
12/18（日）,1/15（日） 1,750円

12/10（土）,12/17（土）1,550円 12/18（日）,1/15（日） 1,800円

12/20（火）,12/27（火）1,800円

12/19（月）,12/21（水）,1/11（水）,1/16（月）1,550円

12/17（土）,1/7（土）1,550円 12/15（木）,12/22（木）1,550円 12/3（土）,1/7（土） 2,000円 12/17（土）,1/7（土） 300円
1,550円

12/17（土）,1/7（土） 1,296円
1,000円 12/19（月）,12/26（月） 300円

1,350円 12/9（金）,12/23（金） 500円
2,050円

12/19（月）,12/26（月） 1,300円

無料体験
実施中

第1・3（土） 16:30～17:15
 17:30～18:15
 18:30～19:15
第2･4（火） 17:30～18:15
月額3,100円（税別）

3～4歳
4～5歳

4～5歳
小1～6

ファスティングマイスター学院
認定講師

・2/26㈰13:00～14:30
58,500円

（税込･テキスト代、ライセンス発行料、年会費込）

【18歳～】

【2ヶ月～3歳】

【4歳～】

【3歳～小6】

【年長～小6】

【3才～】
【4才～】

【4歳～大人】

【5歳～小6】【6ヶ月～年長】実践保育力検定 
Basic Class 認定講座

乳幼児の成長と援助に
関する基礎知識と、実
践力を1日の講義で集
中的に学びます。
教材には実践保育力検
定Basic Class公式教
材を使用します。認定
講座を受講することに
より、「実践保育力検
定 Basic Class」の認
定証を発行いたします。

このような方におすすめです
● 「乳児保育の知識」を強化したい幼稚園教諭
● より保育の知識を深め、仕事に役立てたい保育士
● 保育業界を目指す大学生、高校生、主婦
● 保育ママや、小規模保育事業に携わる方
● 子育て中･孫育て中の方

魚林佐紀子 整理収納教育士代表

数秘＆カラー･プレゼンター
認定コース〔Basic編〕

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。

松田佳代 数秘＆カラートレーナー

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。

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

さとう式リンパケア
初級講座

理論と施術を学びます。ア
ゴの関節運動を利用して口
腔から身体全体をゆるめ、
リンパを流れ易くし、循環
障害を改善することでリフ
トアップの施術が出来るよ
うになります。

大本富美代 さとう式リンパケア
公認インストラクター

デコもち認定講座

団子粉を使って断面に
可愛い絵柄がでてくる
デコもち。基本から応用
まで10種類の作品を2日
間でレッスンで資格取得。

山中絵里「和菓子サロン一絵」主宰
デコもち講師

ペットシッター士
資格認定講座
日本ペットシッター協会講師

整理収納清掃3S
コーディネーター講座3級

飛鳥美幸 整理収納清掃コーディネーター
認定講師

整理収納アドバイザー
2級認定講座
大塚裕美 ハウスキーピング協会

整理収納アドバイザー認定講師

カラー心理学「1日4時間で認定が受けられる！」
カラータイプアドバイザー認定講座

色彩心理の基本を知り、
これからの時代には欠か
せない“コミュニケーショ
ン術”発展の為のツール
として活用頂けます。

山本邦子 一般社団法人カラータイプ協会
認定講師

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

TCカラーセラピスト講座

カラーセラピーの
歴史や色彩心理、
セッションの進め
方など、丁寧な解
説書と14本のカ
ラーボトル付の講
座です。受講後すぐにセラピストとして、
お家や職場･サロン等で活用できます。
※マスターコース希望の方、ご希望の日程
受講できます。ご相談ください

yasuho TCマスターカラーセラピスト
TCマスタートレーナー

ファスティングマイスター
初級認定講座

ファスティングとはズバリ！断食の
こと。思い込みで行う間違ったファ
スティングを正しく学ぶことで、新
陳代謝の乱れを正し、肌細胞を健康
に保つ知識と、デトックス効果で腸
内環境が整うメカニズムを身につ
けられます。

生前整理アドバイザー
2級認定講座

生前整理とは、物･心･情報を整理
して、今よりもっと幸せに生きる
ための究極の片付け。最高の人生
を送るために･･･

大野保代 生前整理アドバイザー
2級認定講師

スカーフコーディネーター
ベーシック認定講座

4時間で約35種類のスカーフの折り方、
結び方を体系的に学べる認定講座。日常
的にスカーフを楽しむための「コツ」や
シーン別（カジュアル、ビジネス、パー
ティー）のお勧めの結び方、スカーフリ
ングを使った結び方など、すぐに日常生
活で活かせるコンテンツが満載です。
ベーシック講座を修了すると、「スカー
フコーディネーター」として協会認定の
オリジナルレッスンテキストを使用し、30分～1時間程度のス
カーフレッスンを開催できます。

小日向香緒里 日本スカーフコーディネーター協会認定講師

月額3,500円(税別)

リトピュアリトミック

楽しくて成果の早いリトピュアのレッスンは
“初めてのお稽古”に最適です♪
音楽の持つ力を活かしてお子
様の才能を引きだしていく乳
幼児教育です。0歳（生後2ヶ
月）から始められます。

上垣かなえ リトピュアリトミック認定講師

（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
京橋支部指導員

桧垣バレエ団プリマ小西裕紀子監修
バレエ･アン･ドゥ･トロワ

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。

通いやすい月2回コース

前田 翼（社）桧垣バレエ団団員

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

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

完全予約制（1回60分）

冬の体育個人レッスン
～苦手を克服･魔法の特訓～

てつ棒、マット、
なわとび…こ
の機会に君の
苦手を克服し
よう！ベテラン
講師が不得意
分野を丁寧に
個人指導いた
します。

カワイ体育教室専属専任講師

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

（木）15:45～16:45
（木）17:00～18:00

幼稚園からの
ストリートJAZZDANCE

4歳からの小さなキ
ッズの為のストリー
トJAZZDANCE！
幼児期よりダンスに
親しみながらリズム
感や基礎体力をつ
け楽しく元気に踊り
ましょう♪

Suzuka

第1･3（土）16:00～21:00［1回30分］
月額5,100円(税別)

土曜ピアノ教室

音楽を通して
人生を豊かに♪
1人1人に合った
レッスンを心が
けております。
目標に向かって
楽しみながら
レッスンしま
しょう♪

竹本明香 大阪音大器楽学科ピアノ専攻

ダンスインストラクター

第1･3（土）
16:30～18:30
月額 大人4,100円 子供3,100円(税別)

ファミリー書道講座

ファミリーで一緒
の教室で学んで
頂けます。毛筆,硬
筆、日常必要な書
式から作品作りま
で。2人以上がお
得です。

峯本泉霞 暁書法学院講師

第1･3（土）
10:30～12:00
月額3,400円(税別)

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！

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。

カワイ体育教室専属専任講師

はじめてのそろばん

就学前に数の基本を
教えます。数を球に置
き換えて数のイメージ
を育て、位を理解し計
算の楽しさを習得しま
す。プリント学習では得
られない本当の応用力
を育てます。少人数ク
ラス《先着8名限定》

鈴木寿子 全国珠算教育連盟認定講師

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
子ども工作教室

科学法則に
気づくことの
できるような、
面白くて美
しい工作づ
くりをめざ
します。

嶋岡みどり 増田絵画教室講師

月額3,600円(税別)
月額4,500円(税別)（1歳～）

･ 1歳児･･･はさみの使い方
･ 2歳児･･･工作、10までの組み合わせ
･ 年 少･･･音読、パズル
･ 年 中（新クラス開講）･･･もじ･かず･ちえ

知育教室キッズガーデン

自ら学ぶ力を育みなが
ら思考力、算国の基礎
土台を乳幼児期に作り
ましょう。

無料体験
実施中

キッズガーデン講師

（月）17:30～18:20

（月）18:30～19:20
月額5,200円(税別)

こども合気道

合気道はあらゆること
から身を護る武道とし
て人気が高く、礼儀作
法･体力作り･精神修養
に役立ちます。

窪田育弘 全日本合気道連盟理事、奈良県合気道連盟会長、八段

竹中裕香（財）合気会奈良県支部指導員

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

1日で資格取得！

1日で資格取得！

2日で資格取得！ 1日で資格取得！

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！

1日で資格取得！

1日で資格取得！ 1日で資格取得！

1日で資格取得！

1日で資格取得！ 1日で資格取得！ 2日で資格取得！

★1日体験レッスンのご案内★
・Xmasのデコもち

（認定証付）

1日で資格取得！ 1日で資格取得！

・3/19㈰
10:30～18:30

・12/11㈰10:30～17:30
・ 1 / 6 ㈮10:30～17:30
・ 2 /12㈰10:30～17:30

・1/8㈰・2/19㈰
  10:30～16:30

・12/23㈮ ・3/1㈬

24,840円（税込）テキスト（1冊）･試験料･認定料15,120円（税込）
9,000円（税別）

13,889円（税別）

44,445円（税別）
9,000円（税別） 5,820円（税込）（テキスト、ライセンス発行料）

16,000円（税別）

5,000円（税別）

7,560円（税込）9,200円（税込）（認定料、修了証込）

4,500円（税込）（教材費、修了証込）

・12/20㈫13:00～15:30
・  1/23㈪10:10～12:40
・  2/26㈰10:10～12:40
・  3/15㈬10:10～12:40

9,260円（税別） 5,000円（税込）

・12/22㈭・1/29㈰
・2/17㈮・3/20㈪ 13:00～17:00

・12/18㈰・1/22㈰・2/5㈰ 
  13:00～16:00

・12/21㈬・1/20㈮
・  2/15㈬・3/22㈬ 
  10:15～15:15

・12/25㈰
・2/12㈰・3/12㈰ 
10:15～17:15

辰巳真名美
ロイヤルセラピスト協会
認定講師

初級ベビーマッサージ
セラピスト養成講座

1日（3時間）で資格取得！

初級リフレクソロジスト
養成講座

1日（3時間）で資格取得！

・1/15㈰13:00～16:00
・2/24㈮10:10～13:10・3/12㈰10:10～13:10

・12/11㈰10:10～13:10
・  1/16㈪13:00～16:00
・  2/19㈰13:00～16:00

・12/24㈯・1/31㈫・2/26㈰
13:00～18:00

・12/18㈰
・  1/22㈰
・  2/26㈰
  10:30～17:30

11,112円（税別）
2,500円（税込）（テキスト･オイル代）
10,800円（税込）（希望者のみ）

11,340円（税込）

・12/23㈮ 10:30～15:30（休憩含む）
・  1/20㈮ 13:00～17:00
・  2/12㈰ 12:00～16:00

12/25㈰10:30～12:30
・お正月のデコもち12/25㈰14:00～16:00

・1/7㈯・1/8㈰ 10:30～16:30

13,500円（税別）

各回2,000円（税別）

15,000円（税別） 10,800円（税込）

各回1,800円（税込）

･1/31（火）
3,000円（税別）

8,000円（税別） 3,240円（税込）

2,160円

5,400円（税込）

① 生前整理普及協会のご紹介
② 思い出の物を片付ける
③ マイベストショットアルバム作成
④ 生前整理実践帳（エターナルノート）
を記入していく

⑤ 模擬葬儀をプロデュースする
⑥ やり残しリスト作成
⑦ 大切な人をリストアップする
⑧ 大切な人にメッセージを書く
⑨ 5年後の自分の未来をプランニング
⑩ 認定テスト 1,620円（税込）テキスト代

認定料

認定料

12,454円（税別） 11,660円（税込）

12,454円（税別） 11,660円（税込）
11,482円（税別） 4,600円（税込）

11,482円（税別） 4,600円（税込） 9,260円（税別） 9,000円（税込）

3,240円（税込） 11,556円（税込）入会金

【定員8名】

･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

ほうれい線とさよならする方法

教材費･認定料

（テキスト代･道具代込）

★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

・1/22㈰・2/12㈰10:30～15:30

年末年始のお掃除に役立ちます！
整理収納編

・自分の整理整頓レベルを知ろう
・お部屋の正しい片付け方法
・不必要な物の見極め方
・収納上手の法則
・本当の収納方法

・掃除の目的は何？
・洗浄の3要素
・掃除の基本動作
・道具の選び方･使い方
・洗剤の基礎知識

清 掃 編

※NPO日本ハウスクリーニング
協会より「認定証」発行。

※3級取得後は2級取得コースも
実施しております。

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。

★こどもがたった3日で変わる！
ほめ方しかり方講座★
14:00
～15:30･2/5（日）13:00～14:30

10:30
～15:00

13:00
～17:00

（　　）初級
レベル

無料説明会

第1･3（日）11:20～12:00

リトルキッズ 1歳半～3歳
第1･3（日）10:30～11:10
ベビー 2 ヶ月～1歳半

満席につき
新･年中（土）クラス開講

12月の
学習内容

※日時はお問合せ下さい

初級

中級

月額7,200円（税別）

月額3,600円（税別）

（火）19:00～20:00

第1･3（日）10:15～11:15

（火）18:00～19:00
（火）17:00～17:55幼稚園

小1～小4

小5～中学

3歳～
始めやすい
月2回の
おけいこ

【2歳～6歳】

月曜クラス

キッズ（4歳～小2）

ジュニア（小3～）

4歳～就学前

小学生～

水曜クラス

※日時はご相談ください

月額6,200円(税別)

電池･電気おもしろ実験月12
静電気びっくり実験月1
振動おもしろ実験月2
磁石と電気のふしぎ実験月3

【2歳～小3】 【4歳～】

【小学生～】

15:00～16:00（月）
月3～4回

（金）
月3～4回

16:00～17:00

16:15～17:15

17:15～18:15

年中クラス

10:30～11:302・3歳児クラス

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）

12/12（月）
12/19（月）

12/9（金）
1/13（金）

（月）16:40～17:40
（月）17:40～18:40

月額5,400円(税別)

名門増田絵画教室の工作教室

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジはこちら!!はこちら!!

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

1日で資格取得!! こ ど も 講 座こ ど も 講 座※平日の受講もOK! ご希望の日時ご相談ください。


