
12/23（土） 1,000円（通常2,000円）
道具レンタル無料 1/26（金） 1/18（木）「枕草子」 2,100円

1/13（土） 1/15（月）

12/22（金）10:30～12:30
1/11（木）13:00～15:00

3,000円（税込）2,000円（通常3,500円）

12/20（水）ミニオンとバラ
1/17（水）鬼とマーガレット

2,000円（税込）2,100円
12/11（月）,1/8（月）

1,000円（税込）2,100円 540円（税込）1,000円（通常2,100円）

2,000円

12/15（金）,1/19（金）

12/8（金）,12/15（金）,1/12（金）
1,500円 12/19（火）,1/16（火）1,000円

1/5（金）15:30～16:30
1,000円（通常3,050円） 1/13（土）

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（火）10:30～12:30
全3回 6,300円(税別)

fluer misaki のプリンセスシリーズ

プリザーブドフラワーとリボンを用いプリンセスのドレスを
アレンジします。お部屋に夢かわ空間を作りませんか。

鍵谷治美 プリザーブドフラワー講師

放課後･手芸クラブ
手芸大好き小学生の為の月１おけ
いこ。女の子の好きな可愛くて目
立つ今どきの作品を作りましょう。

藪内芳子,佐藤とも,鍵谷治美,伊藤雅子

第1（土）14:00～15:00
月額2,000円(税別)

無敵!ジークンドー「入門」

ブルース･リーが創始した究極のセルフディ
フェンス「護身術」。
五体を駆使した自己表現の道であり徒手空拳

（素手）の総合格闘術です。
あらゆる攻撃に防御の要素が
含まれており、誰でもこの
究極のセルフディフェンス

「護身術」を段階的に楽しく
習得することができます。

村上充伸 IUMA日本振藩國術館ジュンファングンフー、
ジークンドーアソシエイトインストラクター

第4（金）10:30～12:30
全3回9,000円(税別)

もっと可愛く、もっと素敵に
ペット撮影レッスン

普段のペット写真をより
可愛くワンランクアップ
の撮り方をマスターする
写真講座です。一瞬の
表情や愛らしい仕草をカメラでキャッチしませんか。

（一眼レフまたはミラーレス一眼をお持ちの方）

松岡智美 ペットフォトグラファー
日本ペットシッター協会認定ペットシッター士養成講座講師

第1（木）10:30～12:00
月額2,100円(税別)

文学と音読を楽しむ講座

語り継がれる名作、名文を読み取り、声に出して読む
ことで作品の味わいを深めましょう。すてきな言葉や
文章に触れ、声に出すことで、
脳を活性化させ聴覚
を通して脳に刺激を
与えます。

福島千佳 さくらい読書会「子ども読未知（よみち）」代表
進学塾講師

アイスキャンディーソープ
ディプロマ講座

お肌に優しいMPソープを
使用し、8種類のデザイン
を学びます。レッスンの進
め方、注意点、保管方法な
ど、高い技術を取得でき、
人に教えられる知識も盛り
込んだ資格です。

佐藤とも JDSA日本デザイン石けん協会 La momon主宰

ルルベちゃんTM 認定講師講座

★Xmas講座
･サンタのルルベちゃん★

お子さまの参加も
大歓迎！

・12/10㈰10:30～12:30
・12/16㈯14:30～16:30

ルルベちゃんを可愛くデコして、あなただけの
オリジナルを作ります。
♡本部講師認定後、レッスン･販売が可能
パーツの仕入れのレクチャーあり。

中川さよ kokorohouse主宰

ハーバリウム講師育成レッスン

今、若い女性やサロンマ
ダム達に大人気のハー
バリウムのディプロマが
３時間で取得できます。
一輪挿し、ランダムフラ
ワー、ドライフルーツ入
りの３種類の課題を学び
ます。ディプロマ到着後
からフリーレッスンの教
室開設、販売をして頂け
ます。

中川さよ 一般社団法人 日本ハーバリウム協会JHA認定講師
kokorohouse主宰

キラキラ輝く！アロマが香る！

宝石せっけん

宝石の原石をイメー
ジし、異なる技法で
2個作成します。ア
ロマの香りやカラー
はお好みで自分好み
の宝石をお作り下さ
い。プレゼントに最
適です。

佐藤とも JDSA日本デザイン石けん協会　
La momon主宰

大切な彼女･奥さま･お母様へ
ホワイトデーのプレゼント
～プリザーブドフラワーBOX

チョコレートを貰った男性陣は
「バレンタイン倍返し」という
無言の圧力に、戦々恐々とした
日々を送っているのでは？そん
な方々に朗報です！
今年の「ホワイトデー」は手の
込んだプレゼントで、女性を
あっと言わせましょう！ラッピ
ングまで指導致します。
≪プレゼント用ラッピング付≫

カルトナージュを
基本にスタイリッ
シュ＆エレガント
なファブリックイ
ンテリアがキット
を使用して簡単
に作れます。

可愛いあみぐるみを作ってみませんか。基本
から丁寧にレッスン致します。
ご希望があれば、ぬいぐるみやカントリードール、
テディベアなどもお好きな素材で作って頂けます。

見て可愛い、作って楽しい、食べて美味し
いデコ巻きずしを一緒に作ってみませんか。
ホームパーティーや季節のイベント、差し入
れに喜ばれること間違いなし！

「ヘリテージ DECO」は
今までなかった新しい
タイプのデコパージュ。
紙 ナプ キン や 専 用 の
ペーパーを使って好み
の雑貨を作ったり「切
る」「貼る」「塗る」のかんたん３ステップで、
雑貨やかばん、家具もリメイクできます。
※講師資格取得できるディプロマコースもあります。

大人になって、やりたかっ
たバレエを基礎から丁寧
に学べるクラスです。バレ
エの立ち方や姿勢を意識
しながらバーレッスンへ!!
その後、フロアで大きく
踊ります。50代60代の方
も楽しんでレッスンを受
けて頂けます。

有酸素運動である太
極拳のゆっくりとした
動きは血行を促し体を
支えるインナーマッス
ルを鍛えます。
基礎体力が得られ、自
律神経の働きや免疫
力の向上、肩こり改善、
リラックス効果も得ら
れ集中力アップ。

「よくわかる手 相の見
方」の著者が基礎から
実践的な手相の見方ま
でを実例をまじえて直
接伝授します。イラスト
ではない、実際の手相
をみることで本当の鑑
定力が身につきます。

《途中入会 OK》

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。

鍵谷治美 プリザーブドフラワー講師

温泉ソムリエ認定講座
遠間和広 温泉ソムリエ家元

四柱推命と九星気学の両方で今年のあ
なたをずばり占います。山田凰聖先生
による、占い初心者でも解かる納得の
講義です。

山田凰聖 甲斐四柱推命学院学院長

第2･4（土）
19:00～20:30
全6回 15,300円(税別)

予防医学リンパセラピスト
養成講座

ハンドマッサージテク
ニックを身につけ、肩
こり･便秘･むくみを解
消。開業、資格取得を
考えている女性におす
すめ。

解剖学に基づいた理論、技術で
ます自分の身体を知ることか
らスタート！ポールやボールを
使ってセルフで自身の身体をほ
ぐす技術を３回で習得します。

髙井里香 予防医学リンパセラピスト モンテ学院学院長

（月）13:00～14:30
全3回 13,500円(税別)

身体の歪み改善ストレッチ
車谷則子 FTP公認インストラクター ボディセラピスト

各1,500円(税別)

第3（金）13:00～15:00
月額3,500円(税別)

カルトナージュ
【LaVie Plusベーシックコース】

藪内芳子 LaVie Plus ベーシックディプロマ

第1（月）13:30～15:30 月額2,100円(税別)

かぎ針で編む
可愛いあみぐるみ
喜多朋美 ぬいぐるみデザイナー

KUMA-STATION主宰

第1（水）10:30～12:30
月額2,100円(税別)

デコ巻きずし教室
田邊有希代 日本デコずし協会

デコ巻きずし認定講座マイスター

第3（金）10:30～12:30
月額2,100円(税別)

日本ヴォーグ社･
ヘリテージDECO
橋本薫理（株）日本ヴォーグ社

ヘリテージDECO講師

第1･2･3（金）10:30～12:00
月額4,500円(税別)

大人から始めるバレエ
中谷千春 Chiharu's Ballet Class

第1･3（火）13:30～14:30
月額4,000円(税別)

太 極 拳
中馬青吾 春日伝統太極拳会長

第2･4（金）13:30～15:00
月額6,100円(税別)

基礎から学ぶ実践手相学
山田凰聖 甲斐四柱推命学院学院長

第2･4（土）
20:40～21:40
全6回 15,300円(税別)

経路ヘッドセラピスト
養成講座
髙井里香 予防医学リンパセラピスト

モンテ学院学院長

…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：2017.12.1

0744-20-302510:00～21:00

〒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

受講・体験
ご予約承ります

イオンモール橿原 3F

● 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

つまみ細工

JEUGIAカルチャー

ご予約お申込み承ります!
からもホームページ

JEUGIAカルチャーセンターは全国59会場有り［十字屋Culture株式会社／本社：京都市］

女性マージャン教室

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
お申込み
お問い合わせ

2017
保
存
版
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1/16（火）
開講

全3回
小学生女子限定

男性限定

12/22（金）かわいいリボンペン

1/24（水）まるでスイーツ
☆ドーナツせっけん

2/27（火）マカロンの
くまちゃんバスケット

3/25（日）

各日17:00～18:30

チョークアートで
MyRoomボード

リボンペン
ドーナッツ
せっけん

12/19（火）
レードルのクリスマスアレンジ

1,800円

【10歳～】
2/23（金）開講

全3回

1/20（土）開講全6回

1/20（土）開講
全6回

1/29（月）開講

6名限定

全3回

あなたのペットがモデル!
3/23 撮影会実施

カルチャー初

土曜日の夜クラス開講

1.
2.
3.

カメラの基本レッスン
実際にペットを撮影
プリントした写真の講評

レクチャー
実 践（屋外）
講 評 会

漢詩･古文･現代詩 中高生の教科書から忘れていたことを学びましょう

1日で資格取得！ 2時間で資格取得 3時間で資格取得

20,000円（材料費込・税込）

・1/11㈭ ・2/8㈭ ・3/8㈭ 10:30～15:00
1,500円（税別） 2,000円（税込）

11,800円（　　　　　）

・12/12㈫12:30～14:30 
・1 /18㈭13:00～15:00 
・2 / 8 ㈭13:00～15:00

・12/14㈭13:00～16:00 
・1 /25㈭10:10～13:10 
・2 /13㈫10:10～13:10

25,000円（税込）協会ディプロマ
15,000円（材料費込･税別）
別途5,000円（税別）ディプロマ 1,000円（税別）ディプロマカード代

『ルルベちゃんって何者？』
『巷で人気急上昇キュートな人形』

税込/受講料、材料費、
テキスト代込

平成30年の
あなたの運勢を占います

2,000円（税別）

・12/21㈭ ・1/30㈫ ・2/15㈭
 10:30～12:30

3,050円（税別）

・1/5㈮
 13:30～15:00

1,500円（税込） 2,000円（税別）

・3/3㈯ 19:00～21:00
2,000円（税込） 24,840円（税込･教材費･認定料込）

・3/25㈰ 13:00～17:00

TVでも話題の人気の資格

温泉愛好家の皆様へ

●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

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。

ディプロマ発行可。
2,000円税別（ ）

マッサージ･整体に頼らない身体づくり！

1/29（月）下半身のむくみを解消する 腰痛改善

2/ 5（月）肩こり、四十肩、五十肩に効く

2/19（月）正しい姿勢と歩き方

痛みのない体を手に入れよう!

【18歳～】

（ディプロマ発行可。2,000円税別）

※ディプロマコースもあります。お問合せ下さい。

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

シンデレラの青いドレス
ベルの黄色いドレス
ラプンツェル風
お花いっぱいのピンクのドレス

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

シンデレラの青いドレス
ベルの黄色いドレス
ラプンツェル風
お花いっぱいのピンクのドレス

シンデレラの青いドレス
ベルの黄色いドレス
ラプンツェル風
お花いっぱいのピンクのドレス

シンデレラの青いドレス
ベルの黄色いドレス
ラプンツェル風
お花いっぱいのピンクのドレス

奈良でジークンドーが習得できるのは唯一ここだけ！

※ディプロマを取得後ClassAの認定校として、体験レッス
ン、ディプロマコースを開催できます。

あなたも講師に! 教室開講できる最新の資格


