
6/16（日）,6/23（日）,6/30（日）
1,500円6/25（火）

1,800円6/29（土）13:00～14:00
200円 1,500円（通常2,850円）6/25（火）,7/9（火）

1,500円（通常2,300円）6/13（木）,6/27（木） <楽器無料レンタル可>
6/26（水）

6/17（月）
7/1（月）

2,800円 200円
1,000円（通常2,500円）7/3（水）,8/7（水） 864円

1,000円
（通常2,000円）6/28（金）,7/26（金）

6/26（水）,7/24（水）6/21（金）19:30～20:30
6/12（水）,6/26（水）,7/10（水）

1,550円 6/21（金） 2,000円

6/24（月）,7/8（月） 6/18（火）,7/2（火） 2,000円2,850円
6/23（日),7/28（日)

1,080円2,200円
6/20（木）,7/18（木）

1,200円2,000円

6/24（月）,7/1（月）,8/5（月）
300円1,350円

6/26（水）,7/3（水）,7/31（水）
1,650円

6/23（日） 6/29（土）16:30～17:30
7/6（土）,8/3（土） 1,550円

6/30（日） 6/24（月）,7/8（月）,7/29（月）
1,500円 6/22（土）,7/13（土）

6/22（土）,7/13（土）,7/27（土）
1,500円

7/5（金）開講 全6回 7/5（金）開講

全3回

全5回全5回

無料体験会
実施！

7/14(日)開講

全3回

1,000円（通常2,000円）

【2歳～】10:30～11:20
【4歳～】11:30～12:20

1,000円（通常2,500円） 200円(ラケットレンタル代)

無料説明会

6/21（金）
19:30～20:30

無料説明会

第1（水） 10:30～12:30
全3回 6,000円（税別） （通常1,000円）

満席のため

午後クラス

増設!

入会と
受講の
ご案内

●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。

《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。

KOTO卓球スタジオ講師

第3（火） 10:30～12:00
全3回 8,400円(税別)

運気アップ！風水･家相･気学
7/16（火）開講

全3回

宇津崎 せつ子 一級建築士、
萬代衣南監修 関西推命学院講師

・7/27(土), 8/31(土), 9/28(土) 13:00～14:30
全3回 10,650円（税別）

ボタニカル頭皮ケアマッサージ
中原 由賀里 シャルール主宰、ヘッドスパセラピスト、

AEAJアロマセラピスト

経路ハンド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2･4（火） 10:30～11:30
月額5,700円（税別） 

中高年のゆっくり英会話
Akinyele Brandley 英語講師

ミリオンバングル講座
大﨑 由子 Atelier由 主宰、

ミリオンバングル認定講師

第2･4（木） 10:15～12:45（1回30分）
月額 【入門】4,600円（税別）
　　 【初級】5,100円（税別） 【中級】6,000円（税別）

フルートレッスン
鈴木 楓 フルート奏者

第4（水） 13:00～14:30
月額2,000円（税別）

朗読･ボイストレーニング
中山 由美子 フリーアナウンサー

（元和歌山放送アナウンサー）

第1･3（月） 10:30～12:30
月額5,600円（税別）

色えんぴつ教室

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。

森 慎司 主体美術協会会員

第1（水）10:30～12:30
月額2,500円（税別）

第4（金） 10:15～11:30
月額2,000円（税別）

巡美体操
加トchan メノポーズケアインストラクター

第1･3（金） 20:00～21:30
全6回 15,300円（税別） 

予防医学
リンパセラピスト養成講座
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
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

第2･4（水） 13:30～14:40
月額3,100円（税別）

背骨を整え、ひざ･腰･肩の痛みを和らげる

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

第1（金）
19:30～21:30
全3回 9,000円（税別）

SNS映えする
商品の撮りかた講座

SNSで商品紹介をしたいけど、写真の撮り
方がわからない方や、商品の写真をアップして
いるけど上手く撮れない方のお悩みを解決
します。スマホやデジカメで、映える写真が
撮れる、少しのコツと
魅力的に見える技を
学びます。

栗本 恵里 魅力発掘フォトグラファー

第2･4（月）19:00～20:00
月額5,700円（税別）

お勤め帰りの韓国語【入門】
金 美廷（キム・ミジョン）韓国語講師

第1･3（火） 13:00～15:00
月額4,000円（税別）

女性マージャン教室
堀 良三 ニューロン麻雀スクール講師

第4（日)13:00～15:00
全5回 11,000円（税別）

そば打ち教室《入門》
西 龍治 信濃屋そば製粉株式会社認定講師

ジュエリーバッグ
中森万紀 AJBジュエリーバッグ協会認定講師

（月）16:30～17:30
（月）17:40～18:40
月額5,400円（税別）

そろばん･あんざん教室
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

チアダンス･STYLEY
STYLEY専任講師

第4（日）11:15～12:15 
全3回 6,000円（税別）

かけっこ教室
別府 真樹 Beeスポーツ代表

HIPHOPダンス
MAOO Jump up!! 主宰

橿原市の名門知育教室“かんがルーム”監修

瓶子 しのぶ 知育コーディネーター

カワイ体育教室

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。

カワイ体育教室専属専任講師

1,550円

第2･4（土）10:30～11:30
15:00～16:00
16:15～17:15

月3～4回（月）

月額5,000円（税別）

2･3歳
年中～年長
小1～小6

月額6,600円（税別）

（水）16:00～17:00
（水）17:00～18:00
（水）18:00～19:00

3歳～
小学生～
大会クラス

10:30～11:20
11:30～12:20

第1･3（土）

月額5,000円（税別）

2歳～
4歳～

ジュニア将棋入門
南 浩司 日本将棋連盟公認将棋指導員

…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。

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

● 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

イオンモール橿原

JEUGIAカルチャー

ご予約お申込み承ります!
からもホームページ

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］

発　行：十字屋Culture㈱
発行日：2019.6.1

2019

夏期号
講座案内

保存版

ミリオンキャット クリスタルアートリウム クロスリボンdeデコ

お申込み
お問い合わせ

ご予約承ります

無料
満65歳以上満65歳以上

の方はシニア割
入
会
金
家族
割 入会金半額ご家族は

風水･家相･気学はより幸せになる為の統計学、環境学です。
住まい環境を整えることで、金運･健康運など欲しい運が
アップするインテリアや吉方位
などわかりやすく学びます。

一級建築士が教える卓球教室～KOTO卓球スタジオ～

正しい頭皮ケアや血流を促すマッ
サージにて美髪、若々しいお顔のツ
ヤやたるみ予防効果をご実感頂け
ます。お仕事のプチメニューにご活
用出来る頭皮と髪のケアをレクチ
ャーします。

素敵なバングルに、上品にキラキラ
と輝くキュービックジルコニア
アクセサリー。

東洋医学の基本理論であるツボや経路の働きについて、技術
の実践と体験を取り入れ学びます。しっかり結果のでる東洋
医学療法でのマッサージ術を習得。家族を守るママだからで
きる家庭内セラピスト育成講座。
【ディプロマ発行可2,000円/税別】

アメリカ人講師による、楽し
い英会話教室です。初心者で
も大丈夫！日常会話から海外
旅行時の会話まで、ゆっくり
丁寧に学びます。

家族を施すセラピストになる！

おうちパン講座
松原 ルミ おうちパンマスター

夜5分、朝15分でできる焼きたてパン！

憧れのフルートを演奏してみませんか。
音の出し方からポピュラー音楽、本格的な
クラシックまで、それぞれに合ったレッ
スンを行います。ぜひ一緒にフルートを
楽しみましょう♪

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！

オーブン不要で、少ない材料を
こねずに混ぜるだけ！ 発酵は
一晩冷蔵庫で、翌朝トースター、
フライパンで焼くだけ！ 誰でも
簡単にパン作りが楽しめます。

むくみ等その場で解消する効果が
実感されます。

産婦人科医が監修した
安全･安心のプログラム

こ ど も 講 座 特 集

3F

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！

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】

韓国語の基本である
ハングルから文法ま
で丁寧に解説します。
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。

麻雀は最高に面白く、脳トレや友達作りにも
効果的なコミュニケーションゲームです。
初めての方でも
すぐに楽しめる
ようにわかりや
すく指導しま
す。経験のある
方には手作りの
コツや点数計算
を指導します。

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！
打ちたての
3人前のお蕎
麦をお土産
としてお持
ち帰り頂け
ます。

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。

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。

元気･笑顔･思いやり
を大切に基礎から
丁寧に指導いたし
ます。イベントや大会
でチアデビューしま
しょう！

初歩から有段者まで幅広く指導します。
各種検定試験の指導、
暗算指導で能力開発の
お手伝いをします。
少人数制のレッスンで、
丁寧にご指導いたします。
はじめての
お子様もぜひ！

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。

【3歳～】
【年長～小6】

初心者も
大歓迎!!
音楽に合わせて、
みんなで楽しく
カッコ良く
踊りましょう。

【年少～中学生】

2,800円
1,000円

［7月］アンチエイジング薬膳

［8月］薬膳で巡る～バランスを整える～

［9月］脳を活性する薬膳

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！

差が出る商品撮影

第3（木） 10:30～12:30
月額4,000円（税別）

7/28,8/24
夏休み、親子参加
も大歓迎！

初心者
ＯＫ!

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
【1～4歳】

第2･4(土) 18:00～19:30
月額3,000円（税別）

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》

【小学生～】

大人クラスも受付中
19：30～

【2歳～小6】

【2歳～】

月額3,100円（税別）

17:50～18:50
19:20～20:20

第1･3（土）年少～小2
小3～中学生

月額3,100円（税別）

知育教室     ラボ

【5歳～大人】

家相･風水について7月

凶相を吉相に変えましょう！8月

吉方取りで運気アップ！9月月額5,000円(税別)

第1･3（日）
または

第2･4（日）

14:30～15:30
15:40～16:40
16:50～17:50

5歳～小2
小3～小6
大 人

卓球が大好きになれるレッスン!! ボールに慣れる～基本
まで、奈良県下最大の卓球場専属講師が丁寧に指導します。

7/27（土）開講

全3回

7/3（水）開講

全3回

7/5（金）開講

全6回

第1･3（金） 19:00～20:00
全6回 15,300円（税別） 

Ⅰ お好みのカラーでバングルを製作。
Ⅱ 色違いのバングルorネックレスを製作。
Ⅲ エコミリオン･アクセサリーを製作。

※ディプロマ講座をご希望の方はご相談下さい。

ホビーショーでも話題のミリオンバングル。

【高校生～】

≪レッスン内容≫
● セルフリンパマッサージ
● 表情筋を使った小顔体操
● 更年期世代のホルモンアップ

待望の入門クラス増設 !!

11:45～12:30
11:00～11:45
10:15～11:00

1～2歳
2～3歳
3～4歳

南京玉すだれPic
kUpPickU
p

生活習慣をチェックし頭皮と腕のマッサージ

お子さま連れOK !
【定員8名先着順】

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

前回満員
先着順

【3歳～】

幼稚園･小学校
受験対策も
ご相談下さい。

かけっこが速く
なりたい子の為の 夏の特別教室


