
6/28（水） 1,300円（税込）2,600円

7/11（火）2,000円

6/30（金）13:30～15:30

6/28（水）,7/12（水）2,050円
6/18（日）,6/20（火）,6/27（火）

2,050円 6/27（火）,7/11（火）1,550円6/19（月）,7/3（月）2,000円

6/15（木）,7/20（木） 800円
2,800円 6/15（木）,7/20（木） 6/27（火）,7/25（火）

1,944円（税込）2,050円1,500円（通常3,187円）

6/30（金）,7/7（金）
3,240円（親子料金･税込）2,000円（親子料金）

6/16（金）,6/30（金）
1,500円（通常2,500円）

6/24（土）,7/8（土）1,550円

6/18（日）,7/2（日）1,550円 6/12（月）,6/19（月）1,300円

6/24（土）,7/8（土）1,550円

6/22（木）,6/29（木）1,550円 6/10（土）,6/17（土）1,550円

6/17（土）,7/1（土）1,300円

6/17（土）,7/1（土）
1,296円1,000円

2,300円
2,200円

定員12名

アンスリュームの額

多肉植物の
カヌーアレンジ

6/19（月）,6/26（月）

ディスプレイチェア

第1（水）18:00～19:30
全6回15,600円（税別）

『紅茶とハーブ』講座

美味しいティーを淹れて
ほっと一息
心も体も健やかにバラン
ス美人を目指す講座です。
※途中入会可

若井裕代 ハーブとお菓子教室 Charming Rose主宰

第4（月）10:30～12:00
全3回9,000円（税別）

ほうれい線とさよならする方法

さとう式リンパケア初級講座

さとう式セルフケアでほうれい線の原因
とさよならする方法を覚えて3ヶ月後には
若々しくリフトUP、ハリ艶のある小顔に！

大本富美代 さとう式リンパケア 公認インストラクター

第2（水）10:30～12:30 全6回13,200円（税別）

DIY･クラフト講座

インテリアやガー
デニングに活かせ
る『雑貨作り』がメ
インの講座です。
初心者の方も、の
こぎりや電動工具
が使える様丁寧に
指導します。
※途中入会可

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（月）19:00～20:00
月額5,000円（税別）

ウクレレ教室

ウクレレソロを楽
しんでみま せ ん
か。歌謡曲や抒情
歌お好きな歌を
弾きながら上達し
ていきましょう。
ウクレレを使って、
メロディとコード
を同時に弾いてい
く“ウクレレソロ”
を指導します。

山田直樹 ウクレレ講師

第2･4（水）19:15～20:30
月額4,100円（税別）

お勤め帰りのフラダンス

お勤め帰りのひ
と時、優しいハ
ワイアンに乗っ
て楽しく踊りま
しょう。
基礎から丁寧に
お稽古しますの
で初めての方も
お 気 軽 に ど う
ぞ♪♪

小嶌 香 古賀まみ奈フラスタジオインストラクター
フラダンサー

（火）13:00～14:20 
月額8,200円（税別）

超初心者入門！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（火）10:30～11:30
月額3,100円（税別）

簡化24式 太極拳

ストレッチ運
動から始まり、
24式太極拳の
1～24式迄の
動作を説明し
ながら、丁寧に
指導致します。

福島質彦 日本武術太極拳連盟公認
技能4段、指導員A級、審判員1級

第3（木）13:30～15:00
月額2,800円（税別）

季節の発酵食作り
竹村享子 野菜ソムリエ、醸しにすと”極”

第3（木）10:15～12:45
月額3,187円（税別）

ハワイアンキルト

太陽に彩られたハワイの自然が持つ色、
花の香り、風、波の音を感じながら、針を
すすめてみませんか。布のグラデーショ
ンを生かしてオリジナルのハワイアン
キルトを作りましょう。

田渕裕実 Nani Kapa Kuiki O Ka Lani 主宰

第4（火）
12:30～15:30
月額3,000円（税別）

モードジュエリー
メイキング

今話題の「コスチュームジュエリー」
ワイヤーの基本を
マスターしながら
ハイセンスで優美
な 作 品 を 作 りま
しょう。

金井美紀（財）日本余暇文化振興会認定講師
「Beads mode C'est la vie」主宰

第2･4（土）

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

（土）14:30～15:30 月額5,200円（税別）

新体操

柔軟性や正し
い姿勢、リズム
感を身に付け
ます。リボンや
ボールを持っ
て楽しく一 緒
に踊りましょう。

横山公美 新体操インストラクター

第1（金）
17:00～18:30
月額2,000円（税別）（親子ペア）

お花大好き♪

親子で楽しむ
フラワーアレンジメント

季節の様々な花を使
って親子で楽しみな
がら作品を作ります。
幼児期から植物に触
れることで感性が豊
かになり色彩感覚も
身につきます。

櫻井千華 AtelierMille-Fleur主宰

第1･3（金）
18:00～19:30
月額5,000円（税別）親子8,000円（税別）

こどものための
プログラミング入門

楽しく簡単に始めら
れる「スクラッチ」で、
プログラミングの基
本と論理的思考法を
身につけよう。

みきこうじ アプリ開発インストラクター

ストリート
JAZZDANCE

ストリートジャズ
ダンスの基礎から
学びヒップホップ
の音楽に合わせて
ダンスを踊れる事
の喜びを表現しま
しょう！

Suzuka ダンスインストラクター

（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

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

第2･4（土）
19:00～20:00
月額3,100円（税別）

チアダンス
kid's cheer peaches!
浅野陽子

kid's cheer peaches! 
JCDAチアダンスライセンス取得
ならチアダンスの会

こども合気道教室

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

知育教室キッズガーデン
キッズガーデン講師

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

第1･3（日）
14:00～14:30
月額3,100円（税別）

Baby英語（2～3歳クラス）

人の一生の中で、言葉を
覚える能力が一番高
いのは乳幼児期。早
いスタートでメリッ
トがいっぱい！

Akinyele Brandley 公立学校ALT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

ハウスキーピング協会
整理収納アドバイザー認定講師大塚裕美

1日で資格取得！

整理収納アドバイザー
2級認定講座

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。

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

16,000円（税別）

・6/25㈰・7/23㈰
・8/27㈰・9/24㈰
 10:30～17:30

・6/25㈰・7/23㈰
・8/27㈰・9/24㈰
 10:30～17:30

5,820円（税込）（テキスト、ライセンス発行料）

ロイヤルセラピスト協会認定講師中原由賀里

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

10,740円（税別）

・7/29㈯ 13:00～16:00
・8/21㈪ 13:00～16:00
・9/29㈮ 10:30～15:30（ランチ付）

5,400円（税込）

TCマスターカラーセラピスト，TCマスタートレーナー岸本享世

1日で資格取得！

1日で資格取得！

TCカラーセラピスト講座

9,260円（税別）

・6/18㈰
・7/31㈪
・8/31㈭ 10:15～15:15

9,000円（税込）

・6/29㈭ ・7/30㈰ 13:00～15:30
・8/27㈰ 14:00～16:30

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〕

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。

赤ちゃんのお肌の事、使
用オイル、目的･効果など
基礎知識からご家庭や
お仕事ですぐに実践頂け
るテクニックが学べます。
試験は無く、履歴書にも
書いて頂ける今大注目の
資格講座です

23,500円（修了証、教材費、税込）

・6/28㈬ ・7/16㈰ ・8/31㈭
 10:10～17:10

ロイヤルセラピスト協会認定講師中原由賀里

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

10,740円（税別）

・6/19㈪・7/10㈪・8/20㈰ 13:00～16:00
・9/10㈰  10:30～15:00（ランチ付♥）

5,400円（税込）

日本ペットシッター協会講師

2日で資格取得！

ペットシッター士資格認定講座

44,445円（税別）

・9/24㈰ ・10/1㈰ 10:30～15:30

9,200円（税込）（認定料、修了証込）

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

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。

11,112円（税別）

・6/27㈫・7/14㈮・8/22㈫ 

10,800円（税込）（希望者のみ）

2,500円（税込）（テキスト･オイル代）

7/5（水）開講全6回【18歳～】 【年長～小6】

【年長～中学生】

【2歳～】 【6ヶ月～年長】 【5歳～小6】

【4歳～】 【4歳～】

【2歳～小6】

【年長～小6】

【0～4歳】 【年中～年長】 【2歳～小学生】7/24（月）開講
7/12（水）開講

全3回

全6回

講座内容
 Ⅰ 美味しいティーの淹れ方
 Ⅱ フレッシュハーブの活用
 Ⅲ アイスティーとアレンジティー
 Ⅳ スリランカ紅茶の飲み比べ
 Ⅴ ハーブティーでリラックス
 Ⅵ ロイヤルミルクティーとスパイスチャイ

5年前の自分に変身しましょう。 人気DIYブロガー講師が指導！
女性の憧れを実現する　DIY･クラフト教室

5,000円（税込）教材費・認定料9,260円（税別）

（認定証付）

火曜クラス

月3回（日）11:00～12:20 
月額6,150円（税別）

日曜クラス

人気の手作り発酵食、きちんと
基礎から学びます！

･8月 白味噌仕込み
･7月 自家製酵母でパン作り

･9月 甘酒と三五八漬け

･6月 梅干し～日本古来の万能食品～
カリキュラム

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≫ 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。

話し方レッスン

※日時はご相談下さい。

完全予約制（120分） 5,000円（税別）

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。

パーソナルカラー診断とメイク術

1日1名様120分
完全予約制

･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

認定料

13:00
～17:00

※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

EJA耳つぼジュエリー協会認定講師
なかち智子

1日で資格取得！

耳つぼジュエリー協会認定
初級講座

4,000円（税別）
・6/30㈮・7/14㈮・8/25㈮ 10:30～12:30

12,960円（税込）

2020年、プログラミング教育が小学校で必修化！

月額3,100円（税別）

11:00～11:45
10:15～11:00
11:45～12:30

0～2歳

2～3歳

3～4歳

14:30クラスに待望の空席ができました!!
（先着順4名様）

元気！笑顔！
心はひとつ!を
合言葉に、
元気いっぱい
ダンスをしよう!
イベントもたくさんあるよ!

（木）15:45～16:45
（木）17:00～18:00

月額6,200円（税別）

キッズ（4歳～小2）

ジュニア（小3～）

（月）17:30～18:20
（月）18:30～19:20

月額5,200円（税別）

初級

中級

視覚のふしぎ実験月6
光のふしぎ実験月7
飛行体おもしろ実験月8

2･3歳児の為の英語教室開講!!
大人気Brandly先生のクラス

※4歳以上は（土）クラスが
開講中。お問合せ下さい

月額3,600円（税別），4,500円（税別）（1歳～）

【1歳】6/14（水）7/12（水）11:30～
【2歳】6/14（水）6/17（土）10:30～

（日時はお問合せ下さい）

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。
※日時はお問合せ

下さい

今回、1,2歳クラス
大募集します！
無料体験会実施！

今回、1,2歳クラス
大募集します！
無料体験会実施！

無料体験実施中

月額5,000円（税別）

15:00～16:00
10:30～11:30

月3～4回（月）
2･3歳児クラス

年少～年長
16:15～17:15小1～小6

JOPHダイエット
アドバイザー取得講座

・6/25㈰・7/30㈰・8/20㈰ 
 10:15～17:15

12,454円（税別） 11,660円（税込）

・6/30㈮13:30～18:30
・7/23㈰10:30～16:30
・8/27㈰10:30～16:30

12,454円（税別） 11,660円（税込）

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

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！

★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

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!!

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。

こ ど も 講 座


