
6/24（金）,7/8（金） 500円
2,050円

300円
1,550円6/25（土）,7/9（土） 6/21（火）,6/28（火）

【Little Kids】1,250円 【キッズ入門】1,375円　
6/12（日）13:00～,7/5（日）10:15～
1,800円

6/14（火）,6/18（土）,6/28（火）,7/2（土）
1,550円 6/15（水）,6/20（月）1,550円 1,550円

6/12（日）,6/26（日）2,000円

6/18（土）,6/25（土）

6/4（土）,6/18（土）
1,296円1,700円

6/24（金） 2,600円 6/22（水）,7/27（水）
1,620円1,000円（通常2,100円） 1,500円1,000円

6/14（火）,7/12（火）6/17（金）,7/15（金）
1,000円1,500円

6/21（火）,7/5（火）2,050円 1,450円6/11（土）,6/18（土）6/23（木）,7/14（木）6/15（水）,6/29（水）1,550円

6/24（金）,6/27（月）
1,000円1,000円（通常1,500円）7/16（土）

アロマのルームフレグランス作り

【小学生～】 【3歳～】【0～4歳】

【3歳～小6】

【3歳～】

【年長～小6】 【2歳～小3】

【2歳までの赤ちゃん】

【2歳～6歳】 【6ヶ月～年長】

【4歳～】

第2･4（金）17:30～19:30 月額4,100円（税別）

増田絵画教室工作部門
こども工作教室

本物の「ものつくり」の知恵を身につけます。

嶋岡みどり 増田絵画教室講師

第2･4（土）

月額3,100円（税別）

0歳からの
親子リトミック

楽しい音楽あそび
を通してこどもた
ちのあらゆる可能
性を引き出します。
集中力･創造性･協
調性･感じる心を育
てます。

當内祥子 リトミック研究センター認定講師

（火）15:00～15:50 月額5,000円（税別）
【3才～年長】Little Kids

（火）15:50～16:50 月額5,500円（税別）
【小学生】キッズ入門

ピースクラブダンススタジオ
はじめてのHIPHOP

３歳からはじめよう！
小さなお子さんでも
ダンスを始められる
楽しいクラスです。
幼児期からダンスの
基礎、柔軟性、リズム感
を身に付けましょう。

Minami ピースクラブ インストラクター

第1･3（日）10:15～11:15
月額3,600円（税別）

桧垣バレエ団プリマ小西裕紀子監修
日曜日のこどもバレエ

ご要望の多かっ
た桧垣バレエの
日曜クラスがで
きました。お子様
の情緒を豊かに、
集中力と精神力
を身につけるこ
とができます。

前田 翼（社）桧垣バレエ団団員

Brandleyのキッズ英語
Akinyele Brandley
公立学校ALT講師

月3～4回（月）15:40～16:30
月3～4回（月）16:40～17:30
月3～4回（水）15:40～16:30
月額4,650円（税別）

笑顔が最高！チアダンス

ポンポン両手に元気に
笑顔でダンシング！
リズム感、バランス感
覚、身体能力UPを目指
します。イベント出演
も可能！

日根野ちよこ FGP/ANNEXダンススタジオ主宰
なでしこリーグIFCくのいちチアリーダー

知育教室キッズガーデン
キッズガーデン講師

（土）12:00～13:00
月額6,200円（税別）

（社）日本空手協会
こども空手道教室

（社）日本空手協
会は全国に918
支部、世界122ヶ
国が加盟してい
ます。選手として
の指導よりも一
人の人として指導
し、心身ともに成
長させることを目的とします。

大浜康伸 社団法人日本空手協会京橋支部師範

第2･4（日）10:30～20:00［1回30分］
月額5,100円（税別）

3歳からスタート
日曜日のこどもピアノ

はじめてピアノに
触れるお子様か
らやさしく丁寧
に指導します。楽
しく音楽の基礎
が身につきます。
「ソルフェージュ」
も学べます。

川邊由布子 大阪音楽大学ピアノ専攻卒業

第1･3（土）10:30～12:00
月額3,400円（税別）

学研科学実験教室専任講師

カワイ体育教室

楽しい運動遊びのレッスン！
マット･とび箱･鉄棒･ボール･な
わとびなどを使い、多種多様な
運動を体験します。

子どもの時にこそ
良い科学との出
会いが必要です。
実験や教材を通
して楽しく科学
に親しむことで、
理科への興味･関心が湧き、学習意欲が高
まります！

カワイ体育教室専属専任講師
夏のスペシャル撮影会

赤ちゃんに
背景や小物
をつけて撮
影するアー
ト写真「おひ
るねアート」。
今だけの可
愛くキュー
トな写真を
撮ってみませんか

北條由起子 日本おひるねアート協会認定講師

日本ペットシッター協会講師 ハウスキーピング協会
整理収納アドバイザー認定講師

第2（金）
13:00～14:30
全6回15,600円（税別）

生活を豊かにする
アロマセラピー講座

毎日の暮らしに簡単
に役立てることがで
きるアロマとハーブ
を紹介。楽しい実習
付きです。紅茶とハー
ブティも楽しんで頂
ける癒しのひと時を。

大塚美智代 サロンドフルールアカデミー非常勤講師
JAAアロマインストラクター

第3（金）10:15～12:15
月額2,600円（税別）

チョークアート教室

オーストラリア生ま
れのアートで、ブラッ
クボードにカラフル
な色のオイルパステ
ルを使い指でブレン
ドして描きます。ウェ
ルカムボード等実用
性の高い作品を作り
ます

伊藤雅子 CAA日本チョークアーティスト
協会認定講師

第4（水）10:30～12:30
月額2,100円（税別）

大人かわいい
プレシャスDECO

ペーパークラフ
トやデコパー
ジュ、複数のク
ラフトをコラー
ジュするハンド
メイド教室。

林 早苗 クラフトワークセラピスト

第2（火）13:00～15:00
月額3,000円（税別）

月1お稽古
セルフジェルネイル

爪をけずらない
ジェルを使用し
ます。材料も全
てお貸ししま
すので用品を
お持ちでない
方も始める事
ができます。

柴田真由美 ㈱グルージュエル代表取締役

第1･3（水）20:00～21:15
月額3,100円（税別）

ハタヨガ～体質改善～

肩こり･猫背･腰
痛･便秘･むくみ
･イライラ･頭痛
など、心と体の
不調を取り除
き、体質改善へ
と導きます。

Ann ヨガインストラクター

（火）13:00～14:20
　   20:20～21:40
月額8,200円（税別）

40歳から始める
ベリーダンス

お腹周りのシェイプ
や骨盤の矯正など、
中高年女性にこそ
チャレンジして欲し
いダンスです。初心
者大歓迎です。

sonia ベリーダンサー＆インストラクター

第2･4（木）10:30～12:30
月額4,600円（税別）

健康モーニング･フラ

フラで新しい
自分を発見し
ませんか。素
敵な女性の為
の講座です。
優れた指導員
が確かなレッ
スンをいたし
ます。

豊子 Lei momi Mauloa川合
ピカケレイラニフラハーラウ所属アシスタント

第1･2･3（土）13:00～14:00
月額4,350円（税別）

サタデーハワイアンフラ･入門

癒しのハワイアン
ソングに合わせて、
楽しく踊りましょ
う。初歩から基本
ステップ、歌詞の
説明を理解して表
現しよう。

藤井輝子
KA LEI HŌKŪ LINO、Dance Company TIARE 代表

第1･3（土）10:10～11:10
全6回15,300円（税別）

小顔矯正ヘッドセラピスト
養成講座

ご要望の多かった
土曜日に開講決定!!
顔のトラブルの7割
は頭の歪みが原因。
頭の歪みを改善す
る技術と理論を学
び、小顔･たるみ等
を改善します。

髙井里香 予防医学リンパセラピスト
モンテ学院　学院長

第2･4（月）
 13:00～15:00
第2･4（金）
 10:30～12:30
月額4,100円（税別）

筆ペン･ボールペンで書く
日常書道

楽しく学びませんか！
表書き･のし袋･手紙
などの実用書を丁寧
に指導します。

小笠原不求 東洋芸術院教範

調剤薬局事務
短期集中講座

㈱ソラスト講師

ホームページからもお申込み承ります!上記の講座以外にもジャンル豊富に講座を取り揃えております。全講座の詳細はホームページをぜひご覧下さい。 http://culture.jeugia.co.jp JEUGIAカルチャー

名門増田絵画の工作教室です!!

～未来の発明王はここから～

通いやすい月2回のお稽古。

【0～2歳】10:15～11:00
【2～3歳】11:45～12:30
【3～4歳】11:00～11:45

英語のシャワーをあびよう～★

第1・3（土）
【3～4歳】
16:30～17:15
【4～5歳】
17:30～18:15
【小1～6】
18:30～19:15

第2･4（火）
【4～5歳】17:30～18:15
月額3,100円（税別）

月額3,600円（税別），4,500円（税別）（1歳～）

【先着順】

6/22（水）,6/25（土）
7/6（水）
※お時間はお問合せ下さい。

10:30～11:30
（月）
月3～4回

（金）
月3～4回

15:00～16:00
16:00～17:00
16:15～17:15
17:15～18:15

2・3歳児クラス
年中クラス
年長～小1クラス
幼児クラス
児童クラス（小1～3）

月額
5,000円
（税別）

6/13（月）
6/20（月）

体験日

6/10（金）
6/17（金）

無料体験
実施中

おひるねアート

・7/29㈮ ・8/30㈫
2,000円（税別）

14:00～16:00

2日で資格取得!

ペットシッター士
　　資格認定講座

2日で資格取得!

M-Style Ribbon Class Luxe
ディプロマ資格コース

大塚裕美

1日で資格取得！

整理収納アドバイザー
2級認定講座

44,445円（税別）
9,200円（税込）（認定料、修了証込）

・7/17㈰10:30～15:30,7/24㈰13:00～18:00

★2日間の受講で環境省が
定める動物取扱責任者
（保管、訓練）になること
ができます！
★取得後、全国どこでも
即開業することができ
ます。

～開業への近道～
TVで紹介‼ 主婦の副業、高収入№1

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
ぐ役に立つ。皆が注目の講座を
この機会にぜひどうぞ。

16,000円（税別）

・6/26㈰
・7/31㈰
・8/28㈰
 10:30～17:30

5,820円（税込）（テキスト、ライセンス発行料）

サロンドフルールアカデミー非常勤講師
JAAアロマインストラクター大塚美智代

M-Style Ribbon Class 認定講師曽根洋子

1日で資格取得！

アロマハンドトリートメント養成講座

1日でアロマハンドトリー
トメントの実技を取得
できます。
アロマの香りとあなた
の手のぬくもりが極上
のリラックスタイムを作
り出します。サロンのプ
ラスメニュー、自宅での
施術や開業に。

リボンのプロを目
指すコース。バレッ
タやカチューシャ
など10アイテムの
リボンを作成しま
す。テストに合格後、
認定証が発行され
講師として教室開
講できます。

11,112円（税別）
・6/26㈰・7/24㈰・8/19㈮13:00～17:00

2,500円（税込）（テキスト･オイル代）
10,800円（税込）（希望者のみ）

数秘＆カラートレーナー松田佳代

1日で資格取得！

数秘＆カラー･プレゼンター
認定コース〔Basic編〕

国際ビジュー･セラピー協会パワーピアスセラピスト
稲田悦子

1日で資格取得！
パワーピアス認定講座

13,889円（税別）
4,500円（税込）（教材費、修了証込）

9,000円（税別）
17,064円（税込） 21,600円（税込）

・6/30㈭・7/29㈮・8/31㈬
 10:30～17:00 

15,000円（税別）
5,400円（税込） 30,000円（税込）

・7/7㈭,7/15㈮10:30～13:30

・6/19㈰・7/24㈰・8/30㈫
 10:15～16:15 生年月日から導き

出す数秘の算出方
法を色とコラボし
ながら学びます。
修了後は数秘＆カ
ラージュニアプレ
ゼンターとして活
動が可能です。

認定料

TCマスターカラーセラピスト
TCマスタートレーナー

yasuho

1日で資格取得！
TCカラーセラピスト講座

9,260円（税別） 9,000円（税込）

・6/30㈭・7/29㈮
・8/30㈫
10:30～15:30

･トリートメント手技の説明
･トリートメント実技練習
･アロマの基礎知識･法令

レッスン内容

修了証 認定料 11,660円（税込）12,454円（税別）

・6/29㈬・7/31㈰
・8/31㈬ 10:15～17:15

・6/30㈭・7/29㈮・8/21㈰
 10:15～16:15

廣瀬千秋
日本肥満予防健康協会名誉講師
美肌食マイスター講師
健康美導塾代表

JOPHダイエット
アドバイザー取得講座

1日で資格取得!

美肌食マイスター
資格講座

1日で資格取得!

初級リフレクソロジスト
養成講座

辰巳真名美
ロイヤルセラピスト協会認定講師

11,482円（税別）

1日（3時間）で資格取得!

1日（3時間）で資格取得!
初級ベビーマッサージ
セラピスト養成講座

11,482円（税別）

4,600円（税込）

4,600円（税込）

・6/26㈰・7/21㈭
・8/30㈫12:20～15:20

・6/17㈮・7/1㈮
・8/17㈬10:10～13:10

7/8（金）開講

全6回

夜クラスのヨガ開講 !! 40歳以上の方対象クラスです！

8/6（土）開講 全6回
8/5（金）開講
全8回

（ディプロマ発行可。2,000円税別）

9/24（土）の試験合格に向けて！
女性に人気の資格
「調剤事務管理士」。
調剤薬局で薬剤師を
サポートし、受付や会
計などを行います。
キャリア形成はもちろ
ん、薬の知識が身に
付くので家族や自身
の健康管理にも役立ちます。
修了後は就業サポートも。

女性に人気
No1講座

（月）･（金）10:30～12:30
全8回38,241円（税別）

7/25（月）5,700円（税込）

≪1日1名様120分･完全予約制≫

1回 6,000円（税別）

個人レッスンのお知らせ

中山由美子
フリーアナウンサー、カラーアナリスト
日本カラーコーディネーター協会認定講師

あなただけのカラー
とメイク診断。

完全予約制（120分） 5,000円（税別）

話し方レッスン
マンツーマンであなたの声を磨きます!
就活、面接、接客に活用ください。

パーソナルカラー診断と
メイク術

※日時はご相談下さい。

※日時はご相談下さい。

ご予約
承ります 0744-20-302510:00～21:00

体験・見学も承ります!随時ご入会受付中 イオンモール橿原 3F
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジはこちら!!

こ ど も 講 座

1日で資格取得!! ※平日の受講もOK! ご希望の日時ご相談ください。


