
上記以外にも短期間で取得できる資格講座を多数ご用意しております。詳しくはＨＰをご覧ください。

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。

今すぐ！語学＆音楽

3/25（月） 1,000円(通常2,850円) 3/8(金), 3/22(金)（通常2,000円） <ギター無料レンタル可>

3/29（金） 1,000円（通常2,850円）

3/22（金）10:15～11:15
1,000円(通常3,050円）

3/15（金）, 4/23(火）

2,000円 1,000円00/00（　）00:00 ～

1,500円

3/27(水), 4/3(水) 1,650円

3/18（月）, 4/1（月）

1,500円(通常3,000円）3/15（金）

3/27（水） 1,550円

2,000円 2,200円 1,080円

1,000円(通常2,500円）
864円

1,500円（通常2,100円）
1,500円

3/24（日)13:00～

1,500円

2,500円
1,500円

3/24（日）, 3/31（日） 2,000円 <三線レンタル無料>

1,000円
500円

1,550円

1,000円
1,296円

3/26（火)無料説明会

3/27(水)（通常1,000円）

3/2(土), 3/16(土), 3/30（土）
1,550円

3/19（火）, 3/23（土） 2,050円
300円

ウェルカムボード

3/20(水)
（通常3,000円）

◆フォトフレーム◆

3/22（金）15:15～16:15
1,000円(通常3,050円）

3/18(月）, 3/25(月)

3/2（土）, 3/16（土）

3/3（日）, 3/17(日) 3/14（木）, 3/28（木）

3/23(土), 3/30(土)

3/16(土), 3/30（土）

3/11(月), 3/18(月) 3/20（水) 2,000円 3,030円(材料と道具代)
3/17（日)11:00～13:00

3/20(水)

日本メディカルアロマテラピー協会認定

ペットセルフケア
セラピスト講師講座

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

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。

・3/30（土）  ・4/6（土）
10:30～16:30
・3/30（土）  ・4/6（土）
10:30～16:30

カラーセラピーソムリエベーシック講座

8,500円（税別）
3,500円（税込）テキスト･修了証代

申込締切:1週間前

※金曜クラスは満席

안녕하세요

你好

フロアマップ

JEUGIA
カルチャーセンター

      フラワークラフト®

『ロリエフ』レベル１資格講座

全6回
4/19（金）開講

モフモフ感がたまらない♡
癒し系“モス・インテリア”
フィンランド産のプリザーブドされた
カラフル苔を使った、人気上昇中のモス。

第4（火）10:30～12:30
月額2,100円（税別）

ナチュラルな
おしゃれ空間を作る インテリア・モス
鍵谷 治美 プリザーブドフラワー講師

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。

風景写真や果物草花を前に、色のあわせ
方やタッチなどきれいに描く
ポイントを初歩から学びます。

さぁ、薬膳をはじめましょう
長谷 真由美 薬膳療法士, カフェ薬膳スタジオ美身主宰

健康生活指導士, 旬薬zenみんカフェオーナー

～壊れた器が蘇る～「金継ぎ」

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。
《級取得可》

南 浩司 日本将棋連盟公認将棋指導員

STYLEYチアダンス 【3歳～】

キラキラのポムをもってcheer up!
スタイリーでは、チアダンスの基本で
ある正しい姿勢とリズム感を養い、きれ
いな身体をつくるトレーニングを行い
ます。チーム一丸で目標に向かって楽し
みながら私たちと一緒に踊りませんか♪ 

STYLEY専任講師

第1・3（土）
10:30～11:20
月額5,000円（税別）

橿原市の名門知育教室“かんがルーム”監修

物理学者小林博士の数感・図形パズルを使った『考える遊び』を、知育の
プロ・瓶子しのぶがパズル遊びの中で空間把握能力を育てます。又
『ことば遊び』を取り入れたゲームで自ら考え表現する能力を養います。

知育コーディネーター瓶子 しのぶ

HIPHOPダンス
MAOO Jump up!! 主宰

第1･3(月)10:30～12:30
月額5,600円（税別）

1,000円（通常2,800円） 200円

水彩・色えんぴつ
森 慎司 主体美術協会会員

朗読・ボイストレーニング

朗読を通じ、心豊かに、無理のない
発声で健康な声を保つトレーニング。
声を出すことで、かすれたり、出にくく
なった声だけでなく心も元気に！

フリーアナウンサー
（元 和歌山放送アナウンサー）中山 由美子

第1･3(火)19:30～21:30
月額4,200円（税別）

きもの着付け教室・夜クラス

特別な道具を使わない手結びの着付け教
室です。「キレイ･簡単･苦しくない!」 着物
を自分で着られるようになります。初心者
さん、おさらいご希望さんも大歓迎です。

和美一品企画 代表松前 章子

はじめてのベリーダンス
ベリーダンサー＆インストラクターsonia

第2・4(金)17:00～21:00
月額6,000円（税別） 【1回50分】

基礎から学びたい方、数曲のみ
マスターしたい方、個々の目標
にあわせてレッスン致します。
弾き語りレッスン（ボイトレ）
も対応いたします。

ギターレッスン
ギター講師竹原 信

第1・3(金)20:45～21:45
全6回 15,300円（税別）

経路リフトアップ
ヘッドセラピスト養成講座

ご要望の多かった夜クラスに開講決定！！ 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。《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

イチから始める韓国語【入門】

待望の入門クラス増設!!
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。

韓国語講師金 美廷（キム･ミジョン）

葉ちっくオリジナル
つまみ細工

第3（金）13:00～15:00 
全6回 18,000円（税別）

つまみ細工葉ちっくのレッスンが
奈良で受講できるのはここだけ！
伝統技法にアレンジを加えた
新しいつまみ細工です。

つまみ細工 葉ちっく主宰小笹 葉子
・4/5(金) ・5/19(日) 
  10:30～16:00

ペットの体と心のケアとしてメディカルアロマを
安全に使う方法を教えるセラピスト育成の資格講
座です。講座終了後は「ペットセルフケア資格講座」
を開催することができます。

日本メディカルアロマテラピー協会
認定アドバイザー六車 紀代美

そばうち講座《入門》

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。  親子参加も大歓迎！

信濃屋そば製粉株式会社認定講師西 龍治

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
http://culture.jeugia.co.jp/

ホームページからも
お申し込み承ります。

きせかえドール講師育成講座

●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。

講師募集

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

《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。

ホームページからもお申し込み承ります。

2019
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JEUGIAカルチャー検索

イオンモール橿原
〒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

10:00～21:00 0744-20-3025

【2歳～】

【年少～中学生】

【高校生～】

【10歳～】

キッズクラス増設！

第1(火)10:15～12:15
月額3,100円（税別）

手作り犬服教室 入門講座
（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」秋山 美佐枝

4/2（火）
開講

4/8（月）
開講

4/26（金）
開講

4/12（金）
開講

第2・4（金）19:00～20:00
月額5,700円（税別）

第2・4(日)13:00～14:00
月額5,500円（税別）

はじめての中国語

日本人向けに研究したノウハウで、
わかりやすく「発音」を正しく習得
し、日常会話の勉強を行いながら
実用的な中国語を学びます。

学友外国語学院講師段 雅潔（ダン ガケツ）

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
甲斐四柱推命学院助教授甲月 あさ美

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3(水)19:00～21:00
全4回 12,000円（税別）

宇井 信子 和の嗜み専門家

4/17（水）
開講

短期間で和の嗜みを
身につける

第2・4（水）13：30～14：40
月額3,100円（税別）

背骨コンディショニング体操
大谷 慎二 背骨コンディショニング協会認定パーソナルトレーナー

好きな着物を着る！

第1(水)10:30～12:30
月額2,500円（税別）

お子さま連れOK!
《定員8名先着順》

オーブン不要でこねずに混ぜるだけ。生地を１日ねかせて、
トースター・フライパンで焼くだけの新しい発想の
パンづくり。講座では生地づくりと発酵した
生地を使用して成型、焼成して試食します。 

松原 ルミ おうちパンマスター

フライパンまるパン

コーンパン

【小１～6】 【３歳～】

(月)18:45～19:45
月額5,500円（税別）

kid's HIPHOP
ピースクラブダンススタジオ橿原クラス

ピースクラブインストラクター

数々のダンスコンテスト優勝し、
この世代を代表する
ヒップホップダンサー 
ほんちゃんが新講師！
ヒップホップの
基礎から応用まで、
その高い指導力に定評あり。
かっこいい振付で楽しく踊ろう♪

ほんちゃん

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

こどもピアノ教室

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。

※大人クラスもあります。

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

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

【2～5歳】

1,550円

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す
ための教育をしてい
ます。集中力・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

11:45～12:30
11:00～11:45
10:15～11:00

第2・4(土) 月額3,100円（税別）
2･3歳児
3･4歳児
4･5歳児 2,800円

1,000円

第4（水）10:30～12:30  月額2,800円（税別）

カワイ体育教室【2歳～小6】

【小学生～】

月額5,000円（税別）

15:00～16:00
10:30～11:30

月3～4回（月）
2･3歳児
年中～年長

16:15～17:15小1～小6 大人クラスも受付中
19：30～

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

英語のシャワーをあびよう～★
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！
※他の年齢のクラスはお問合せ下さい

こども絵画造形教室Brandleyのキッズ英語
【4歳～小6】

Akinyele Brandley
【2歳～】

第2･4（木）
17:00～19:00
月額4,100円（税別）

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

癒しのお花とキャンドルと
花アトリエSugａrBaby

ワンランク上、大人上品なお花の雑貨を
毎月1作品作って頂ける教室です。

銀座スタジオエス認定講師
SugarBaby田中 昌美

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。

公立学校ALT講師
峯本 泉霞

メンソーレ！！古の琉球王朝より伝わる
伝統楽器三線を弾きながら沖縄ポッ
プスや琉球民謡を楽しく唄いましょう。
初めての方もご安心ください。

三線講師

暁書法学院講師こども造形絵画教室
おえかきひろば講師

星野 由果

第3(日）10:15～13:00 月額3,300円（税別）

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

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｡

沖縄三線

筆ペンとボールペン

月額3,100円（税別）

15:25～15:55
14:00～14:30

第1･3(日)
3～4歳
2歳

16:30～17:155～6歳

1,000円 (通常2,000円)3/31（日)

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。

かけっこ教室
別府 真樹 Beeスポーツ代表

第4(日)11:00～12:00
全3回 6,000円（税別）

【１ヶ月～】

おひるねアート
春の特別撮影会

一般社団法人
日本おひるねアート協会認定講師たかはし まゆこ

春休み特別企画
全3回

4/28（日）開講

【年長～小6】

・4/3(水)10:30～12:00

（申込み先着順）※写真はイメージです。

発酵ドレッシング、四種の常備菜作りと試食。
発酵食の健康美容効果を学ぶ充実した盛り
だくさんのセミナー内容です。

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

人気シェフの春のスペシャル企画
魔法の発酵食 春の１日セミナー

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》

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。

5,820円（税込）（テキスト、ライセンス発行料）
16,000円（税別）

・3/31（日） 
・4/14（日）
・5/12（日） 
  10:30 ～ 17:30

・3/31（日） 
・4/14（日）
・5/12（日） 
  10:30 ～ 17:30

・3/31（日） 
・4/14（日）
・5/12（日） 
  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―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。

･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
・3/29（金） ・4/17（水）
・5/26（日） 
  13:30～17:30

・3/29（金） ・4/17（水）
・5/26（日） 
  13:30～17:30

・3/29（金） ・4/17（水）
・5/26（日） 
  13:30～17:30

11,112円（税別）
2,500円（税込）（テキスト･オイル代）
10,800円（税込）（希望者のみ）認定料

2,800円（税別）

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。

リボンのプロを目指す！

・3/17（日） ・4/29（月）
・5/30（木）
10:30～19:00

・3/17（日） ・4/29（月）
・5/30（木）
10:30～19:00

・3/17（日） ・4/29（月）
・5/30（木）
10:30～19:00

15,000円（税別）
5,400円（税込） 30,000円（税込）認定料

整理収納教育士代表魚林 佐紀子

1日で資格取得！

実践保育力検定 
Basic Class 認定講座

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。

・3/31（日） ・4/30（火） ・5/31（金）
  10:30 ～ 18:30
・3/31（日） ・4/30（火） ・5/31（金）
  10:30 ～ 18:30
・3/31（日） ・4/30（火） ・5/31（金）
  10:30 ～ 18:30

23,000円（税別）
7,560円（税込）検定料

4,320円（税込）テキスト代
3,240円（税込）認定手数料

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）
・4/28（日）  ・6/11（火）  13:00～18:00・4/28（日）  ・6/11（火）  13:00～18:00・4/28（日）  ・6/11（火）  13:00～18:00

11,660円（税込）

12,454円（税別）

・3/15（金） ・5/29（水）
10:30～17:30
・3/15（金） ・5/29（水）
10:30～17:30
・3/15（金） ・5/29（水）
10:30～17:30

11,660円（税込）

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

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！

シャルールの修了証発行

春休みにかけっこが
早くなるコツを掴もう!!

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。

春の特別撮影会おひるねアートPic
kUpPickU
p 奈良ご当地“トヨコハウス”Pic

kUpPickU
p葉ちっくオリジナルつまみ細工Pic

kUpPickU
p

［4月］心身の美をつくる薬膳

［5月］細胞活性の薬膳

［6月］ 梅雨時の薬膳

（水） 月額6,600円（税別）

17:00～18:00
16:00～17:003歳～

小学生～
18:00～19:00大会クラス

19:20～20:20
17:50～18:50

第1・3（土）
年少～小2
小3～中学生

月額3,100円（税別）

［カリキュラム例］
　● 骨の歪みがないかチェック
　　  ● 骨を矯正する体操(仙骨～頚椎)
　　　  　● 関節をゆるめる体操
　　　　 　　● 筋力トレーニング

第4(水) 10:30～12:00
月額2,000円（税別）

全5回

きせかえドール講師育成講座

思わず一目ぼれ! まつげの長い女の子『きせかえドール』
メイクと髪型はオリジナル。講師資格取得後は開講できます。

kokorohouse主宰中川 さよ

3/21(木）
3/24(日)
3/29(金）

10:10～14:30
12:00～16:00
10:10～14:30
68,000円(税込)
(材料費・認定料込）
申込締め切り10日前

ピックアップ講座こども

知育教室     ラボ

月1の通いやすいクラスができました
「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、自己流で自信が無い！」そんな
方のお手伝いをさせて頂きます。 
《定員5名先着順／途中入会可》

花嫁修業講座
全4回

全6回

一般社団法人日本ペーパーアート協会
ロリエフ認定講師栗原 まみ

・3/31（日） ・4/30(火) ・5/31（金） 10:30～12:30・3/31（日） ・4/30(火) ・5/31（金） 10:30～12:30
3,000円（税別）

2.160円（税込）
5.400円（税込）材料費

認定料

 ※幼稚園･小学受験対策もご相談下さい。

春の無料体験会実施!! 3/31（日）

全6回
4/5（金）開講

3/29(金)19:00～20:003/29(金)19:00～20:00無料説明会

第4(日)10:30～12:30
          13:00～15:00
全5回 11,000円（税別）

ベリーダンスをはじめてみませんか！
初心者の為のクラスです。
お腹周りのシェイプや骨盤の
矯正など、中高年女性にこそ
チャレンジして欲しいダンスです。
(火)10:30～11:30
月額8,200円（税別）

3/12（火）, 3/19（火）（通常2,050円） 3/5(火), 3/19(火)

第2・4（月）19:00～20:00 
月額5,700円（税別）

背骨を整えると痛みが消える！
関節をゆるめ、骨を矯正することで
腰痛・膝痛・コリを解消し、ストレス
フリーな体をつくりましょう！

かんたん・たのしい おうちパン講座

3/19(火）, 4/10(水), 5/8(水） 10:10～12:10
3,000円(税別) 2,160円（税込）

資格が要らない方の為の
オシャレ♥ドールのフリーレッスン

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。タロットカード占いで未来
設計、進むべき方向の目安を。 
《途中入会可》

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。

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！

1,880円（税込）

春休み
1日鉄棒マスター教室

春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。

カワイ体育教室専属専任講師

1,600円（税別） 

・4/1（月）
年中･年長

小1～3
11:40～12:40

10:30～11:30

【年中～小3】

申込締切：7日前

パワーストーンマスターインストラクター藤本喜美子

2級と3級が1日で資格取得できる！

パワーストーン検定2級･3級

パワーストーン検定1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）※修了証当日お渡し

2,000円（税別）11:30～13:0011:30～13:00
5,000円（税別）

なし

5,400円（税込/修了証込）

15,000円（税別） 33,480円（税込/修了証込）

14:00～15:3014:00～15:30
3級3級
2級2級

・3/31（日） ・4/27（土）・3/31（日） ・4/27（土）

・4/7（日） ・5/12（日） 12:30～16:30・4/7（日） ・5/12（日） 12:30～16:30

申込締切:7日前

申込締切:7日前

（浄化シート、クレンジングミスト、水晶クラスター付）

11,880円（税込）
12,000円（税別）

・3/21（木）13:30～16:30
・4/29（月）13:00～16:00
・5/19（日）13:00～16:00

・3/21（木）13:30～16:30
・4/29（月）13:00～16:00
・5/19（日）13:00～16:00

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ベーシック資格講座
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

1日（3時間）で資格取得!

11,000円（税別） 4,320円（税込）

10,741円（税別） 5,400円（税込）

・3/30（土） ・4/30（火）
・5/23（木）    13:00～16:00
・3/30（土） ・4/30（火）
・5/23（木）    13:00～16:00

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

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。

・3/13（水）
・4/17（水）
・5/31（金）
  10：10～13：10

・3/13（水）
・4/17（水）
・5/31（金）
  10：10～13：10

15,000円（材料費込･税別）

ディプロマカード代 1,000円（税別）
5,000円（税別）ディプロマ

第2・4（金）13:30～15:00
月額6,100円（税別）

3/9（土), 3/23(土)

2/27（水）, 3/27(水）

会
員
一
般

2,000円（税別）
2,300円（税別）

申込締切:前日 先着8名

・3/24（日） ・4/26（金）
・5/24（金）　
10:30～11:30

（テキスト・認定料込）

昔のお稽古のおさらいや海外留学前にも是非。
短期間で必要な
和の嗜みを確実に
身につけれる教室
です。 《定員6名》

ペーパーアクセサリー
を作ってみませんか。
うる艶硬化剤やLED
ライトを使いアレル
ギーの要因になるレジ
ンは不使用です。資格
取得後は販売やワーク
ショップができます。

カルチャー
初!!

カルチャー
初!!
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無料満65歳
以上の方は

シニア割

※年齢確認のできる身分証明書の
　ご提示をお願いします。

入会金特典特典

早割
入会金

1,000 割引（税別）

円

お得な

割引!

※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。

【期間】2019年

3/31㈰ま
で

体験当日
または体験なしで

ご入会の方
にご入会

第3(水)
10:30～12:30
月額2,500円（税別）

［4月］プリザーブドフラワーアレンジ

［5月］ジェルキャンドルホルダー

［6月］ハーフリース

※資格取得はご相談下さい。

3/29(金)
無料説明会

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》

予防医学
リンパ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

第1・3(金)19:00～20:30
全6回 15,300円（税別）

4/5（金）開講 全6回

第1・3（土）
10:30～12:00
月額3,400円（税別）

磁石から静電気の実験まで、体感することで、
子どもたちの自ら考える力を伸ばします。

学研科学実験教室専任講師
【年長～小6】

4 新・空気でびっくり実験月

3 振り子とバランスびっくり実験月

5 新・磁石のふしぎ実験月

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

花道（大和未生流）
テーブル茶道（裏千家茶道）
礼法（日本礼法）
着付（平安古流）

3/19（火）, 3/26（火）
3/17（日）, 3/31（日） 1,800円

バレエ･アン･ドゥ･トロワ
桧垣バレエ団プリマ小西裕紀子監修

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 桧垣琢矢（社）桧垣バレエ団団員
【3歳～】

火曜クラス 日曜クラス

中学生～ 19:00～20:00
小学生 18:00～19:00
3歳～幼児 17:00～17:55

月額7,200円（税別）

第1･3（日）
10:15～11:15
11:15～12:15
月額3,600円（税別）


