
12/15（木）,1/19（木） 2,800円
800円

4,300円

12/20（火）,1/10（火） 1,550円

12/16（金）,1/6（金） 2,000円

12/22（木）

12/20（火）,1/18（水） 2,000円 500円

無料体験

無料体験会

無料体験

随時体験募集中

1/25（水）
1,800円（通常2,800円） 800円 体験料無料（通常2,000円）1/17（火）はじめての麻雀

12/22（木）,1/12（木）1,550円
12/12（月）,1/9（月）

1,000円 2,000円
12/15（木）,1/6（金）

300円500円（税込）通常2,500円

12/13（火）,1/10（火） 1,000円
2,500円

12/8（木）,12/22（木）3,000円
12/11（日）,1/8（日）

2,000円 三線レンタル無料
12/23（金）,1/13（金）

500円2,050円 無料体験 12/22（木）,1/12（木）540円

12/17（土）

12/22（木）,1/12（木）

魅せるスイーツの撮り方 美尻になれる ウォーキング体験

12/23（金）

おうちで楽しむ薬膳

バラのスタンド

1 むくみをリセット･いきいきツヤ肌に
2 写真写り抜群！パーツはっきり美人をつくる
3 ほうれい線ケア！簡単リフトアップで小顔
4 第1印象アップ！美しい笑顔の作り方レッスン

カリキュラム例

● 内から輝く「美肌のための薬膳」
● 病から遠のく「免疫力アップの薬膳」
● 薬膳の基本をしろう「季節の薬膳」
カリキュラム例

新春特別講座1/8（日）開講!

入会と
受講の
ご案内

●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。

《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。

第3（木）13:30～15:00
月額2,800円（税別）

季節の発酵食作り

人気の手作り発酵食、きちんと基
礎から学びます！
腸内環境を整える発酵食が今、話
題です。伝統的なものから話題の
ものまで、手作り方法をお伝えし
ます。　≪途中入会可≫

竹村享子 野菜ソムリエ、醸しにすと”極”

第3（月）10:30～11:45 全4回 15,200円（税別）

笑顔美人をつくる

顔ヨガ講座

正しく表情筋を鍛えることで、
シャープなフェイスライン、め
りはりある美人顔、美肌を叶え
ます。〈途中入会可〉

織香 顔ヨガ協会認定アドバンスインストラクター
顔ヨガラジオ番組パーソナリティー

第1･3（火）20:30～21:45
月額3,100円（税別）

ルーシーダットン･ヨガ

タイから伝わった運動療法。
日本では「自己整体」で親
しまれているエクササイズ
です。
自身の体のしくみや得意･不
得意を知る事で身体に変化
が得られます。身体を知る!!
きっかけのルーシーダット
ンです。

半田浩美 Kono式ルーシーダットン

第1･3（金）19:30～20:30 月額5,000円（税別）

私が変わる！輝く！

ウォーキングレッスン

人気ファッションモ
デルも多数出演の
『関西コレクション』
のモデル指導をされ
ている長野典子先生
の“ 美しい姿勢と
ウォーキング講座”
正しい姿勢と歩き方が身につくと、カラダの体幹が
毎日のウォーキングで鍛えられ、バランスの良いス
タイルになり、新陳代謝もアップします。

長野典子 モデル、2016ベストボディジャパン
大阪大会グランプリ

第4（火）10:30～12:30  全3回 9,000円（税別）

～SNSで差がつく写真の撮り方～

女子カメラ講座

今のスマホカメラはとても高機能!
カメラの基本的な知識やコツを
知るとすぐに素敵な写真が撮れ
るようになります。

栗本恵里 魅力発掘フォトグラファー

第4（水）10:30～12:30 全3回 8,400円（税別）

さぁ、薬膳をはじめましょうさぁ、薬膳をはじめましょう

今すぐ実践できる薬膳。
毎日の暮らしに役立つ中
医学を学び2品プラスお茶
の実演、楽しい会食タイムと盛りだくさんの講座で
す。レシピをお持ち帰り頂きます。〈途中入会可〉

今すぐ実践できる薬膳。
毎日の暮らしに役立つ中
医学を学び2品プラスお茶
の実演、楽しい会食タイムと盛りだくさんの講座で
す。レシピをお持ち帰り頂きます。〈途中入会可〉

長谷真由美
薬膳療法士、健康生活指導士、カフェ薬膳スタジオ美身主宰、
旬薬zenみんカフェオーナー

第1･3（火）
月額4,000円（税別）

脳トレに最適！知的趣味として楽しむ
女性マージャン教室

麻雀は最高に面白く、脳トレや
友達作りにも効果的なコミュニ
ケーションゲームです。
初めての方でもすぐに楽しめる
ようにわかりやすく指導します。
経験のある方には手作りのコツ
や点数計算を指導します。

原田翔平 ニューロン麻雀スクール講師

●温泉の基礎知識講座
●入浴法の基礎知識講座
●温泉分析書の読み方、まとめ 質疑応答
●終了後認定式

TVでも話題の人気の資格

温泉ソムリエ認定講座

1回の温泉旅行分の費用で温泉
の資格が取れ、温泉の楽しみが
10倍に！･･･それが温泉ソムリエ
です。
多くの芸能人や旅行関係者の
プロの方にも指示されるメディ
ア的にも有名な資格講座です。

遠間和広 温泉ソムリエ家元

「ほめ達!」検定3級

全ての経営者･リーダー･親たちが
「ほめ達」となり、全ての人の可能性
と成長を信じ、人材育成から子育て
まで、あらゆる人の才能を伸ばす“達
人”となるプロジェクトです。認定付
き、履歴書にも資格として記載でき
ます。上司、就活を控えている方、子
育て中のママ、全ての人に役立つ資
格です！

小林康子 元CA、ほめ達特別認定講師

はちみつマイスター
資格認定講座

写真やイラストを満載し
たテキストと最新情報を
盛り込んだ資料を使って、
今まで知らなかった正し
いはちみつについての知
識を身につけていただき
ます。
はちみつの健康効果やミ
ツバチについての基本的な知識、衣食住のどんなシーンで
もすぐに活用できるはちみつ利用法を学びます。

平野のり子 日本はちみつマイスター協会代表理事

第2･4（木）10:30～11:45
月額3,100円(税別)

朝のハタヨガ
～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。座
りポーズから立ちポーズ
まで体全体を動かします。
ヨガが初めての方も安心
してご参加して頂けます。
男性の方も参加OK!!

Ann ヨガインストラクター

第2（月）10:30～12:30
月額3,000円(税別)

ライティングアート

ライティングアートとは、
切り絵にフィルムや和紙
などで彩色し光を通し、
壁面に投影したり、切り
絵に立体感や遠近感を加
え表現する光アートです。
幻想的なアートを楽しん
でいただけます。

北浦千賀子
ライティングアートインストラクター

第3（木）19:00～21:00
全6回 15,000円(税別)

パステルアートで楽しむ
色の講座

初めてでも簡単
に素敵なパステ
ル画が描けるパ
ステルチョークを
使って、作品を作
りながら「色」の
キホンと配色を学べます！

中山由美子
一般社団法人日本カラーコーディネーター協会認定講師、
AFT色彩検定1級コーディネータールタント

第2（火）13:00～15:00
月額3,000円(税別)

グルージュエル協会
大人かわいい
スワロフスキーDECO

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？
ディプロマご希望の
方はご相談ください。

柴田真由美 ㈱グルージュエル代表取締役

第2･4（木）
18:00～19:30
月額6,000円(税別)

旅行が楽しめる
韓国講座

韓国旅行でお買い物、食
事の注文などに使える、
日常会話中心のレッスン
です。
レッスンに慣れてきた頃
には鶴橋などでの課外授
業も予定しております。

李惠賢（イ･ヘヒョン）韓国語講師

第2･4（日）
13:00～14:00
月額5,500円(税別)

琉球三線
 癒しの調べ

古の琉球王朝より伝わ
る伝統楽器三線を弾き
ながら、沖縄ポップス
や琉球民謡を楽しく唄
いましょう。初めての
方もご安心ください。

与那嶺 勇 でいご三線教室

第2･4（金）
13:30～15:30
月額4,100円(税別)

楽しい絵手紙

どなたでも気軽に楽
しめるのが絵手紙の
魅力です。”ヘタでい
い ヘ タ が い い”を
モットーに始めてみ
ませんか。

村上里美 日本絵手紙協会公認講師

第2･4（木）12:30～14:30
月額3,000円(税別)

スポーツ吹矢

「腹式呼吸」+「胸
式呼吸」=吹矢式
呼吸で、様々なプ
ラス効果。楽しみ
ながら健康にな
れる「スポーツ吹
矢」をはじめませ
んか！

東 利光 日本スポーツ吹矢協会公認指導員

第1･3（土）10:10～11:40
全6回 15,300円(税別)

予防医学リンパセラピスト
養成講座

身体の歪みを整え、経路
･ツボの位置を正しい位
置に戻す事により、リン
パ･血行の流れを良くし
ます。ハンドマッサージ
テクニックを身につけ、
肩こり･便秘･むくみ等の
症状を解消。家族の健康
や、開業、資格取得を考
えている女性におすすめの講座です。
（資格認定2,000円税別）

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（金）
19:30～20:30
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。
（ディプロマ発行可。2,000円税別）

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（木）
13:30～15:30
月額3,100円(税別)

きものを楽しもう
着付け教室

着付けを基本から学び
ます。小紋から、訪問
着、留袖まで、一人で
着付けできる様に、帯
は半巾帯から名古屋帯
まで、手結びでの方法
で指導致します。

村田紀美子 師範講師

…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。

発　行：十字屋Culture㈱
発行日：2016.12.1
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〒634-0837 奈良県橿原市曲川町7丁目20番1号 
イオンモール橿原3F

ご予約
承ります

イオンモール橿原
● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ● ジャンル豊富に250講座以上が集う 総合カルチャーセンター

JEUGIAカルチャー

こども空手道教室

ご予約お申込み承ります!
からもホームページ

パソコン・スマホ・携帯電話で

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］

ライティングアート チョークアート はちみつマイスター資格認定講座

2016
保存版

満65歳以上の方は
入会金無料 シニア割

家族割入会金半額ご家族は

満65歳以上の方は

新聞･雑誌･テレビで広く紹介されている
薬膳療法士･長谷真由美先生による新講座！
新聞･雑誌･テレビで広く紹介されている
薬膳療法士･長谷真由美先生による新講座！

2/22（水）開講
全3回

1/24（火）開講
全3回

1/12（木）開講
全6回

1/16（月）開講
全4回

1/7（土）開講全6回

第2･4（木）13:30～15:00
全6回 15,300円（税別）

腸セラピー

第 2の脳とも言
われる腸を正常
な状態に戻して
代謝アップ、免
疫力アップ、魅
せ痩せ体質、美
肌効果も期待で
きる腸セラピーについてを学びます。
ご自身･ご家族の健康管理や美肌効果を
高めましょう。
（ディプロマ発行可。2,000円税別）

前田恵子モンテ学院セラピスト
腸セラピスト

1/13（金）開講全6回

1/19（木）開講
全6回

1.いつものスマホカメラで学ぶ「カメラ基本のき」
ちょっとしたコツで写真が変わる！

2.写真加工アプリで撮った写真をアレンジ
コラージュも簡単にできる！

3.人物の魅力的な「撮り方」と「撮られ方」
人を素敵に撮るときのポイント！
流行の「自撮り」のテクニック！

カリキュラム例

1. 乳酸菌たっぷり、人気韓国白菜キムチ

2. 腸内フローラを整え免疫力をつける味噌

3. 美と健康は“酵素”にあり！レモン酵素ジュース

カリキュラム例

無料体験

朝クラス
・昼クラ

ス2017年1月17
日（火）

朝クラス
10:30～12:30

昼クラス
13:00～15:00

【12歳～】

～顔ヨガできれい&しあわせをかなえる～

腸セラピーの驚くべき効果！腸セラピーの驚くべき効果！

温泉愛好家の皆様へ

3/26㈰ 
13:00～17:00
24,840円（税込･教材費･認定料込）

1日
講座 1/8㈰ 

10:30～13:30 5,000円（税別）（認定料込）
1日
講座

3/25㈯・3/26㈰ 
10:30～17:00
32,000円
10,800円（税込）

24,840円（税込）

2日
講座

奈良県初
奈良県初

2017年のスタートは「ほめ達!」で!!
TV番組「羽鳥慎一のモーニングショー」で
特集されました！
ほめる達人！略して「ほめ達！」

前回大好評
先着順

人気のハタヨガ、
朝クラス開講!!

奈良県初
カルチャー初

残席わずか

クラス増設
先着順!

≪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。

※日時はご相談下さい。

※日時はご相談下さい。

パーソナルカラー診断とメイク術
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