
6/15（金）,7/6（金）1,550円
6/9（土）,6/30（土） 6/30（土）,7/7（土）

1,296円1,000円200円1,550円 6/18（月）,6/25（月）,7/2（月）

6/28（木）,7/12（木）
500円1,000円

6/17（日）,7/1（日）1,550円

6/16（土）,7/7（土）
※防具レンタル無料2,000円 6/27（水） 1,000円程度

2,500円 6/18（月）,7/2（月）2,000円
6/17（日）,7/1（日）
6/21（木）,7/5（木）2,050円

7/5（木）10:30～,7/19（木）12:00～
6/14（木）,6/28（木）2,050円2,000円

6/21（木） 梅仕事いろいろ
800円2,800円6/22（金）,7/13（金）1,550円

無料
体験

・8/26㈰,9/2㈰
 10:30～18:00
・8/26㈰,9/2㈰
 10:30～18:00

第1･3（金）15:45～16:35
月額3,100円(税別)

可愛いバレリーナ
～はじめてのおけいこ～

通いやすい月2回のお稽古。
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

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

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

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3,100円(税別)

第1･3（日）

キッズ英語
Brandleyの

小さな時期に、外国人講
師の生の英語の発音に
触れることで英語脳を
鍛えることができます！

Akinyele Brandley
公立学校ALT講師

ピアノ教室
庄司 縫子

月2回…月額￥5,100（税別） ￥1,000
第1･3（日）10:00～14:00 ［個人30分］
日曜日

白藤 望

月2回…月額￥5,100（税別） ￥2,000
第1･3（月）10:30～21:00 ［個人30分］
月曜日

川邊 由布子

月2回…月額￥5,100（税別） ￥2,000
第2･4（金）17:00～21:00 ［個人30分］
金曜日

竹本 明香

月2回…月額￥5,100（税別） ￥2,000
第1･3（土）17:00～21:00 ［個人30分］
土曜日

第1･3（土）14:00～15:00 月額4,000円(税別)

ジークンドー「入門」無敵!

大人気 !! 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。

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

パソコン教室

基本を大切に、電源の
入れ方からマウスの操
作。何度でも質問OK。
ワード、エクセルを基本
にのんびりとパソコン
に触れて慣れましょう!
デジカメやネット、年賀
状にもチャレンジ！

坂根英夫 パソコンインストラクター

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1･3（月）13:30～14:30
月額5,500円(税別)

はじめてのテルミン演奏

空間で手を動かした
ら、その通りに音が反
応する不思議な電子
楽器、テルミン。
レトロモダンな不思議
さを楽しみながら、曲
の演奏にチャレンジし
ましょう。
楽器のない方も受講
可能！

喜多計夫 テルミン奏者

第2･4（金）13:30～14:45
月額3,100円(税別)

エイジレス･ヨガ

痛気持ちいいぐらいのポーズでインナー
マッスルを刺激し、たるんだお腹やお尻
を引き上げて、重力に負けない体を目指
します！

痛気持ちいいぐらいのポーズでインナー
マッスルを刺激し、たるんだお腹やお尻
を引き上げて、重力に負けない体を目指
します！

福井菜帆 ヨガインストラクター

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1（木）10:30～12:00
全3回 9,000円(税別)

夏までに痩せよう！

リンパダイエット

「こんな優しい感じで
痩せれるなんて凄い！」
基本のケア、気になる
部分のケアを学び、確
実に変化！毎日たった
3分のケアで、今の夏
こそスッキリメリハリ
ボディをゲット♪

大本富美代 さとう式リンパケア
インストラクター

第2･4（木）
19:45～21:00
月額4,100円(税別)

カオヒナニ森重の

タヒチアンダンス

ハワイの優雅なメ
ロディに包まれ、心
も身体も美しく。
ここち良い汗を流
してリフレッシュし
ましょう。

カオヒナニ森重 カオヒナニ森重フラスタジオ主宰

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

8/2（木）
開 講
全3回

【3歳～】 【0歳～4歳】

【2歳～】

【15歳以上】

【4歳～小6】

【年長～小6】
【2歳～小6】

定員20名

定員10名

申込締切8/16㈭

申込締切：1週間前

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

0～2歳

2～3歳

3～4歳
月額3,100円（税別）

電池電気おもしろ実験月6
浮き沈みおもしろ実験月7
回転パワー実験月8

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

無料体験
実施中

Babyクラス
 大募集！

満席につき
クラス増設

英語のシャワーをあびよう～★

15:25～15:55Baby
14:00～14:303～4歳

他の年齢のクラスの詳細はお問合せ下さい。 日時はお問合せください

1回 6,000円（税別）

個人レッスンのお知らせ

中山由美子
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

パワーストーンマスターインストラクター藤本喜美子

1日で資格取得！

パワーストーン検定3級

パワーストーンって何という基礎的な知識
から、実際の身につけ方、付き合い方を学
びます。（無料鑑定付き）
※無料鑑定とは、
カウンセリング
を行い、その人
に合ったパワー
ストーンを選ぶ。
※修了証当日お渡し

2,000円（税別）

・6/30㈯・7/31㈫・8/31㈮
 10:30～12:00
・6/30㈯・7/31㈫・8/31㈮
 10:30～12:00

kokorohouse主宰
中川さよ

1日で資格取得！

オートクチュールドール
講師育成講座

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。
3体1セットでディプ
ロマを取得でき、販
売やレッスンをする
事ができます。

11,000円（教材費込･税込）

・6/22㈮・7/4㈬・8/31㈮
 10:10～13:10
・6/22㈮・7/4㈬・8/31㈮
 10:10～13:10

4,000円（税込）

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

中川さよ

3時間で資格取得！

ハーバリウム講師育成レッスン

Lana（ラナ）認定講師講座

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。

日本ハーバリウム協会の新技法Lanaのレッスンです。
資格取得者対象のワンランクUPの講座。
日時はお問合せ下さい。

15,000円（材料費込･税別）

・6/23㈯13:15～16:15
・7/ 8 ㈰12:00～15:00
・8/29㈬13:00～16:00

・6/23㈯13:15～16:15
・7/ 8 ㈰12:00～15:00
・8/29㈬13:00～16:00

ディプロマカード代 1,000円（税別）
5,000円（税別）

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！

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）

・6/24㈰・7/22㈰・8/26㈰
 13:00～17:00
・6/24㈰・7/22㈰・8/26㈰
 13:00～17:00

2,500円（税込）（テキスト･オイル代）

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奈良香芝校樋口まり子

2日で資格取得！

ローフードマイスター
2級講座

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。

25,000円（税別）

・6/24㈰,7/8㈰
・9/9㈰,9/16㈰
 10:30～15:30

・6/24㈰,7/8㈰
・9/9㈰,9/16㈰
 10:30～15:30

10,800円（税込）

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！

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）

・6/29㈮
・7/29㈰
・8/26㈰
 10:30～17:30

・6/29㈮
・7/29㈰
・8/26㈰
 10:30～17:30

5,820円（税込）（テキスト、ライセンス発行料）

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㈰
・9/30㈰,10/14㈰
・7/ 1 ㈰, 7/15㈰
・9/30㈰,10/14㈰

9,200円（税込）（認定料、修了証込）

日本肥満予防健康協会名誉講師
美肌食マイスター講師、健康美導塾代表廣瀬千秋

1日で資格取得！

12,454円（税別）

・6/30㈯・7/29㈰・8/26㈰
 12:30～18:30
・6/30㈯・7/29㈰・8/26㈰
 12:30～18:30

11,660円（税込）

12,454円（税別）

・6/17㈰・7/22㈰
・8/31㈮
・6/17㈰・7/22㈰
・8/31㈮

11,660円（税込）

kokorohouse主宰中川さよ

2日で資格取得！

ルルベちゃんTM

認定講師講座

5,400円（税別）
10,800円（税込）材料費、テキスト代、認定料

1日で資格取得！

一般社団法人日本アクティブコミュニティ協会認定講師

2日で資格取得！

レクリエーション介護士
2級講座

介護の現場ではレクリエーションサービ
スが重要視されています。介護や高齢者
に対する基礎知識を学び、介護レクリ
エーションを企画･提案･実施できるよう
になる事を目的とした資格です。介護に
携わっている方,
ボランティアを
したい方におス
スメです。

全2回 37,800円（税込/教材費･認定料込）

M-Style Luxe Ribbon認定講師川口恭子

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。

15,000円（税別）

・6/10㈰・7/29㈰
・8/22㈬
 10:30～19:00

・6/10㈰・7/29㈰
・8/22㈬
 10:30～19:00

5,400円（税込）

日本ベビーサイン協会認定講師永井知子

1日で資格取得！

ベビーサインの
基礎を5時間で
習得できるプロ
グラム。
修了後、協会認
定のベビーサイ
ンアドバイザーの資格を取得
でき、プレ･ベビーサイン教室
を開講することができます。取
得後のサポートも充実。

25,000円（税別）
・7/1㈰・8/31㈮ 10:30～16:30・7/1㈰・8/31㈮ 10:30～16:30

5,400円（税込）

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中川美知

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！

カラーセラピーソムリエ
ベーシック講座

アロマハンドトリートメント養成講座 整理収納アドバイザー
2級認定講座

JOPHダイエット
アドバイザー取得講座

1日で資格取得！

美肌食マイスター資格講座

スカーフコーディネーター
ベーシック認定講座

ベビーサインアドバイザー
育成プログラム

実践保育力検定 
Basic Class認定講座

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。

8,500円（税別）

・6/29㈮・8/19㈰10:30～16:30・6/29㈮・8/19㈰10:30～16:30

3,500円（税込）

整理収納教育士代表魚林佐紀子

1日で資格取得！

乳幼児の成長と援
助に関する基礎知
識と、実践力を1
日の講義で集中的
に学びます。
教材には実践保育
力検定Basic Class公式教材を使用しま
す。「実践保育力検定 Basic Class」の
認定証を発行いたします。

23,000円（税別）

・7/8㈰・8/12㈰ 10:30～18:30・7/8㈰・8/12㈰ 10:30～18:30

申込締切:7日前

ディプロマ

（JHAメンバー対象）

検定を受ける方は
別途5,400円（税込）

★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

認定料 10,800円（税込）（希望者のみ）認定料 7,560円（税込）検定料

･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

10:15
～17:15

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

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≫

・6/19㈫,6/21㈭
・7/ 3 ㈫,7/12㈭
・8/23㈭,8/29㈬
10:10～12:10（6/21のみ12:00～）

・6/19㈫,6/21㈭
・7/ 3 ㈫,7/12㈭
・8/23㈭,8/29㈬
10:10～12:10（6/21のみ12:00～）

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。

『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。

リボンのプロを目指す！

30,000円認定料 テキスト･修了証代

4,320円（税込）テキスト代
3,240円（税込）認定手数料

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

・6/24㈰ 13:00～17:00
・7/18㈬ 13:30～17:30
・8/20㈪ 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

・6/29㈮ 10:30～12:30
・7/20㈮ 13:30～15:30
・8/24㈮ 10:30～12:30

・6/27㈬ 13:30～16:30
・7/25㈬ 13:30～16:30
・8/29㈬ 13:30～16:30

・6/27㈬ 13:30～16:30
・7/25㈬ 13:30～16:30
・8/29㈬ 13:30～16:30

・6/25㈪ 12:30～15:30
・7/23㈪ 12:30～15:30
・8/22㈬ 13:30～16:30

・6/25㈪ 12:30～15:30
・7/23㈪ 12:30～15:30
・8/22㈬ 13:30～16:30

10,741円（税別） 5,400円（税込）

10,649円（税別） 3,500円（税込）

中原由賀里 ロイヤルセラピスト協会認定講師

中原由賀里 シャルール主宰AEAJアロマセラアピスト　
ヘッドスパセラピスト

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！

ボタニカルヘッドスパ初級講座
1日（3時間）で資格取得！

シャルールの修了証発行

10:30～15:30
10:30～15:30

第1･3（日）10:15～12:15
第1･3（木）19:00～21:00

月額4,100円(税別)

朝クラス

夜クラス

朝クラス

夜クラス

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。


