
1/5（土）,1/19（土） 1/24（木）
2,800円（通常3,000円） 1,080円 12/23（日）

12/19（水）,1/16（水） 2,000円（通常2,500円）12/15（土）,1/5（土） 1,000円（通常2,000円） 1/20（日）11:00～13:00 2,000円
3,030円（材料と道具代）

12/23（日）,1/27（日） 2,200円
1,080円 12/8（土）,12/22（土）2,300円12/10（月）,12/24（月）2,000円 12/20（木）,1/17（木）2,050円

無料体験会
（通常1,550円） 無料説明会

1/14（月）
無料説明会

・12/16㈰ 14:00～15:00
・12/24㈪ 10:30～11:30
・12/16㈰ 14:00～15:00
・12/24㈪ 10:30～11:30

・12/25㈫ 16:00～18:00・12/25㈫ 16:00～18:00

・12/19㈬ 10:30～12:30・12/19㈬ 10:30～12:30

ダンスを踊ろう♪

大人も子供も初心者も大歓迎！
“ダサかっこいい”話題の「U.S.A」
ダンスを踊ろう♪
忘年会、新年会に向けて完コピします!!

YUKARI ダンスインストラクター

第1（水）13:00～14:00
全3回 7,500円（税別）

顔ヨガ講座
～表情筋エクササイズ～

「下がった口角」「垂れたまぶ
た」「二重アゴ」、まだ諦めない
でください。高津文美子式顔
ヨガで表情筋を鍛え、若々し
い表情を取り戻しましょう！
3回集中講座で見た目年齢
マイナス5才へ！

AKKO 高津文美子式フェイシャルヨガ認定
アドバンスインストラクター

あなたもピアニスト♪
ピアノレッスン

第3（日）10:15～13:00
月額3,300円（税別）

～壊れた器が蘇る～「金継ぎ」

破損してしまった大事な
器、陶磁器や漆器、硝子器
が蘇ります。
「金繕い」や「金直し」とも
いい、割れた部分を継ぎ、
欠けた部分を成形し、その
部分に金銀の化粧を施し
器を修繕する技法です。

アメリの靴屋byAmelieR

女性の好きが詰まったハンドメイド
M-StyleLuxe オリジナルリボンア
ワード2018の優秀賞受賞作品！お
靴から全てリボンで作り上げてい
くトゥシューズリボンチャーム！
販売･レッスンご希望のディプロマコース
はお問合せください。

平成31年の
あなたの運勢を占います

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

冬休み
1日鉄棒マスター教室

冬休み中に苦手を克服しよう！
逆上がりや前回りの、基礎とコツを学びます。

おひるねアート
冬の特別撮影会

赤ちゃんに背景や小物をつけて
撮影するアート写真「おひるね
アート」。今だけの可愛くキュー
トな写真を撮ってみませんか。

そば打ちが初めての方は
基本を 5回で学びます。
毎回打ち立てのお蕎麦を
その場で試食！
ご自身で打った 3人前の
お蕎麦をお土産としてお
持ち帰り頂けます。
《途中入会可》

カナ付き楽譜と鍵盤シールで音符が読めなく
ても簡単にピアノが弾けるようになります。
楽しみながらの
指運動は脳の活
性化にもつなが
ります。

歌謡曲、フォークソング、ポップスなど 60
年代～80年代のヒットソングを一緒に歌
いましょう。懐かしいあ
の頃に戻って楽しく歌
いましょう。楽譜が読
めなくても大丈夫です。
初心者大歓迎！

身体の歪みを整え、経路･
ツボの位置を正しい位置
に戻す事により、リンパ･血
行の流れを良くします。ハ
ンドマッサージテクニック
を身につけ、肩こり･便秘･
むくみ等の症状を解消。
家族の健康や、開業、資
格取得を考えている女性におすすめの講座です
（ディプロマ発行可2,000円税別）

第4（日）13:00～15:00
全5回 11,000円（税別）

そばうち講座《入門》
西 龍治 信濃屋そば製粉株式会社認定講師

らくらくピアノⓇ

友清佳子 全日本らくらくピアノⓇ協会

第2･4（月）
10:30～15:00
【1回30分】
月額4,500円（税別）

第2･4（土）
13:30～15:00
月額4,600円（税別）

ロシア武術システマ
丸山雄俊 インストラクター

第1･3（木）
12:00～13:00
月額4,100円（税別）

思い出の青春ソングを歌おう♪予防医学
リンパセラピスト養成講座

長谷川恵美 ボストン音楽院留学、プロ歌手
髙井里香 予防医学リンパセラピスト、

モンテ学院学院長

第2･4（月）12:00～13:30
全6回 15,300円（税別）

HIPHOPダンス

音楽に合わせて身体を動かしてみ
よう。一人一人に分かりやすく基
礎から教えていきます。一緒に踊っ
てみませんか。

MAOO Jump up!! 主宰

第1（木）10:30～12:00
全3回 9,000円（税別）

魔法の発酵食セミナー

痩せて、病気になりにくく、健康な腸作りを3ヶ月で学び
ます。腸食チェックシートを使った実践コースです。

北村 愛 発酵食スペシャリスト
糀と野菜の料理 花 オーナーシェフ

第2･4（日）
10:30～12:30
月額6,200円（税別）

手作り犬服教室 入門講座

「愛犬に手作りの服を着せたい！」
「犬服作りの基礎を学びたい！」
「犬服を作っているけど、自己流でなんとなく自信が無い！」
そんな方のお手伝いをさせて頂きます。
入門講座ですので洋裁初心者の方でも安心して学べます
《途中入会可》

秋山美佐枝（社）日本ペット服手作り協会 ドッグウェアクリエイター認定講師 
手作り犬服教室 「Miesa」

イオンモール橿原
● 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ご予約
承ります

お申込み
お問い合わせ ホームページからもお申し込み承ります。パソコン・スマホ・携帯電話で➡ JEUGIAカルチャー

2018
保存版
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満65歳
以上の方は入会金無料 ※シニア割をご利用の場合、ご入会手続きの際に

　年齢確認のできる身分証明書をご提示ください。シニア割 家族割 入会金半額ご家族は
1日講座もあります!
入会不要の入会不要の

3F

葉ちっくオリジナルつまみ細工Pic
kUpPickU
p 福を呼ぶ韓国民画Pic

kUpPickU
p ジュエリーバッグPic

kUpPickU
p さぁ、薬膳を始めましょうPic

kUpPickU
p

月額3,100円（税別）

第1･3（土）

17:50～18:50小3～中学生
16:50～17:50年少～小2

【痩せる】善玉菌を増やす

【腸温め】温腸ケアで冷え症改善

【免疫力アップ】アレルギー解消効果

1月

2月

3月

全3回

全5回

1/30（水）開講

1/13（日）
開講

満席につき

（日）クラス新設

定員5名
先着順

山下智子 L’atelier chouchou主宰

プリザーブドフラワー講師鍵谷治美

AtelierMille-Fleur主宰櫻井千華

未生流中山文甫会家元准目代、総教授、教務幹事、未生流中山文甫会家元准目代、総教授、教務幹事、

華務職 教授華務職 教授

佐道つゆ子

バスボム講師
mayumi

たかはしまゆこ 一般社団法人日本おひるねアート協会認定講師 カワイ体育教室専属専任講師

・12/11㈫ ・12/18㈫ 
  20:00～21:00
・12/11㈫ ・12/18㈫ 
  20:00～21:00

1,500円（税別）

【3歳～】

【年少～中学生】

栗原蘇秀
花村邦子

監修 漆芸伝承の会主宰
認定関西地区講師

今年の年越しは手打ちそばで！

中高年から
始める

奈良でシステマが習得できるのは
唯一ここだけ！
システマは呼吸やリラック
スを重視した実践武術で
す。年齢、性別問わず
老若男女誰でも楽し
く習得できます。

1/21（月）開講 全6回

あの青春の歌をもう一度～

2,500円（税別） 2,500円（税込）

2,000円（税別）

1,500円（税別）

1,800円（税込）

3,780円（税込）

・12/26㈬ 13:00～16:00
・ 1 /23㈬ 10:30～13:30
・ 2 /13㈬ 13:00～16:00

・12/26㈬ 13:00～16:00
・ 1 /23㈬ 10:30～13:30
・ 2 /13㈬ 13:00～16:00

・12/18㈫ 16:00～18:00
・12/21㈮ 13:30～15:30
・12/18㈫ 16:00～18:00
・12/21㈮ 13:30～15:30

・12/ 7 ㈮ 13:30～15:30
・12/16㈰ 13:00～15:00
・12/ 7 ㈮ 13:30～15:30
・12/16㈰ 13:00～15:00

1,500円（税別） 1,500円（税込） 2,500円（税別） 1,500円（税込）

2,000円（税別）2,000円（税別）

3,000円（税込）

2,300円（税別）
・12/26㈬ ・1/27㈰ ・2/24㈰ 13:30～14:30・12/26㈬ ・1/27㈰ ・2/24㈰ 13:30～14:30

3,050円（税別）
・1/4㈮13:30～15:00

・12/24㈪

1,600円（税別） 

年中･年長

小1～3
11:40～12:40

10:30～11:30

12 月
1月
2月

年賀状･母子手帳
バレンタイン･不思議の国のアリス
ひなまつり･春の公園

特
別
講
座

お
正
月

X
mas

《先着8名》

【2ヶ月～1歳半】 【年中～少3】

【大人】ク
リ
ス
タ
ル
ボ
ト
ル

 

ハ
ー
バ
リ
ウ
ム

星のクリスマスリース

クリスマスツリーの
バスボム
クリスマスツリーの
バスボム

お正月花いけ花教室お正月花いけ花教室 お
し
ゃ
れ
し
め
縄
飾
り

お
し
ゃ
れ
し
め
縄
飾
り

未生流未生流

・12/23㈰ 15:30～17:30・12/23㈰ 15:30～17:30
〔各講座〕

早川起松早川起松

銀座スタジオエス認定講師 SugarBaby銀座スタジオエス認定講師 SugarBaby
田中昌美田中昌美

山村御流山村御流

1･3（土）
10:30～16:00【1回30分】
月額5,100円（税別）

ピアノが弾ける楽しみをあなたに♪
お子様は、リズム、歌、聴音を取り
入れた教材で基礎から丁寧に指導し
ます。大人の方は弾きたい曲をマス
ターしましょう。初心者大歓迎です。

吉川友里恵
大阪音楽大学 音楽学部器楽学科 ピアノ専攻 卒業

全3回

1/31（木）
開講

《途中入会可》


