
6/28（水）,7/5（水） 1,625円

6/16（金）,7/7（金） （通常2,050円）
800円

6/19（月）,6/26（月）
1,350円 300円

6/30（金）,7/10（月）◆バラの花◆
1,500円（通常2,100円） 1,188円 6/26（月）,7/10（月） 1,550円 6/20（火）,7/4（火）（通常2,000円）

6/28（水）カフェにて撮り方･アレンジのテクニック講義
2,000円 500円 6/20（火）,7/4（火） （通常2,000円）

6/17（土）,7/15（土） Kidsクラス1,550円
大 人クラス2,000円

6/21（水）,7/5（水） 2,500円 6/30（金） 6/29（木）夜クラス19:00～
昼クラス13:40～

無料説明会
7/1（土）
無料説明会

無料説明会

学研科学実験教室

朝クラス増設募集！

夜クラス
増設

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。

（水）17:00～17:50
月額6,500円（税別）

2歳からの
クラシックバレエ

音楽に合わせて楽
しくレッスンをし
てもらう事を目的
としております。
プレバレエとして
情操教育として、
正しい 姿 勢 や 柔
軟性、音楽性を学
べます。可愛いレ
オタードを着て一
緒にレッスンしま
しょう。

ヒロ･クロンドールバレエ講師

第1･3（金）10:30～12:30
月額4,100円（税別）

地刺し®（戸塚刺しゅう）

今、「地刺し®」が大人気
「地刺し®」は戸塚刺しゅうの
代表的は手法のひとつ。
シンプルなステッチも多く、
初心者の方から楽しむこと
ができ、ステッチの組合わせ
によって無限のデザインが
広がります。
単独のモチーフや連続模様
をお楽しみください。

堀 素子 戸塚刺しゅう師範

（月）17:50～18:50 月額5,400円（税別）（月）17:50～18:50 月額5,400円（税別）

算数が楽しくなる
そろばん教室

算数の算、珠算の
算を合わせて「さ
んさん教育」とい
います。そろばん
を使って数や計算
の意味と仕組みを
学習します。

金野明美（一社）日本珠算連盟 正会員
（一社）奈良県珠算協会 正会員

第2（月）10:30～12:30
月額2,100円（税別）

しゅんこうの
和紙ちぎり絵教室

「和」の心に触
れる和紙ちぎ
り絵。絵の具
では表現でき
ない和紙のぬ
くもりと美し
色彩が魅力で
す。

磯村太喜子 しゅんこう認定講師

第2･4（月）
10:15～11:45
月額3,100円（税別）

ビューティーヨガ

呼 吸 に合 わ せ た
ゆったりとした動
きで、身体の内側
から美しく!自律神
経を整えて心を穏
やかにしましょう。

杉田典子 ヨガ教室マダム･フキ専属講師

第1･3（火）【朝クラス】10:30～12:30
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。

堀 良三 ニューロン麻雀スクール講師

第3（水）
10:30～12:30
全3回9,000円（税別）

～素敵に撮りたい！～

インスタグラム的おしゃれ写真講座インスタグラム的おしゃれ写真講座

SNS映えするリ
ア充風な写真の
撮り方『インスタ
ジェニック』のコ
ツを学びます。

栗本恵里 魅力発掘フォトグラファー

第4（木）10:30～12:30
全3回 9,000円（税別）

日時はご相談ください。

アトリエアッシュ考案
スマイリータッセル講座

スマイリータッセル1日講座

エンボス用に薄く加工され
たレザーを使い、かわいい
スマイリータッセル、携帯
カバーを作ります。イニシャ
ルに変更も可能です。

藪内芳子 アトリエROSEクラフト主宰

第1･3（火）13:30～14:30 月額4,000円（税別）

驚異の美と健康を手に入れる
やさしい伝統気功

数ある武術気功からやさしく
効果の高い伝統気功をお伝え
します。驚異的な治癒力でか
つてない美と健康を。

中馬青吾 春日伝統太極拳会長

HIPHOP･Free Style

初心者も大歓迎!!。音楽に合わ
せて、みんなで楽しくカッコ良
く踊りましょう。

Nachika
ダンスインストラクター

心のトリセツ教えます！

HITキャラクトロジー®心理学入門講座

HITキャラクトロジー®心理学 「ベーシック1Day講座 」

自分が変われば、まわりも変わる！
実践的心理学入門編
不安や悩みの根本を突き止め、生き方を変える性格タイ
プ別キャラクトロジー心理学の概要をお伝えします。

コミュ力アップ！対人関係改善！人生改革！悩み解消！
性格タイプ別　生き方を変える実践的心理学。　
≪修了証発行 5,400円（税込）≫

マッサン 心理セラピスト　HITキャラクトロジー ®心理学認定講師

ローフードマイスター2級講座
2日で資格取得！

MRT基礎講座（認定証付）
筋肉をゆるめる

スムージーや酵素で話題のローフード。ロー
フードの背景になっているナチュラルハイ
ジーンの哲学や生活の中に取り入れるための
基本理論を学び、毎日生活に取り入れられる
ローフード料理14
品目を学びます。
次回検定 9/3！

樋口真理子 日本リビングビューティー協会認定
ローフードマイスター香芝校

触れて揺らすやさしい方法
で全身の痛みや緊張もケア
する事ができるMRT（筋ゆ
る）基礎講座。
四十肩、腰痛、足のむくみや
だるさに最適のケアです。
ディプロマが発行されます
ので、サロンや整骨院、整体
院等の先生の受講生も多数。

大本富美代 さとう式リンパケアインストラクター

第1･3（水）13:15～14:15
月額5,000円（税別）

バレティス®

クラシックバレエの基礎
レッスンを用いて呼吸
と動きを同期させ、体幹
のあるしなやかな身体
作りを目指したトレーニ
ング法です。年齢、性別
問わずどなたでもOK

ヒロ･クロンドールバレエ認定講師

夏休みこども
D･I･Y講座

今 年 初登場 の新
講座！人気の木工
で 素 敵 な ハウス
型 の 貯 金 箱を 作
りましょう。
ちょっとレベルの
高 い 作 品が 完 成
します！

砂野あずさ 1級建築士
インテリアコーディネーター

第1･3（金）
10:15～11:45
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（土）
19:00～20:00
全6回15,300円（税別）

経路ヘッドセラピスト
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1･3（木）19:00～20:30
全6回15,300円（税別）

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 モンテ学院モンテセラピスト
腸セラピスト

…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。
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JEUGIAカルチャー

ちぎり絵

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
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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歳以上の方はイオンモール橿原 3F

・7/29㈯

1,200円 会員

1,500円 
1,000円

10:30～12:30

1,500円 1,000円～ 

2,000円（税別） 1,080円（税込）

〈定員30名〉

夏休みこども陶芸

陶芸教室の先生の
指導のもとアイディ
ア盛りたくさんの作
品を完成させます。
※宿題の貯 金 箱を

作りましょう！

森本昌利 もりも陶芸アートクラブ

・7/29㈯

1,200円 会員 1,000円

10:30～12:30
13:30～15:30

【小1～6】【小1～中学生】 〈定員30名〉
夏休みこども

スイーツ★デコ

今年は時計、貯
金箱、フレーム
スタンドを作り
ましょう。デコ
は お す し バ ー
ジョンとお菓子
バージョンから
選べます。

武田章子 スイーツデコ講師

・7/23㈰

1,400円 会員 1,200円

【おかし】12:00～13:30
【おすし】13:45～15:15

【小1～6】
〈定員15名〉

読書感想文に挑戦！

毎年、苦戦していませ
んか。苦手な読書感想
文お手伝いします。
課題図書を一冊読んで
来てください。1回目
は苦手な読書感想文の
書き方、2回目は添削
をして仕上げます。

福島千佳 進学塾講師
さくらい読書会「子ども読未知」代表

・7/30㈰, 8/6㈰

3,000円（2日分） 会員 2,500円

【1･2年】10:30～11:30
【3～6年】13:00～14:00

【小1～6】〈定員16名〉

1日鉄棒マスター教室

鉄棒の逆上がり、前回り、後ろ
回りなど鉄棒がうまくできるコ
ツをお教えしま
す。苦手を克
服して新学期
をスタート！

カワイ体育専任講師

・7/31㈪ 13:00～14:00 
・8/ 8 ㈫ 14:40～15:40

1,600円 

・7/16㈰ ・9/3㈰ 13:00～15:00

20,000円（税別） 16,200円（修了証発行手数料込）（税込）

・7/29㈯ ・9/10㈰ 10:30～17:30
25,000円（税別）

10,800円（税込）
9,260円 5,000円（税込）

・7/ 9 ㈰, 7/30㈰ 
・8/16㈬, 8/30㈬ 
・9/10㈰, 9/17㈰

・6/26㈪ ・7/24㈪ ・8/28㈪
10:30～15:00

13:00～15:30

【小1～小3】
〈定員12名〉

夏の貝殻サマーリースを作ろう

お友達とはひと味
違う。
アーティフィシャル
フラワーでおしゃ
れな宿題を作って
みよう。
毎年大好評の貝殻サマーリース
今年はコーラルピンクとインディゴ
ブルーの2色から選べます。

櫻井千華
Atelier Mille-Fleur主宰

・7/28㈮ 10:30～12:00 
・8/ 4 ㈮ 13:00～14:30

1,400円 会員

1,620円
1,200円

【幼稚園
 ～小学生】

こども習字教室

夏休みの提出
課題をお持ち
下さい。先生
指導の下、2日
で仕上げます!

福井青藍 書道講師

・7/24㈪,7/31㈪

3,400円 会員

300円（2日分） 
3,000円

15:30～17:00

【小3～】
〈定員10名〉 夏の

オリジナル万華鏡が作れます。
ニュートンが見つけた”光のふしぎ”を体
験しよう！万華鏡が作れる「光の実験」で
自由研究はおまかせ!

学研科学実験教室専任講師

・8/6㈰
800円 1,296円 

14:30～15:40

【年長～小学生】
〈定員12名〉

【2歳～】

【年少～】

【18歳～】

♯プチプラ小物でオシャレな日常を匂わせる
♯匂わせ写真でわくわくするカフェスイーツに
♯いつもの風景がプラスαで人気スポットに

無料体験会6月20日（火）7月 4 日（火）

7/19（水）開講

7/7（金）開講

全3回

7/27（木）
開講

全3回

全6回

7/8（土）開講全6回

（レシピ付）
6,000円（税別） 4,000円（税込） 

※受講後は販売･教室開講も可能です

第1･3（土）17:00～18:00
月額3,100円（税別）

第1･3（土）18:00～19:30
月額4,000円（税別）

Kidsクラス（3歳～）

大人クラス（中学生～）

夜クラス 昼クラス

全2回【15歳～】

検定を受ける方は別途5,400円（税込）

【理論】
･ローフードの基礎知識
･ナチュラルハイジーンとは何か?
･ローフード生活の始め方
･21日間デトックスレポート
･野菜と果物の心身への効果
･ローフードでナチュラルダイエット

【実習】
･りんごのスムージー
･アボガドスープ
･スーパーヘルスサラダ
･ロースムージー
･ロー味噌スープ
･ベジタブルスシロール

1日目カリキュラム

教材費・認定料

テレビで放送!
朝日放送「キャストー CAST」

「主婦にオススメ最新おケイコ！」でテレビ放送
クローズアップ「今年始めたいエクササイズ」

腸セラピーの驚くべき効果！

7/6（木）開講 7/13（木）開講

全6回

毎年キャンセル待ちの講座！

可愛すぎる♥夏休み 夏休み夏休み

入会金
半額
通常5,000円（税別）

期間2017年8月31日まで

入会金割
引

キャンペー
ン!!

お得な

チャンス

“夏休みの宿題を片づけちゃおう!!”
講座にお申込み頂いたお子様対象。
“夏休みの宿題を片づけちゃおう!!”
講座にお申込み頂いたお子様対象。

ローフードマイスター琉球三線Pic
kUpPickU
pアロマテラピー講座Pic
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p

夏休みの宿題を片づけちゃおう!!


