
9/11・25（火） 1,890円
2,160円

特別体験会

【3歳～小6】

9/14・21・28（金）

月4回（金）16:30 ～ 17:20
月額5,000円（税別）

田中景子バレエスクール
基礎から始める子どもクラシックバレエ
田中景子 田中景子バレエ団代表

クラシックバレエの基礎を年齢やレ
ベルに合わせたカリキュラムで身に
つけていきます。
ストレッチから始まり、バーレッス
ン・センターレッスンを行います。

9/19・26（水）

月4回（水）11:00 ～ 12:00
月額5,400円（税別）

代謝UP！体幹ストレッチ
石川紀子 エクササイズ＆ストレッチスクール

angelique主宰

筋肉を使わないと、どんどん脂肪
がついてしまいます。
体幹を意識してしっかり伸ばすと代
謝がUPしてやせやすくなります。
美しい体を一緒に目指しませんか？

9/12・26（水）

第2・4（水）
13:30 ～ 14:30（初心者）
14:30 ～ 15:30（経験者）
月額5,000円（税別）

きょうからウクレレ
寺地達弘 ウクレレ講師

ハワイ伝統の楽器ウクレレ。
初心者の方でも演奏しやすい
楽器です。
弾き語りやジャズなど様々な
ジャンルを幅広く指導します。

【4年生～】

9/20・10/4（木）

第1・3（木）16:00 ～
20:00（1回40分）
月額6,000円（税別）

ベース教室
＜エレキベース&コントラバス＞
福重康二 ベース奏者

初心者から中級者以上の方
まで、1人1人に合わせてレッ
スンをします。確実にステップ
アップしていきましょう。

【60歳～】

9/20・27（木）15:30～16:00

第2・4（木）15:00 ～ 15:45
月額3,000円（税別）

シニア健康空手体操
高雄文男 代表

ひざが痛い方、運動
が苦手な方も無理な
く楽しくご自分の
ペースでイスに座っ
て（または立って）空
手にチャレンジ！

【2歳～小学6年生】

9/20・27（木）16:15～16:45

月4回（木）16:00 ～ 17:00
月額5,000円（税別）

キッズ空手
高雄文男 代表

正座で姿勢がよくなり、きちん
と挨拶する事で心が強く人に
優しくなれます。正道空手で楽
しく運動能力UPしよう！

お問い合わせ下さい

第1・3（火）10:30 ～ 14:30（1回45分）
月額8,100円（税別）

楽しい声楽レッスン
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

初心者から経験者の方まで、正し
い発声法はもちろん、童謡・愛唱歌
からカンツォーネや芸術歌曲、オペ
ラ他、幅広いジャンルの曲の歌い方
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。

10/7（日）

第1（日）13:30 ～ 15:30
月額2,100円（税別）

椅子席で香道
＜入門クラス＞
神垣裕子 香道「はなの会」主宰

香りを優雅に聞きなが
ら、日本の古典文化やお
作法が身につく講座で
す。良い香りにひと時の
やすらぎを。

①【ひよこクラス（2歳～3歳）】 
②【キッズクラス（年少～年長）】 
③【ジュニアクラス（小学生）】

月4回（木）
①【ひよこクラス】
13:30 ～ 14:30
月額3,223円（税別）

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

月4回（木）
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

初めての場所が苦手、運動が苦手、どんな苦手な事も克服する力を子どもは
持っています！チャレンジする力を育てます。毎週ワクワク楽しく通ってもら
える教室を目指します！
※ジュニアクラス新設しました。

貴方を輝かせる色
カラー個人診断
大東清美 Grand Color認定

パーソナルカラー講師

あなたの魅力をUPする色を見つけま
せんか。診断後に合う色の口紅でメイ
クします。カラー見本帳プレゼント♪

9/6（木）・23（日）
10/4（木）・21（日）
11/6（火）・18（日）
11:00～12:00、13:00～14:00

3,000円（税別）

おしゃれ上級者に！！
華やかスカーフセミナー
立石美由紀 Grand Color代表

タンスの中に眠っている
スカーフも巻き方によっ
て華やかに変身します。
おしゃれ上級者のテク
ニックを全公開！

10/28（日）・11/17（土）
10:15～12:00

2,800円（税別）

ソーシャルマナー 3級認定講座
大島純子 （社）日本マナーOJTインストラクター

協会認定マナー講師

好感度&印象アップ！社会で活用
できるマナーです。マナーがあな
たの魅力を引き出します。
履歴書にも記入OK！

9/9（日）
10/16（火）
11/14（水）
各日13:00～16:00

3,000円（税別）  認定料：1,500円

初級ベビーマッサージ講座
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

赤ちゃんのお肌の事、使用オイ
ル、ベビーマッサージの目的・
効果・歴史などの基礎知識か
らご家庭やお仕事ですぐに実
践いただけるテクニックを1日
でお教えします。実技の講習
はお人形にて行います。試験は無く、履歴書にも書
いて頂けるので今大注目の資格講座です。

9/28（金）・11/11（日）
各日13:00～16:00

11,600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！

9/1（土）・10/23（火）
各日13:00～16:00

10/31(水）
13:00～15:00

11,600円（税込）

椅子席でお香と共に
日本文化を学ぼう
神垣裕子 香道「はなの会」主宰

お香を知る第一
歩です。香りと
共に古典や和
歌・きれいな日
本語など、日本
の伝統文化を
学びましょう。

9/16（日）13:30～15:30
2,100円（税別） 500円

はじめてさんのドライフラワー＆
ボタニカルレジンフラワー
たけひろきみこ Ｍａｙｐｏｐ代表  たけひろきみこ

プレスドフラワースクール主宰

生花を使った色鮮やかなドライフ
ラワーの基本の作り方と、アクセサ
リーやフラワー雑貨を作ります。

10/12・26・11/9（金）
10:30～12:30

全3回 5,700円（税別）

こだわりの味噌作り
北野幸子

乳酸菌や酵母菌な
どの微生物が作り出
す自然の美味しさを
作ってみませんか。

姿勢と動きの質を高める
股関節トレーニング
東膳勇士 ゆる体操インストラクター

パーソナルトレーナー　柔道整復師

猫背、体が硬い、動きが硬い、
という人におすすめ！
股関節の使い方を覚えて不可
能を可能にしましょう！

9/9・10/14・
11/11・12/9（日）
各日10:30～11:30

株講座
藤枝龍子 堺・株式教室代表

株は決して難しいものではありま
せん。全くの初心者対象の株の教
室です。
まずは株の事を知って頂き、基礎技
術を勉強していきます。

9/15（土）13:30～15:30
2,000円（税別）

第2・4（土）
10:30 ～ 12:00
月額4,000円（税別）  初回のみテキスト代3,000円

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
手に入れて下さい。手相初心
者のための入門講座です。

9/5･19（水）

第1・3（水）14:30 ～ 16:00
月額4,100円（税別）

チャタリック 北米腹話術師協会会員

アニメの世界からキャラクター
が目の前に！？目と耳の錯覚を創
るマル秘のワザで笑いのある暮
らしを始めませんか？★パペット
なしでも気軽にお始めいただけ
ます。会話を楽しみましょう！

【18歳～】

9/8（土）

第2（土）
【経験者クラス】15:30～16:45
【初級者クラス】16:50～17:50
月額1,600円（税別）

きよ・弥渉琴 ホリステック・スピリット学協会
代表

自分や人の本質を知り、なぜ生まれて来たの？どう生きるべ
き？　等の疑問を数秘学を通じて読み解きます。
☆生年月日や名前を全て数字に置き換えて、自分や人のことを
占えるようになります。また、普段よく目にする数字のメッセー
ジを理解できるようになります。

第2（土）10:30 ～ 12:00
月額2,100円（税別）

八房香瑛 日本南京玉すだれ協会（A級指導者）

“今日からあなたも笑顔と元気の
配達人”いろいろな技を指導いた
します。
★ダイエット＋自己表現＝南京玉
すだれ★

開運！幸せ手相講座 ～人気講師による～
キャラクター腹話術 数秘術占い 南京玉すだれ ～気軽にたのしむ～朗読

9/20（木）

【初級クラス】第1（木）
【中級クラス】第3（木）
13:30 ～ 15:00
月額2,600円（税別）

南部陽子 ナレーター

軽く身体を動かし肺に息を入れ
る呼吸体操や発声発音滑舌の後
で近代から現代まで様々な作品
を読んでいます。

【5歳～小学6年生】

9/3・17（月）

第1・3（月）17:00 ～ 18:30
月額5,000円（税別）

こども絵画教室
彌園まりこ 大阪芸術大学芸術学部卒

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。

【年中～小6】

9/4・18（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

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。

【5歳～大人】

9/15（土）

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

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？

【年長～小6】

9/8・22（土）
第2・4（土）13:00～14:30 月額3,400円（税別）

学研科学実験教室
学研科学実験教室専任講師

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。

【年少・年中・年長】

9/11・25（火）

月3回～ 4回（火）
【年少】15:30 ～ 16:30
【年中】16:30 ～ 17:30
【年長】17:30 ～ 18:30
月額4,050円～（税別）

学研教室専任講師

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。

【8歳～14歳】

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 Ｍahipua o Makalani主宰

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！

【3歳～10歳】

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

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！！

【4～12歳 親子でも可】

9/23・10/14（日）

第2・4（日）10:30 ～ 11:30
月額4,100円（税別）

子供フラダンス
ケアラオカプアアツコ

子供のフラ、すべてのも
のに感謝して、自然を愛
する心を育てます。
ハワイ語をフラを通して
憶え、そうしてすべての
ものに感謝して自然を愛
する心を育てます。音楽に合わせて踊れる様になり
ましょう。
お子様だけでも、親子でもレッスンを受けていただ
けます！

【幼稚園～中学生】

9/7・28（金）

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

子供書き方教室・親子教室
多田里花 日展入選・日本書芸院一科審査員・

読売書法展幹事・寒玉会理事

鉛筆、筆の持ち方。しっ
かりした線が書ける事。
文字を書く第一歩で
す。基本を大事に指導
します。
親子でのご参加も大歓
迎です。

【4歳～小6】

9/10・24（月）

第2・4（月）
16:00 ～ 18:30
（90分間）
月額2,700円（税別）

こども書道
関 小瑞 暁書法学院

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。

【3歳～】

9/10・17（月）

月4回（月）15:30 ～ 16:20
月額5,600円（税別）

ミニキッズHIPHOPダンス
POBU&ERIKO

ダンスを始めた
い子集まれ～☆
基礎から丁寧に
教えます。きっと
ダンスが好きに
なるよ！
みんなで発表会
にでよう！！

【小学生～中学生】

月3～ 4回（金）
18:10 ～ 19:10
月額3,900円～（税別）

KID'S JAZZ HIP HOP
yui ダンサーTRY-CREWダンサー、

コンテスト優勝経験多数

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。

【小1～中1】

9/11・18・25（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

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！！

①【年長～小6】 ②【小学生～中学3年生】

①9/10・24（月） ②9/9・23（日）

①合気道少年部
【年長～小6】
月4回（月）17:30 ～ 18:30
月額4,200円（税別）

②日曜合気道（子供）
【小学生～中学3年生】
月4回（日）14:00 ～ 15:00
月額4,200円（税別）

①合気道少年部
②日曜合気道（子供）
尚武館講師

武道は礼に始まって礼に終わると言います。礼儀作法を身につけ
ながら、楽しく身体を動かし柔軟な身体を作りましょう。
日曜合気道は子供さんから大人まで一緒になって稽古できます。

【4歳～小6】

9/10・17（月）

月4回（月）【初級】18:00 ～ 19:00
【中級】19:00 ～ 20:00

月額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

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。

【4歳～小学6年】

月4回（水）17:15 ～ 18:15
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

日本中にたくさんお友
達ができる全国展開中
のチアダンススクール
です。
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！！

①【初級 小1～小4】
②【中級 小4～中学生】
③【6歳～中学生】

①②9/13・20・27（木）
　③9/15・22（土）

月3～4回（木）
①17:30～18:30
②18:30～19:30
月額4,650円～（税別）

第1・3・4（土）
③11:10～12:10
月額4,650円（税別）

kid'sジャズダンス
YUKO フリーダンサー

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。

【年長～小学6年生】

9/23・10/7（日）

月4回（日）10:30 ～ 11:30
月額4,200円（税別）

こども合気道
山本益司郎 （財）合気会合気道師範　七段

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。
心と身体の護身強化法。
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。
お母様もご一緒に出来ます。

【5歳～中学生】

9/9・16（日）

第1・2・3（日）
16:00 ～ 17:15
月額3,150円（税別）

月4回（日）
16:00 ～ 17:15
月額4,200円（税別）

巧心空手道（子供クラス）
細田隆之 総主師範

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。

【3歳～15歳】

9/11・25（火）

月3～ 4回（火）
【幼　　児】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）

こどもクラシックバレエ
安田若紗 プティフィーユバレエスタジオ講師

基礎から優しく指導します。
クラシック音楽に合わせて体
を動かし楽しく踊りましょう！
年に1回発表会開催。（自由
参加）

①【3歳～小学校低学年】
②【小学校高学年～中学生】
③【小学校高学年～中学生】

9/12･19・26（水）

月4回（水）
①16:00～17:30 月額5,000円（税別）
②17:30～19:00ポワント 無し月額5,000円（税別）
③17:30～19:30ポワント 有り月額7,000円（税別）

子供の為の
クラシックバレエ基礎
松坂笑理子 松坂笑理子バレエ教室主宰

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

【3歳～12歳】

9/15・22(土)

月4回（土）
①【プレクラス】15:00～16:00 月額4,200円（税別）
②【初　級】16:10～17:10 月額4,600円（税別）
③【初級ポアント】16:10～17:40 月額6,600円（税別）

クラシックバレエ（こども）
佐々木麻帆 スタジオバレエインターナショナル

講師

基本的なクラシック
バレエのステップを
学び、音楽性、芸術
性を育てます。

【3歳～中1】
（男の子受け入れ可能）

9/2・30（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

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
につけて戴きます。

【4歳～】

9/2・16（日）

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
奥井由紀子 大阪芸術大学卒　ピアノ講師

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？

9/21（金）

第3（金）
10:30 ～ 12:30
月額2,100円（税別）

（資格試験にあたってのテキスト本が
 必要。テストにも使います。1,650円）

木村冬茂子 ラッピング協会認定講師

全6回のレッスン後に「ラッ
ピングコーディネーター」の
認定試験を受験する事がで
きます。

9/20・10/18（木）

第3（木）10:30 ～ 13:00
月額2,100円（税別）

肥後なおこ 楽習フォーラム認定講師
日本シードビーズ協会専任講師

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♪
通常講座もありま
す。

【18歳～】

第2・4（火）16:30 ～ 18:00
月額3,780円（税別）

ラッピングコーディネーター養成講座 ビーズ資格認定講座 書道専科
原田由岑 日本書芸院一科審査員、読売書法会幹事、

堺美術協会会員, 全関西展無鑑査、堺市展無鑑査

生涯学習として本
格書道を始めませ
んか。基礎から学
べます。希望者の
方は免許取得コー
スもあります。

9/10・10/15・11/19（月）
13:00～16:00

ハーバリウム資格講座
中尾よしえ 一般社団法人日本ハーバリウム協会

認定講師

ハーバリウムとは「植
物 標 本」の 技 術 を
ベースとした新感覚
のインテリアフラ
ワーです。
日本ハーバリウム協
会認定講師が、初歩
的なことからハーバ
リウムの素材に至る
まで、認定書の発行だけでなく、開講に至るまでのサ
ポートや事業化への様々なことをサポートします。

10/27（土）・1/26（土）10:30～17:45（休憩含む）

会場：JEUGIAカルチャーセンターららぽーと和泉

NPOハウスキーピング協会認定
整理収納アドバイザー 2級認定講座
宮本美保 整理収納アドバイザー 1級認定講師

【関西初】の整理収納アドバイザー 1
級認定講師が教える資格取得講座で
す。1日で資格が取得でき、その日か
ら実践して頂ける内容です。整理収納
が苦手な方から、得意な方まで、今一
度、基礎から学べば目からうろこで
す。グループでの講習でもあり、資格
取得講座ですが、楽しく内容も試験も
難しくありません。どなたでも（男性
や高校生）受講可能な内容です。

1,250円 1,350円 2,500円 1,000円

1,000円 1,000円 2,100円

木工DIY入門
スタッキング木箱を作ろう。
金内まき DIYアドバイザー

カナヅチとクギで積み重ねら
れる木箱を作ります。木材の
扱い方、接合のコツなどを学
びましょう。

5,400円（税込）

1,800円

5,400円（税込）

1,700円

5,400円（税込）　
17,280円（税込）

テキスト代：1,500円（税込）　認定料：4,320円（税込）

11/6・20
（火）
15:00～16:30

1,000円（税別） 2,000円程度11,300円（税別）＜3回分＞ 2,000円（税別）（ペア3,500円（税別））

2,050円1,000円 1,600円 9/8（土） 2,100円 2,600円 100円

コピー代

2,500円 2,050円 100円 2,100円 2,000円 1,000円 1,200円 500円 1,000円

2,050円 1,000円 1,350円
350円

1,400円 1,550円 1,050円

1,000円 1,550円 1,050円 1,050円

1,830円 ①②1,550円
　③2,050円

①1,050円
②1,150円
③1,650円 2,050円 2,500円

2,100円
1,000円

2,100円
500円

月額4,320円

1カ月あたり1,000円

①9/16（日） ②9/28（金）

①第3（日） ②第4（金）
13:30 ～ 15:00
月額2,000円（税別）

ティータイムを楽しむ
堰 幸子 日本紅茶協会認定ティーインストラクター

ご自身のホットひと息
ティータイムから、おも
てなしのティータイムま
での空間作りのお手伝い
をします。

1,000円
1,000円

月額1,500円

9/6・13・20・27（木）

締切各7日前

全3回

全6回

全6回
第1・3（土）13:30 ～ 15:30
株の学校～初級～定期

講座

1,500円（税込）/月全6回 18,000円（税別）

9月
10月
11月
12月

視覚のふしぎ実験
振動のおもしろ実験
磁石と電気のふしぎ実験
静電気びっくり実験

実
験
内
容

9/8・22（土） 9/8・22（土）

9/12・19・26（水）

9･22(土)13:00～14：00

香木代2000円／ 3ヶ月

教材費他：10,800円（税込） 認定料別途必要

500円

2018

秋期号
講座案内

保存版

体
験
・
見
学
・
新
規
入
会

お
申
し
込
み
受
付
中
で
す

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 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!

ベース教室 ＜エレキベース&コントラバス＞ ハーバリウム資格講座 田中景子バレエスクール 基礎から始める子どもクラシックバレエ

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：2018.8.23

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

キッズ空手 資格


