
12/12（火）,1/9（火） 1/11（木）13:00～ 12/15（金）,1/12（金）
12/20（水）

カフェにて撮り方･アレンジのテクニック講義1,550円2,300円

12/27（水）,1/24（水） 1,000円
2,800円 12/11（月）,12/25（月）,1/8（月）

2,850円 12/18（月）,1/15（月）2,500円

12/14（木）,1/11（木）
12/19（火）,1/16（火）2,000円

500円
2,000円

体
験

12/23（土）
1 /13（土）

2,050円
300円

体
験

12/19（火）
1/16（火）

2,050円
300円

12/13（水） 2,250円
2,200円

12/9（土）,12/23（土）1,500円
12/14（木）,12/21（木）

1,000円 500円 1,650円 650円
12/19（火）,1/9（火） 12/18（月）,12/25（月）

12/9（土）,12/23（土）1,550円

12/18（月）,1/15（月）
12/20（水）,1/10（水）1,550円 12/25（月）,1/8（月）1,300円 12/16（土）,1/6（土） 1,000円

1,296円

1/31（水） 1,625円 12/17（日）,1/7（日）1,000円
12/14（木）,12/21（木）,1/11（木）

1,550円1,350円 300円
12/11（月）,12/18（月）

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。

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。

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

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人気講座！
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人気講座！

待望の入門クラス開講 !!待望の入門クラス開講 !!

第2･4（火）20:30～21:30
月額4,600円(税別)

美しいBody

美しく脂肪燃焼、体
幹力、ストレスを一
気に発散させたい。
ダイエットを目的と
した女性のボディ
メイクに特化したム
エタイメソッドで優
美な姿に。モデルや
有名芸能人がやっ
ている大人気の運動。

Satoo タイムエタイスポーツトレーナー

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。

前田恵子 モンテ学院モンテセラピスト
 腸セラピスト

第1･2･3（金）11:45～13:00
月額4,650円(税別)

リラックスヨガ
～骨盤矯正～

美容と健康の要は骨盤！
リンパの流れを良くして
からゆったりと身体を動
かしながら骨盤周りのこ
わばりをほぐし、筋肉を
強化して、歪みを整えて
いく心と身体にうれしい
ヨガです。美しく健康な
明日のために…

福井菜帆 ヨガインストラクター

第3（水）11:00～13:00
全3回 9,000円(税別)

プロに教わる
簡単スマホレッスン

スマホの知らなかった
カメラ機能、写真加工
アプリ、ちょっとした撮
影のコツ･･･目からウロ
コのレッスンであなた
の写真が変わります。
カフェで実際に撮影を
学びます。

栗本恵里 魅力発掘フォトグラファー

第4（水）10:30～12:30
月額2,800円(税別)

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〉

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2･4（月）20:00～21:00
月額5,700円(税別)

イチから始める韓国語

韓国語の基本である
ハングルから文法ま
で分かりやすく丁寧
に解説します。旅行
に使えるフレーズも
交えて実践的韓国語
も取り入れたレッスン。
韓国ドラマ好きの方も
楽しく学べます。

金 美廷（キム･ミジョン）韓国語講師

第1･3（月）10:15～12:15
月額5,100円(税別)

～脳いきいき～はじめての朗読

心地良い声とことば
で「心を繋ぐ」朗読を
始めましょう。発声か
ら表現を判り易く丁
寧にお伝えします。脳
活性効果で若々しい

「私」になりませんか。
初めての方、経験はあるけれど基礎から
学びたい方。童話、民話、詩、そして文学
作品等 朗読にチャレンジしましょう。

おうえ さちこ 一般社団法人日本朗読検定協会
プロフェッサー常任本部認定講師

第1･3（火）13:00～21:00［1回30分］
第2･4（木）12:00～21:00［1回30分］
月額6,100円(税別)

ボイストレーニング

ジャンルを問わず呼
吸法や発声法を基礎
から学びます。安定
した声を出したい、
高音が出るようにな
りたい等ご要望に基
づいてレッスン致し
ます。

西口佳宏 大阪音大声楽科専攻卒業
関西二期会準会員

おすすめ音楽講座♪

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

1/31（水）開講全3回

女性限定

ガールズ･キックムエタイ
1/25（木）開講

全6回

全6回

腸セラピーの驚くべき効果！

（ディプロマ発行可。2,000円税別）

･ 2 月 病に負けない
　　　「自然治癒力アップの薬膳」

･ 1 月 薬膳でカラダ巡りを整える
･12月 冬の養生～お正月薬膳
カリキュラム例

筆ペンとボールペン

筆ペンとボールペ
ンには共 通 点が
あり、同時に練習
することで両方と
も上達します。

峯本泉霞 暁書法学院講師

第2･4（土）
14:00～16:00
月額4,100円（税別）

第1･3（火）
19:00～21:00
月額4,100円（税別）

夜クラス昼クラス

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
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

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。

砂野あずさ 1級建築士
インテリアコーディネーター

1/10（水）
開講

※途中入会可

･ピアノ ･フルート 
･オカリナ ･マリンバ
･琉球三線 ･津軽三味線
･二胡　 ･大正琴
･ウクレレ ･ギター

･ピアノ ･フルート 
･オカリナ ･マリンバ
･琉球三線 ･津軽三味線
･二胡　 ･大正琴
･ウクレレ ･ギター
体験レッスン受付中
詳細･日時はご相談下さい。

1回 6,000円（税別）

個人レッスンのお知らせ

中山由美子

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

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）

・2/25㈰ ・3/11㈰ 10:30～15:30

9,200円（税込）（認定料、修了証込）

★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

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。

16,000円（税別）

・12/24㈰
・1 /28㈰
・2 /25㈰
 10:30～17:30

・12/24㈰
・1 /28㈰
・2 /25㈰
 10:30～17:30

5,820円（税込）（テキスト、ライセンス発行料）

日本スカーフコーディネーター協会認定講師

ロイヤルセラピスト協会認定講師髙井ゆかり

1日で資格取得！

スカーフコーディネーター
ベーシック認定講座

・12/23㈯ 12:00～16:30
・1 /14㈰ 13:30～18:00
・2 /11㈰ 13:30～18:00

8,500円（税別）
3,240円（税込）認定料
1,620円（税込）テキスト代

13,500円（税別）

5,400円（税込）認定料 1,620円（税込）テキスト代

日本ストールコーディネーター協会認定講師髙井ゆかり

1日で資格取得！

ストールコーディネーター
ベーシック認定講座

・12/21㈭ 19:30～21:30
・1 /14㈰ 10:30～12:30
・2 /11㈰ 10:30～12:30

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
中原由賀里

10,741円（税別） 5,400円（税込）

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

10,741円（税別） 5,400円（税込）

・12/15㈮ 13:00～16:00
・1 /23㈫ 13:00～16:00
・2 /25㈰ 10:30～15:30

（ランチ付）

・12/11㈪ 13:30～16:30
・1 /19㈮ 13:00～16:00
・2 /11㈰ 10:30～15:30

（ランチ付）

第2･4（土）
18:00～19:30
月額3,000円（税別）

ジュニア将棋入門

将棋の強い子 供は
かっこいい！！将棋の
マナー･ルールを基
礎から学びメンタル
の強さも身につける
事ができます。

（級取得相談可）

南 浩司 日本将棋連盟公認将棋指導員

【小学生～】

第2･4（木）
17:00～19:00
月額4,100円（税別）

こども絵画造形教室

一人一人の個性を大
切に！のびのびと絵
を描くこと、もの作り
の楽しさを体験する
ことでこども達が持
つ創造力、表現力を
のばします。

上田寛子 こども造形絵画教室
おえかきひろば講師

【4歳～小6】

（火）17:30～19:30 月額6,600円（税別）

増田絵画教室
（こども絵画）

奈良の名門増田絵画教室で絵を学びませんか、
イラストレーターやデザイナー、マンガ家
を夢見るジュニアにぴったりな教室です。

増田雅予, 増田和子 増田絵画教室主宰

【5歳～15歳】
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

【2歳～小6】

月額3,100円（税別）

0歳からの親子リトミック
當内祥子 リトミック研究センター認定講師

【3ヵ月～4歳】

月3～4回（月）16:20～17:10
（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

【2歳～6歳】
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。

竹中裕香 奈良合気会指導員、三段

窪田育弘 全日本合気道連盟理事
奈良県合気道連盟理事長、八段

【5歳～小6】

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

【年長～小6】

（水）17:00～17:50
月額6,500円（税別）

こどもクラシックバレエ

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

【2歳～】

第1･3（日）10:30～16:00［1回30分］
月額5,100円（税別）

日曜のキッズピアノ

音楽を楽しみながら、自然に力がつくよ
うレッスンします。休日にゆったりとおけ
いこしてみませんか。

庄司縫子 国立音楽大学卒業

幼稚園からの
ストリート･ジャズダンス

算数が楽しくなる
そろばん教室

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 ダンスインストラクター

【4歳～】

（月）17:50～18:50
月額5,400円（税別）

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

【年少～】

満席につき
クラス増設

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

年中～年長
16:15～17:15小1～小6

3ヶ月のお子さまからOK！3ヶ月のお子さまからOK！

第2･4（土）
11:00～11:45
11:45～12:30
10:15～11:00

3ヶ月～2歳

2～3歳
3～4歳 （月）17:30～18:20

（月）18:30～19:20
月額5,200円（税別）

初級

中級
第1･3（土）
10:30～12:00
月額3,400円（税別）

1 渦と圧力のふしぎ実験月

2 鏡のひみつ実験月

3 アツアツ冷え冷え
びっくり実験

月

音のふしぎ実験月12

【3歳～】

（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～）

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。

23,500円（修了証、教材費、税込）

・12/3㈰・1/14㈰・2/11㈰・3/25㈰
 10:30～17:30

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。

・12/18㈪・1/28㈰・2/25㈰ 

･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

11,112円（税別）

10,800円（税込）（希望者のみ）

2,500円（税込）（テキスト･オイル代）
認定料

13:00
～17:00

JOPHダイエット
アドバイザー取得講座

・12/24㈰・1/29㈪・2/18㈰ 
 10:15～17:15

12,454円（税別） 11,660円（税込）

・12/17㈰・1/21㈰・2/11㈰
 13:00～18:00

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！

・12/10㈰12:00～14:30
・1 /28㈰10:10～12:40
・2 /27㈫10:10～12:40

・12/10㈰12:00～14:30
・1 /28㈰10:10～12:40
・2 /27㈫10:10～12:40

9,260円（税別）

5,000円（税込）

大本富美代 さとう式リンパケア
公認インストラクター

さとう式リンパケア初級講座
1日で資格取得！

教材費･認定料

9,260円（税別）

5,000円（税込）
教材費･認定料

・12/25㈪15:00～17:30
・1 /28㈰13:30～16:00 
・2 /27㈫13:30～16:00

・12/25㈪15:00～17:30
・1 /28㈰13:30～16:00 
・2 /27㈫13:30～16:00

（認定証付）

筋肉をゆるめる
MRT基礎講座

1日で資格取得！

（認定証付）

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。　資格講座はHPでも多数掲載中

こ ど も 講 座


