
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。

ダンボールガチャ
マシンの工作教室

13:30～17:30
12:00～16:00

・6/25（火）
・8/10（土）

・6/22（土）
・7/18（木）
・8/29（木）

1,000円（税込）
1,700円 会員 1,500円

1,300円（税込）
1,700円 会員 1,500円

300円（税込）(半紙代／2日分）
3,400円 会員 3,000円

1,296円（税込）
1,000円

1,500円（税込）
1,400円 会員 1,200円

1,500円（税込）
1,200円 会員 1,000円

1,000円

夏休みの宿題を片づけちゃおう!!

本田 悦子 Cecile主宰、 ハルコレ
クリスタルアートリウム認定講師

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

親子で作ろう！
ティラノサウルス
藤原 拓也 PASS（児童画の国際交流を進める

画塾協会）会員、 パンリアル

【小1～6】

夏休みの宿題や自由研究の課題にピッタリ！
ど迫力！今にも動きだしそうな

リアルな恐竜を作ろう！

貯金箱としても使える

小寺 誠 クラフトマンエッセンス主宰

【小1～6】

レバーを回すとガチャ
カプセルが出てきて
貯金箱にもなる、ダン
ボールガチャマシン。

・8/22（木）
  13:00～15:00

夏休み
こども陶芸

陶芸教室の先生の指導のもとアイディア
盛りだくさんの作品を完成させます。

森本 昌利 もりも陶芸アートクラブ

【小1～6】

毎年キャンセル待ちの講座！

宿題の貯
金箱を

作りまし
ょう！

今年はミニチュアフードの貯金箱。

2,000円（税別）
ご希望の時間をお問い合わせ下さい

月

木

土

日

10:30～21:00

13:10～21:00

13:30～21:00

10:30～16:00
【1回30分･･･個人レッスン】

おためし
個人レッスン

トライアル後の入会特典トライアル後の入会特典

ギフトカード500円プレゼント
2,900円（税込）1,700円 会員 1,500円

・7/28（日)
  14:00～16:00

・8/1（木）
  10:30～12:30

運動神経がぐんと伸びる
夏休みこども体育教室
別府 真樹 Beeスポーツ代表

【年中～小学生】

身体的潜在能力を引き出す！
楽しく体を動かそう。

1,700円 会員 1,500円
・8/25（日）   13:00～14:00

貯金箱を作ろう！ 
『ドクターイエロー』『ダイナソー』

櫻井 千華 AtelierMille-Fleur主宰
【小1～6】

･7/29（月） ･8/4（日）

子どもピアノ
トライアルレッスン

武田 章子 スイーツデコ講師

【小1～6】

毎年、苦戦してませ
んか？苦手な読書感
想文お手伝いしま
す！課題図書を一冊
読んで来てくださ
い。苦手な読書感想
文の書き方を1回目
に、2回目は添削をして仕上げます。

進学塾講師福島 千佳
【小1～6】

読書感想文に挑戦！

・7/28（日）, 8/4（日）
※自由課題の受付はしておりません

・7/22（月）, 7/29（月）
16:00～17:30　

・7/29（月）

夏休みの提出
課題お持ち下
さい。先生指
導の下、2日で
仕上げます！
【定員10名】

福井 青藍 書道講師

【小3～】

こども習字教室

・7/26（金）,8/8（木） 10:30～12:00

こども絵画教室

夏休みの絵画
宿題を描きま
す。2日間で提
出まで仕上げ
ます。
【定員8名】

上田 寛子 こども絵画造形教室
おえかきひろば講師

【小1～6】
学研科学実験教室専任講師

【年長～小学生】

学研･夏の特別科学実験教室
飛ばそう！空気ポンプロケット

・8/1（木） 10:30～12:00
・8/5（月）

1日鉄棒マスター教室
夏休み

人気のカワイ体育教室講師が鉄棒の
コツを伝授！！夏休み中に苦手を克服
しよう！ 
逆上がり、前
回り、後ろ回
りの基礎と
コツを学び
ます。

カワイ体育専任講師
【年中～小3】

年中･年長
小1～3

10:30～11:30
11:40～12:40

キラキラ★
万華鏡を作ろう
林田 さなえ ステンドグラス

1級技能工芸士

【小1～6】

10:30～12:30
・7/22（月）  ・8/8（木）

フルーツ
ハーバリウム 
山下 智子 日本ハーバリウム

協会認定講師

【小1～6】

13:30～14:30

今、人気のハーバリウムを作ろう！
フルーツが浮かぶ可愛いボトル。

スライダー
貯金箱をつくろう
横山 代志子 スマイルウッド

認定講師

【年長～小学生】

・7/31（水）
10:15～12:15

コインがころがる楽しい貯金箱を
つくろう。

・8/2（金）  ・8/8（木）

マカロンソープをつくろう
本田 悦子 Cecile JSDA

アイスキャンディーソープ認定講師

【小1～6】

10:30～12:30

ポップなカラーの本物のマカロンみ
たいなかわいいソープ作り。プレゼン
トにも最適。［MPソープという苛性
ソーダを使用しない安心･安全･保湿
効果抜群の石鹸。］
お好きな色と香り
を選んで2個作っ
ていただけます。
※保護者同伴で
　年長も参加OK

・8/7（水）

カラフルな砂で

グラスサンドアート＆
ちょこっとクレイ♪
松原 ルミ ねんどアート講師

【3歳～小6】

13:00～15:00

グラスサンドアートの土台作り。ちょ
こっとクレイ体験。
●サンドアートの砂
　（3～4色）
●お花:造花
●ねんど:うさぎ･
　くま･スイーツや
　フルーツ
●その他:貝殻やビー玉
当日お好きなものを数種類お選び頂けます。

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。

数秘＆カラー認定トレーナー草竹 ひろこ

1日で資格取得！

数秘＆カラー・プレゼンター
認定講座 〔Basicコース〕

1日で資格取得！ HARU COLLE認定

クリスタル･アートリウム®
テクニカル･デザインコース認定講座

・7/30(火) ・8/31(土) ・9/29(日)・7/30(火) ・8/31(土) ・9/29(日)・7/30(火) ・8/31(土) ・9/29(日)
10:30～16:3010:30～16:3010:30～16:30

生年月日から導き出す数秘の算出方法を
色とコラボしな
がら学びます。
修了後は数秘＆
カラージュニア
プレゼンターと
して活動が可能
です。

kokorohouse中川 さよ

1日（2時間）で資格取得！

ミリオンキャット講師認定講座

・6/29（土） ・7/18（木） ・8/16（金）
  10:30～12:30
・6/29（土） ・7/18（木） ・8/16（金）
  10:30～12:30
・6/29（土） ・7/18（木） ・8/16（金）
  10:30～12:30

4,000円（税別）
11,880円（税込）（認定料込）

いち早く、ミリオンキャットデビュー！
自由に表情が作れるミリオンキャットの
ディプロマ取得講座です。取得後は販売･
対面レッスン、材料の購入ができます。
･申込み時にカラーをお選びください。（黒･白･白黒）

HITキャラクトロジー心理学協会認定ベーシックマスター講師、認定子育て
マスター講師、認定SASプラクティショナー、認定STSプラクティショナー

前田 奈緒子

1日で資格取得！
大学教授･医師も推薦する心理学

キャラクトロジー心理学講座

・6/29（土） ・7/19（金） ・8/30（金）・6/29（土） ・7/19（金） ・8/30（金）・6/29（土） ・7/19（金） ・8/30（金）
10:30～17:3010:30～17:3010:30～17:30

18,519円（税別）

アメリカでは主流の精神
分析の方法の1つとして
もちいられている「キャ
ラクトロジー（人格構造
学･人格構造論･性格学）」
をベースとして、日本人
向けに発展させた画期的な心理学です。

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！

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。

23,500円（税別）（材料費・終了証込）

30,000円（税別）（材料費、オリジナルテキスト代、ディプロマ発行代含む）

16,000円（税込）（修了書込）

2,052円（税込） 5,400円（税込）

･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

11,112円（税別）

・6/30（日） ・7/31（水） ・8/29（木）・6/30（日） ・7/31（水） ・8/29（木）・6/30（日） ・7/31（水） ・8/29（木）
13:30～17:3013:30～17:3013:30～17:30

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

・8/11（日） ・9/29（日）  10:30～18:00・8/11（日） ・9/29（日）  10:30～18:00・8/11（日） ・9/29（日）  10:30～18:00

（株）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。 ・6/21（金） ・7/29（月） 

・8/30（金）　10:30～19:00
・6/21（金） ・7/29（月） 
・8/30（金）　10:30～19:00
・6/21（金） ・7/29（月） 
・8/30（金）　10:30～19:00

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

リボンのプロを目指す！
バレッタやカチュー
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。

ロイヤルセラピスト協会認定講師中原 由賀里

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

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

・6/29（土）
・7/25（木）
・8/27（火）

・6/29（土）
・7/25（木）
・8/27（火）

10,741円（税別）
5,400円（税込）（テキスト代、終了証込）

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！

・6/17（月）・7/15（月）・8/26（月）・6/17（月）・7/15（月）・8/26（月）
13:00～16:00

10,741円（税別）
5,400円（税込）

（テキスト代、終了証込）

15,000円（税別）
5,400円（税込） 30,000円（税込）認定料

・6/30（日）
・7/17（水）
・8/30（金）
  10:30～17:30

・6/30（日）
・7/17（水）
・8/30（金）
  10:30～17:30

・6/30（日）
・7/17（水）
・8/30（金）
  10:30～17:30

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。

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。
【定員20名】

37,800円（税込)(2回分、教材費、認定料込）

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）
11,660円（税込）

12,454円（税別）
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

13:30～18:30
13:00～18:00
13:30～18:30

・7/14（日）
・8/19（月）
・9/24（火）

13:00～18:00
・6/11（火） ・7/3（水） ・8/21（水） ・9/4（水）

5,820円（税込）（テキスト、ライセンス発行料）
16,000円（税別）

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 真理子

2日で資格取得！

ローフードマイスター2級講座

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。

国産野菜にとことん拘った手作り
酵素ジュース講座、開講！

25,000円（税別）
10,800円（税込）

※検定を受ける方は別途5,400円（税込）

※日時はお問合せ下さい※日時はお問合せ下さい

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

15,000円（税別） 33,480円（税込)(修了証込）

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。

2,000円（税別） 5,000円（税別）
なし 5,400円（税込)(修了証込）

（浄化シート、クレンジングミスト、水晶クラスター付）

3級3級
12:30～14:00
12:30～14:00
10:30～12:00

14:30～16:00
14:30～16:00
13:00～14:30

2級2級

申込締切
7日前

申込締切
7日前 申込締切:10日前

・6/30（日） ・7/6（土）
・8/7（水）　13:00～17:00

10:30～17:30
［昼休憩1H］

「何を」「どれくらい」「どのようにしまう」
3大疑問が1日で解決できます！
防災備蓄と収納の基礎知識を学ぶ講座です。ご家庭や
事業所で活かせるプログラムが組まれた認定講座です。

坂口 忍 防災備蓄収納マスタープランナー

15,000円（税別）

・6/19（水） ・7/11（木） 
・8/31（土）

※整理収納教育士資格者は検定料が7,020円（税込）認定料

・8/25（日）,
 9/8（日） 
  10:30～18:00

・8/25（日）,
 9/8（日） 
  10:30～18:00

☆小さなふしぎな世界☆
筒を回すたびに違った世界を
見せてくれる
万華鏡を作って
みよう！
夏休みの自由
研究に最適。

【定員12名】

13:00～15:00
カッコいい
恐竜の
住む島の
貯金箱

13:15～15:15
夢のトンネルを駆けぬける
ドクターイエロー

夏休み
こどもスイーツ♥デコ

13:00～15:00
おやつの時間貯金箱

15:30～17:30
ハンバーガーセット
貯金箱

受講者にはディプロマを発行
認定後はクリスタル･アートリウム®の
商業利用を許可。認定レッスンの
サロンの開講OK 

一番新しいハーバリウムが登場！
ガラスのような透明感とかわいいキューブ型が魅力的な
クリスタルアートリウム登場。基礎知識をはじめ、様々な
応用技術を取得できます。

奈良県初

1日で資格取得！

防災備蓄収納2級プランナー
認定資格講座

2,160円（税込）

こどもの自立と自律をテーマに、
『自分で考える力』を育てるサポー
トを学ぶ資格です

魚林 佐紀子 自考力マイスター認定講師
（株）整理収納教育士代表

16,000円（税別）
・8/30（金） ・9/30（月）　10:30～17:30

テキスト代
1,620円（税込）トランプ代11,340円（税込）検定料

1日で資格取得！

自考力マイスター認定講座

夏休み限定

㈱整理収納教育士の認定資格です。

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

※保護者同伴で
　幼児も参加ＯＫ。
【定員16名】【定員10組】

【定員各16名】

【定員各12名】

【定員30名】

・8/4（日)【定員各15名】

3,000円 会員 2,500円 3,700円 会員 3,500円 1,800円 会員 1,600円

1・2年
3～6年 11:30～12:30

10:15～11:15

夏休みの自由研究はおまかせ!!
ロケットを飛ばして、目に見えな
い空気の力を調べてみましょう！
特典として
『自由研究
  お役立ちシート』
をプレゼント!!
※保護者参観可能

【定員10名】

【定員12名】

【定員各10名】 どちらかをお選び下さい

【定員各20名】 【定員各9名】

【定員12名】
900円（税込）
1,700円 会員 1,500円

1,000円（税込）
1,700円 会員 1,500円

1,500円（税込）
1,700円 会員 1,500円

1,000円（税込） 1,200円（税込）
1,400円 会員 1,200円

「体験1回では内容がよくわからない」
「うちの子、続くかな･･･？」
そんな方におすすめ！

通常1回しか体験できないレッスンを、
夏休み中に複数回お試しいただけます♪

1. 自考力とは？気づきの課題
2. 考える力の育て方
3. ファイリング脳と道徳性
4. 「感情･言葉･表現」はどのように育つのか？
5. 子どもの自立と整理収納の関係

・9/9（月）, 9/12(木）
  10：30～15：30

※小3以下は
　保護者同伴
【定員10名】

奈良県初奈良県初

カルチャー初

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!!夏

休
み
の
講
座はこちら!!

14:30～17:30
13:30～16:30
13:30～16:30

（無料鑑定付き） 
※修了証当日お渡し

※小3以下は保護者同伴


