔で踊れます。

3/3・4/21(土)

4月より
第3（土）10:30 ～ 12：30
月額2,100円(税別)

12ヶ月のお花あそび＆
こどもが楽しむお花の教室
片山裕子 キッズワールドフラワースクール専任講師

2,100円
2,000円 3/15・4/5(木)

第1･3(木)
16:00 ～ 19:30（60分間）
月額3,100円(税別)

～小林逸光監修～
書道のおけいこ
素瑤 一光書法会講師

1,550円
150円 3/10･24（土）

第2･4(土)13:00 ～ 14:30
月額3,400円(税別)月額4,050円～ (税別)

（年少）
15:30 ～ 16:30

（年中）
16:30 ～ 17:30

（年長）
17:30 ～ 18:30

学研科学実験教室
学研科学実験教室専任講師

1,000円
1,200円

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。

3/6･20（火）

第1･3(火)17:00 ～ 18:30
月額4,100円(税別)

あとりえほしみらい
ひかり☆アート･ 絵本教室
西原まさひろ 星未来工房所属

500円
100円

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。

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。
※大人クラスもあります。

年間100以上の
実験を体感し、失
敗と成功を繰り
返すことで子ど
もたちの自ら考
える力を伸ばし
ます。

3/6･13･20（火）

【園児コース】
月３回～ 4回（火）

学研教室専任講師

500円
1,000円

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。

～気軽に始める～気功教室

3/24（土）13:00～14:15
4/28（土）13:30～14:45

1,500円(税別)
定期
講座

第1・3（水）14:30 ～ 16:00
月額4,100円(税別)

腹話術～身のまわりにあるものを使って～
チャタリック 北米腹話術協会会員天空方命術

気功指導員

身のまわりにあるものを使って人
格等を創り出す芸です。秘密のテク
ニックで周りの人を驚かせたり、パ
ーティーで人気者になりませんか?

キャラクター腹話術

3/17（土）・4/21（土）
13:00～14:30

1,500円(税別)
定期
講座

第1（木）10:30 ～ 12:30
月額2,100円(税別)

ハワイアンリボンレイで手鏡を飾る
塩津順子 ウィ・キャロル・ミト認定インストラクター

売っている手鏡をハワイの花々を
感じさせてくれる色のリボンとお花
で可愛くリメイク！！自分だけの手鏡
を作りましょう。

ハワイアンリボンレイ

3/15（木）
10:30～12:00

2,100円(税別) 500円(税込)

～ヴォーカルトレーナーの先生と一緒に～ Let'sSing!!
大好きなあの曲を歌おう！

SHOWKO ボーカルトレーナー

日展入選
寒玉会理事

①歌に自信がなくても歌うことが大好きだったら一緒に歌い
ましょう！楽しいことが一番です！友達同士・親子での参加など
楽曲：Tommorow（ミュージカル）
②歌ってすっきり♪懐かしいけど新しい。そんな素敵な歌を歌
いきってみませんか？
楽曲：木蓮の涙・ワインレッドの心

3/31（土）
①11:30～12:30
②13:00～14:30

2,000円(税別)

暮らしをセンスアップ！
プチプラアイテムで楽しむ簡単、手軽な食卓演出
渡辺有子 フードコーディネーター

食の空間スタイリスト

身近なアイテムで気軽に食卓をセンス
アップできるテーブルコーディネート
をデモンストレーションで紹介します。
①4月：お花見を楽しむ
②5月：新緑を楽しむ
③6月：初夏を楽しむ

①3/28（水）・②4/25（水）・
③5/23（水）
10:30～11:45

3,000円(税別)

3/16（金）
10:30～12:00
12:30～14:00

5,000円(税別)

3/24（土）・5/26（土）
13:00～16:00

4/15（日）13:00～16:00

11,600円(税込)

注染手ぬぐい『にじゆら』を産んだ染色工場
『ナカニ』の工場見学

中尾雄二 伝統工芸士
株式会社ナカニ代表取締役

創業52年を迎えた染工場、ナカニ。2008年からは大阪や京都を中心に注
染手ぬぐい専門店『にじゆら』を立ち上げ、伝統の技を伝えています。そん
な大阪の伝統工芸である注染の技法や製
品になるまでを、普段は実施されていない
工場見学と実演で説明をして頂きます。
またとない機会をぜひお楽しみください。
お土産付きです！

4/19(木)13:30～17:00

「お香の聞き方、組香の楽しみ方」
を学びます。
神垣裕子 香道「はなの会」主宰

香炉の持ち方や
聞き方など基本
的な作法を学び、
組香（ゲーム）を
してみませんか？
いい香りにひとと
きの安らぎを！

3/18（日）13:30～15:30
2,100円(税別)

定期
講座

ご当地シリーズ 特別企画

全1回 一般価格2,900円(税込) 会員価格2,700円(税込)
※【集合】13:30株式会社ナカニ(堺市中区毛穴町338-6)　申込締切：4/12（木）

犬鳴山で西の覗きと滝行 修験道体験
心も身体も清めて 新たな自分に生まれ変わる！

七宝龍寺行者
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。山行、瀧行を行います！山行はロープ伝いに急な
傾斜を登ったり、断崖絶壁を覗く“西の覗き”などを体験いただきます。行としての
登山ですので体力に自信のある方向けです。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
いただきリフレッシュしてみませんか。 ※修業後、昼食（お弁当）をいただきます。

5/19(土)10:00～15:00 雨天時中止
※【集合】9:50南海バス 犬鳴山停留所(大阪府泉佐野市大木)　申込締切：5/12(土)

第１･３(火)13:00 ～ 15:00
月額5,000円(税別)

クラフトバンド(紙バンド)
中谷孝枝 クラフト工房トリリアム認定講師(見込)

紙で出来ているクラフ
トバンドを使って、いろ
いろな形のかごを作り
ます。作って楽しい、使
えて楽しいかご作りを
基礎から一緒に作りま
しょう。

ODAKGヴォイストレーニング教室
MANATO ODAKG代表

歌の基本である腹式呼吸から
歌に用いる技術をわかりやすく
レッスン致します。好きな歌から
始めませんか？

【10歳～90歳】

【幼児～中学生・親子】

③【小学生】②【年少～年長】①【２～３歳】

【0～1歳】

第３（月）10:30 ～ 12:00
月額2,500円(税別)

大正琴～演奏コース～
JEUGIA講師

フォークや映画音
楽、シャンソン、クラ
シックなど大正琴の
イメージをガラリと
変える演奏を楽しみ
ませんか。

第1・3・4(金)
17:00 ～ 19:00(60分間）
月額4,500円(税別)

子ども書き方教室・親子教室
多田里花

鉛筆・筆の持ち方、しっかりし
た線が書ける事は文字を書く
第一歩です。基本を大事に指
導します。親子での参加も大歓
迎です。

700円(税込) 500円(税込)

5,400円(税込)

11,600円(税込) 5,400円(税込)

初級英国式リフレクソロジスト養成講座
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

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・疲労の改善を図ります。

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。

初級ベビーマッサージ講座

【成人】 【高校生～】

【中学生～】
【8歳～】

【１８歳～】

【12歳～】

【18歳～】

3/16･23（金）

全1回 一般価格6,480円(税込/保険料・食事代込) 会員価格5,940円(税込/保険料・食事代込)
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JEUGIAカルチャー

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。

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）
…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。

お申込み
お問い合わせ
ご予約承ります

注染手ぬぐい『にじゆら』を産んだ染色工場
『ナカニ』の工場見学

暮らしをセンスアップ！
プチプラアイテムで楽しむ簡単、手軽な食卓演出

フレーミング・Ａｒｔ ｃｏｌｌａｇｅ
楽しいフランス額装 心なごむやさしい仏画 金曜クラス

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

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

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2018.3.1

1F受講生募集
10:00～20:00

（日曜は18：00迄）

●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。

〒594-1101 大阪府和泉市室堂町824-36 コムボックス光明池1F

0725-50-5560
ご入会
受付中

体験・見学も承ります!
ご予約承ります

10:00～20:00
（日曜は18:00迄）
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● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ●

ホームページからも
お申し込み承ります。
JEUGIAカルチャー 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!


