
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。

3/17（土）,4/7（土） 1,000円
1,296円

3/14（水）,3/28（水） 1,850円 3/22（木）,3/29（木） 3,000円 3/19（月）13:00～ 2,500円 3/15（木）,4/5（木） 2,050円 3/30（金）13:00～ 2,000円
3,500円

春の無料体験会実施！ 3/31（土）10:30～ 1,000円3/22（木）,4/12（木） 500円 1,800円3/20（火）,3/27（火） 1,500円3/10（土）,3/24（土） 3/5（月）,3/12（月）,4/9（月）

レードルのアレンジ 3/30（金）10:30～ 1,500円
1,500円3/16（金）,3/30（金）500円1,000円（通常2,300円）

3/31（土）14:15～

3/31（土）10:30～
2,000円
1,200円

3/29（木）10:30～
ミニポーチ

3/28（水）19:00～1,550円3/22（木）,4/12（木）

3/29（木）13:30～14:301,800円 3/30（金）11:00～12:003/30（金）13:30～14:30

1,000円（通常2,000円）レンタル無料

3/31（土）14:00～

3/30（金）19:15～ 2,000円2,000円3/27（火）,4/10（火）3/22（木）,4/26（木）
1,000円（通常2,200円） 500円　 3/20（火）13:30～

◆お花チャーム◆ 3/16（金）15:15～
1,500円（通常3,000円） 2,000円

2,000円

カメラ簡単テクニック

500円
3/23（金）19:30～3/28（水）デトックス解毒の薬膳, 4/25（水）

2,800円 1,000円3/16（金）19:00～ 2,000円

佐伯式ローションパック
1,000円（通常3,050円）

1,000円
（通常3,050円）

1,000円
（通常1,550円）

無料説明会

無料説明会
3/28（水）10:30～

3/29（木）11:00～
1,000円

1,000円
（通常2,000円）

フロアマップ

JEUGIA
カルチャーセンター

新クラス（入門）開講に
向けて春の体験会実施！

4/18（水）開講

奈良でジークンドーが
　習得できるのは
　　唯一ここだけ！

リンパボディケア
伊沢夏子 NPO法人日本セラピスト認定協会公認準教職員兼セラピスト

（社）日本アロマ環境協会認定アロマインストラクター

喜光寺住職･薬師寺長老

6/28㈭9:00～12:00
［会員］3,268円（税込/保険料･拝観料込）【受講料】

9:00喜光寺（奈良市菅原町508）近鉄尼辻駅下車徒歩約10分集合
［一般］3,592円（税込/保険料･拝観料込）

行基ゆかりの喜光寺
～蓮の花に囲まれて法話と
　 太極拳で癒しのひととき～

行基菩薩入寂の寺として、美しく咲き誇る蓮
の花で有名な喜光寺。まずは山田法胤住職の
法話を聴き、心を癒された後は色とりどりの
蓮に囲まれて“太極拳”で心もカラダもリラッ
クス。講座の最後には本坊にてお抹茶も頂き
ます。また、この時期限定でご開帳される秘
仏「宇賀神像」も拝観することができます。

一般社団法人日本ハンドケア協会
ハンドケアセラピスト認定講座

ハンドケア（ハンドマッサージ）は、最
もシンプルな癒しの技です。親しい人
はもちろん、医療や介護の現場、子供
へのスキンシップ等々において自然と
相手と触れ合うことができます。
1日で資格が取得でき、誰でもその日か
らすぐに行えます！確かな技術と正し
い知識でやさしい心を伝えましょう♪
※ハンドケアセラピスト認定講座は、自身のケア、ご家族、ご友人など、

身近な方に対して行うハンドケアの習得を目的とします。

吉崎千恵

山田法胤 春日伝統太極拳会長中馬青吾

ソフィアフィトセラピーカレッジ
ハンドケアインストラクター

時短家事コーディネーター
Basic資格認定講座

時短家事コーディネーターは、時短家
事のスキルを修得した「暮らしのコー
ディネーター」で、家事と仕事の両立
に悩む方をサポートできる資格です。
Basic 講座では、完璧な家事を目指すのではなく、上
手に力を抜きつつ、素敵に暮らせる時短家事のメソッ
ドとスキルの基礎を学べます。
※資格認定は NPO 法人住環境デザイン協会が行います。

柴田祥子 時短家事コーディネーター認定講師

春休み

1日鉄棒マスター教室

みんなで苦手を克服し
よう！
逆上がりや前回りの、
基礎とコツを学びます。
また、いろんな運動遊
びを体験することで、
運動する楽しさや喜び
を感じて下さい！

カワイ体育教室専属専任講師

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

春からはじめよう！書道教室

（水）10:30～11:30
月額7,400円（税別）

フラメンコ 入門

楽しみながらゆっくり基
礎からはじめましょう。
年齢に関係なく楽しめ
ます。

上島 繭 フラメンコ講師

第2･4（木）
18:00～19:30
月額6,000円（税別）

楽しい韓国語

韓国旅行でお買い物、食
事の注文などに使える、
日常会話中心のレッスン
です。
レッスンに慣れてきた頃
には鶴橋などでの課外授
業も予定しております。

李 惠賢（イ･ヘヒョン）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（木）
19:30～21:00
月額4,100円（税別）

お勤め帰りの
フラダンス･入門

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♪♪

カオヒナニ森重フラスタジオ インストラクター

第1（金）13:00～15:00
月額2,000円（税別）

癒しのインテリアフラワー

オランダで花は“人生を彩るパートナー”とな
る存在です。
生花にプリザーブド、ポット苗など様々な素材
を使ってホームフラワーを
楽しみましょう。
季節に合わせて暮らしを豊
かにするフラワーデザイン
を楽しむ趣味のクラスです。
※資格取得コース『DFAダッチフラ

ワーアレンジメント』もあります。

櫻井千華 AtelierMille-Fleur主宰

月額4,500円（税別）

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。

※他の年齢のクラスの体験日、
時間はお問合せ下さい

鈴木佳子

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

月額7,200円（税別）

（火）19:00～20:00（火）18:00～19:00（火）17:00～17:55
幼稚園 小1～小4 小5～中学

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

桧垣バレエ団プリマバレリーナ、小西裕紀子が指導致します。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。

小西裕紀子（社）桧垣バレエ団主宰

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

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

2018今どき女子の
オートクチュールドール

セレブサロンで話題のオートクチュールドールは、
今注目度NO.1のディプロマ。
※フリーレッスンもお好きな日程で受講できます。

日時はご相談下さい。［受講料 5,000 円（材料費込）］

中川さよ kokorohouse主宰

第3（火）10:30～12:30
全3回 6,300円（税別）

前回大人気プリンセスシリーズ第 2 弾！
シンデレラカラーの小物を作りましょう。

第1･3（金）
15:45～16:35
月額3,100円（税別）

～はじめてのおけいこ～
可愛いバレリーナ

バレエのごあいさつ
からはじまり、音楽に
合わせて楽しくステッ
プをふみましょう。

中谷千春 Chiharu Ballet Class

シンデレラシリーズ･第2弾
fluer misakiの

鍵谷治美 プリザーブドフラワー講師

第2･4（土）
14:15～15:15
月額4,600円（税別）

楽しく書けるようになる
小学生のため作文教室

自分の気持ちや考えを自分の言葉で伝える方法を
実践的に学びます。作文が苦手なお子様でも楽し
くご参加頂けます。

福冨洋子 教育コミュニケーション協会認定
キッズ作文トレーナー

第4（日）10:30～11:30
全3回 6,000円（税別）

かけっこ教室

腕の振り方やスタートの姿勢など、かけっこが
速くなるフォームを身につけて走る事が楽しく
なります。

別府真樹 Beeスポーツ代表

第3（木）10:30～12:30
月額4,000円（税別）

ジュエリーバッグ

大人女子に大人気のジュエリーバッグ。ビニール素材のテー
プを使ってどなたでもクオリティの高いバッグが作れます。

中森万紀 AJBジュエリーバッグ協会認定講師

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

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

お申込み
お問い合わせ

ご予約承ります

ホームページからも
お申し込み承ります。
JEUGIAカルチャー

JEUGIAカルチャー
ホームページからもお申し込み承ります。

●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。

入会と受講のご案内

…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。

色々なジャンルで
ご活躍されている
講師の方々を随時
募集しています。
詳 細 は、JEUGIA
カルチャーセンタ
ー ホ ー ム ペ ー ジ

「講師募集」ページ
をご覧下さい。

〒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
講師募集

0744-20-3025
《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、イベント案内のご案内を差し
上げる場合がございますので、ご了承ください。

JEUGIAカルチャーセンターは全国58会場有り
［十字屋Culture株式会社／本社：京都市］

体験・見学も承ります!
ご入会受付中ご予約

承ります10:00～21:00

2018

春期号
講座案内

保存版

第4（水）
19:00～20:00
月額2,500円（税別）

プロに教わる マジック教室

マジックは最高のコミュニケー
ションツールです！一人一人に
必ずマジックが演じれるように
します。解りやすく、プロが実
際に演じているマジックを丁寧
に教えます。

マジシャン･ヘラン
韓流ファンタスティックイリュージョニスト

第2･4（木）
10:30～11:30
月額3,100円（税別）

バランスボールエクササイズ

バランスボールエクササイ
ズは、ボールにすわって弾
む有酸素運動です。
こどもさんを抱っこしなが
らでも OK ！

Lisa 一般社団法人体力メンテナンス協会認定 指導士養成講師
LISA PARK代表 理学療法士

第2（木）13:30～15:00 
全3回 9,000円（税別）

佐伯式美肌塾
美容家･佐伯チズが自ら実践する「一生役立つスキンケア」　
今よりキレイな10年後のために今日から始めましょう。

仲谷富美子 佐伯チズ公認インストラクター

第4（金）11:00～12:30
全6回18,300円（税別）

よくわかる
タロット占い

現役鑑定士の鑑定秘話
や実践テクニックなど
面白おかしく講義。人
生のお悩み解決を紐解
くタロットカード占い
で未来設計、進むべき
方向の目安を。

甲月あさ美 甲斐四柱推命学院助教授

第2･4（金）
13:30～15:00
月額6,100円（税別）

よくわかる
四柱推命占い

現役の鑑定士でもある講師
が、実践で得た秘法を交えて、
基礎から鑑定まで、楽しく分
かり易く指導します。

山田凰聖 甲斐四柱推命学院学院長

第1（火）
20:15～21:45
全3回15,000円（税別）

ダイエットセミナー
夏までに1回痩せよう!!

夏までに痩せる為の食事
プランと自宅で出来るエ
クササイズをお伝えしま
す。3回のセミナーで段階
的に食事内容と運動内容
を変化させていきます。

藪内計太 中野パーソナルトレーニングジム
ボクノジム代表

第1･3（土）
14:00～15:00
月額4,000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1･3（金）19:15～20:15
月額5,000円（税別）

至福のYoga╳タイ古式ストレッチ

古都チェンマイ 豊富なストレッ
チテクニックとYOGAアクロバ
ティックな手法を素敵な空間で
学びます。本場タイの癒しを感
じてゆったりとしたリズムで、
全身疲労とストレス解消します。

Satoo タイ政府公認教員
タイ古式上級プラクティショナー

第2･4（火）12:00～13:30
月額5,100円（税別）

オカリナ

土から作られるオカリナで温かく
優しい音を奏でましょう。基礎か
ら始め、曲やアンサンブル練習に
進んでいきます。体験時の楽器は
無料でお貸しします。

佐々木一真 オカリナ奏者

第4（木）
10:30～12:00
月額2,200円（税別）

パステル和（NAGOMI）アート

絵心がなくても大丈夫。
指でくるくるするだけで、
どなたでも短時間で簡単
に素敵な絵が描けます。

おだにひろみ 日本パステルホープアート協会
公認正インストラクター

第2･4（火）14:00～15:30
全6回 15,300円（税別）

『腸活講座』
腸内フローラを整える

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
て学びます。

（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

第3（金）15:15～17:15
全6回18,000円（税別）

葉ちっくオリジナル
つまみ細工

つまみ細工葉ちっく主宰･葉子先生
のレッスンが奈良で受講できます。
伝統技法にアレンジを加えた新し
いつまみ細工です。 針も糸も使い
ません！《縫う》作業がなく裁縫
が苦手な方でも簡単綺麗に仕上
がります。

藤田葉子
つまみ細工 葉ちっく主宰

第3（水）10:30～12:30
全3回 9,000円（税別）

奈良の
世界遺産を撮ろう

東大寺や薬師寺など奈良の世界遺産
の寺社や名所、カフェなどで撮影実習。
座学で学んだ知識を実際に現地で使
いこなせるようレクチャーします。

栗本恵里 魅力発掘フォトグラファー

第4（金）19:30～21:00
全3回13,500円（税別）

筋膜リリース

筋膜を解きほぐす（リリース）ことで、
血流や姿勢を改善します。簡単に体
の構造について学びながら、ボールや
ポールを使って筋膜リリースを行い、
バランスのとれた体づくり、ゆがみの
改善を目指します。

noriko FTP公認インストラクター　
ボディセラピスト

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1･3（金）
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。

（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

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2018.2.5

イオンモール橿原

癒しのインテリアフラワーPic
kUpPickU
p こども空手道教室Pic

kUpPickU
p ステンドグラスPic

kUpPickU
p ＤＩＹクラフト講座Pic

kUpPickU
p

資格講座はHPでも多数掲載中

ハーバリウム講師
育成レッスン

人気のディプロマ！
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。

人気のディプロマ！
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。

・3/23㈮・4/16㈪ ・5/25㈮・3/23㈮・4/16㈪ ・5/25㈮
15,000円（材料費込･税別）

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

3時間で資格取得

・3/19㈪ 13:00～16:00
・4/19㈭ 12:00～15:00
・5/17㈭ 12:00～15:00

・3/19㈪ 13:00～16:00
・4/19㈭ 12:00～15:00
・5/17㈭ 12:00～15:00

・3/28㈬ 13:00～16:00
・4/22㈰ 13:00～16:00
・5/21㈪ 13:00～16:00

・3/28㈬ 13:00～16:00
・4/22㈰ 13:00～16:00
・5/21㈪ 13:00～16:00

10,741円（税別） 5,400円（税別）

10,741円（税別） 5,400円（税別）

中原由賀里 ロイヤルセラピスト協会認定講師

ボタニカルヘッドスパ初級講座
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！

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。

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。

・3/29㈭
・4/29㈰・5/10㈭
 10:30～17:30

・3/29㈭
・4/29㈰・5/10㈭
 10:30～17:30

①3/29㈭10:10～12:10 ②4/2㈪12:30～14:30
①5/21㈪10:10～12:10 ②5/24㈭10:10～12:10
①3/29㈭10:10～12:10 ②4/2㈪12:30～14:30
①5/21㈪10:10～12:10 ②5/24㈭10:10～12:10

16,000円（税別）

5,820円（税込）（テキスト、ライセンス発行料）

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

一般社団法人 梨桜フラワー･カラーセラピー協会本部講師

カラーセラピーとは、色
彩の持つ心理的効果を利
用して、心と身体のバラ
ンスを整えていくヒーリ
ングシステムで、様々な
業界で注目されています。
看護、介護、美容、ファッション、フラワーなど
様々な職場で役立てることができます。

カラーセラピーとは、色
彩の持つ心理的効果を利
用して、心と身体のバラ
ンスを整えていくヒーリ
ングシステムで、様々な
業界で注目されています。
看護、介護、美容、ファッション、フラワーなど
様々な職場で役立てることができます。

中川美知

中川さよ kokorohouse主宰

1日で資格取得！

1日で資格取得！

M-Style Luxeリボン
認定講師ディプロマ講座

バレッタやカチャーシャな
ど10アイテムのリボンを
作成。
サロン開校、人気ネット
ショップもOPENできます。

バレッタやカチャーシャな
ど10アイテムのリボンを
作成。
サロン開校、人気ネット
ショップもOPENできます。

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。

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。

・3/18㈰・4/15㈰・5/13㈰
 10:30～19:00（休憩1時間含む）
・3/18㈰・4/15㈰・5/13㈰
 10:30～19:00（休憩1時間含む）

15,000円（税別）

5,400円（税込）

川口恭子 M-Style Luxe Ribbon認定講師

1日で資格取得！

30,000円認定料

3,500円（税込）テキスト･修了証代

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。

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。

・3/30㈮10:15～15:15
・4/22㈰・5/27㈰・6/24㈰13:00～17:00
・3/30㈮10:15～15:15
・4/22㈰・5/27㈰・6/24㈰13:00～17:00

11,112円（税別） 2,500円（税込･テキスト･オイル代）

大塚裕美 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

1日で資格取得！

･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

10,800円（税込）（希望者のみ）認定料別途5,000円（税別）ディプロマカード代1,000円（税別）ディプロマ

ルルベちゃんTM認定講師講座

・4/22㈰ ・6/24㈰
21,600円（税込）※テキスト代･認定料含む

5,400円（税別）
10,800円（税込）材料費、テキスト代、認定料

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

・3/21㈬ ・4/29㈰ ・5/27㈰
10:15～17:15

12,454円（税別） 11,660円（税込）

・3/25㈰ ・4/8㈰ ・5/20㈰
 10:30～16:30

12,454円（税別） 11,660円（税込）

・4/1㈰・5/13㈰10:30～16:30
8,500円（税別）

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！

1日で資格取得！
カラーを使ってストレス解消･パワー補給！

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）

・7/1㈰,7/15㈰
  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

かけっこが速く
なりたい子の為の 春の特別教室

全3回
4/22（日）

開講

4/13（金）
開講

4/3（火）
開講

4/27（金）
開講

全6回

4/5（木）
開講

全6回

全3回

4/10（火）
開講

全6回

全3回

4/12（木）開講
全3回

4/20（金）開講
全6回

4/6（金）開講
全6回

4/27（金）開講
全3回

4/17（火）開講
全3回

【年長～小6】

【10歳～】

【小3～小6】 【3歳～】

チズ流キレイになるための法則＆困ったときのスペシャルケア

･紫外線に負けないお肌作り
･基本のお手入れ＋シミケア
紫外線対策とシミ重点ケア

･クレンジング～ローションパック～整肌（実技）
･皮膚の構造と役割
今日から肌が変わる基本のテクニックⅠ

Ⅱ

Ⅲ

お子様
連れＯＫ

3/28はマジックショーも
お楽しみ頂ける無料体験会！
3/28はマジックショーも
お楽しみ頂ける無料体験会！

通いやすい月2回の
お稽古。

Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ

シンデレラカラーの
ハーバリウム

ガラスの靴
シンデレラの馬車

・3/30㈮ 13:30～16:30
・4/12㈭ 10:10～13:10
・5/27㈰ 10:10～13:10

1日
講座

11,000円（教材費込･税込） 4,000円（税込）認定料

今年の春のオトナのおしゃれドールはこれ！

残席わずかの為今回は先着6名

腸セラピーの驚くべき効果！

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！

･ 6月 梅雨の体を養う薬膳
･ 5月 心のための薬膳
･ 4月 インナービューティーな薬膳
カリキュラム例

講座

講座

【6ヶ月～年長】 【4歳～小6】 【小学生～】 【2歳～小6】

【3歳～】

Babyクラス
大募集！ 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

3/26㈪
1,600円（税別）

1日
講座

1日
講座

・3/31㈯ ・4/22㈰ ・5/30㈬

22,140円（税込） （※受講料･認定料･教材費込み）

1日
講座

新･年中、年長

入 門

新･小1～3
13:00～14:00
14:10～15:10

会員価格

【年長～小6】

4 大気圧のふしぎ実験月

5 食べ物びっくり実験月

6 電池電気おもしろ実験月

暮らしの
筆ペン

小笠原不求
第2･4（月）
13:00～15:00
月額4,100円

美文字レッスン
福井青藍

第2･4（月）17:30～19:30
月額4,100円

こども書道教室
福井青藍

第2･4（月）
17:30～19:30
月額3,100円

筆ペン･ペン習字で書く
日常書道

小笠原不求
第1･3（水）10:30～12:30
第2･4（金）10:30～12:30
月額4,100円

こども書道
峯本泉霞

第1･3（火）
16:00～18:00
月額3,100円

筆ペンと
　　ボールペン

峯本泉霞
第1･3（火）19:00～21:00
第2･4（土）14:00～16:00
月額4,100円

初歩の書道
峯本泉霞

第1･3（火）
13:30～15:30
月額4,100円 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

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

体験セミナー実施!

～自分も人も癒せるデトックスセラピー

第1（木）11:00～12:30,13:30～15:00
全6回12,600円（税別）

 

★最後のレッスンでアロマブレンドオイルを手作りします。
お顔のリンパケア
小顔、すっきりフェイスラインに導く
下腹部～ウエスト～腰のまわりのリンパケア
便秘、冷え性、下腹部のもたつきに効果的
首～肩～デコルテのリンパケア
肩こり、頭痛、眼精疲労に効果的
手の平～前腕～二の腕のリンパケア　
すっきりシャープな腕に導く
膝上～太もも～ヒップのリンパケア　　　
女性の大敵セルライトに効果的
足裏～ふくらはぎ～膝上までのリンパケア　

“冷え性・むくみ”に絶大な効果

第6回

第5回

第4回

第3回

第2回

第1回

毎回大人
気!

春の新ク
ラス開講

！

定員10名
毎回大人

気!

春の新ク
ラス開講

！

定員10名

申込締切6/20㈬

申込締切
各3日前

申込締切
各10日前

10:30～16:30
（休憩1時間含む）

♡フリーレッスンをご希望の方、日時ご相談下さい。

リボンのプロを目指す！

『人気アクセスNO.1ディプロマ』

♡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。

♡フリーレッスンをご希望の方、日時
ご相談下さい。

カラーセラピーソムリエベーシック講座
日本スカーフ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！

スカーフコーディネーター
ベーシック認定講座

・3/21㈬ 13:30～17:30
・4/ 8 ㈰ 13:30～17:30
・5/27㈰ 12:00～16:00

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

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

・3/21㈬ 10:30～12:30
・4/ 8 ㈰ 10:30～12:30
・5/27㈰ 16:30～18:30

10:30～17:30（休憩1時間含む）

10:10
～13:10

習
い
ご
と

は
じ
め
ま
せ
ん
か
。

習
い
ご
と

は
じ
め
ま
せ
ん
か
。

体
験
・
見
学
・
新
規
入
会

お
申
し
込
み
受
付
中
で
す

早割 2018年

3/31㈯
期間

ま
で

入会金1,000 割引（税別）

円

※一部、割引対象外の講座あり。 ※他の割引との併用は出来ません。

体験当日にご入会の方は（または体験なしでご入会の方）お得な

割引!


