
1日講座・認定講座は他にもございます。詳しくはお問い合わせ下さい。入会金不要

第2･4(木) 16:30～ 18:00
月額3,400円(税別)

第1･3(月) 17:00 ～18:30
月額3,600円(税別)

月2回(水) 
17:30 ～18:30
月額3,000円(税別)

月3回(土) 12:50 ～13:50
月額3,150円(税別)

学研 科学実験教室

リズムで遊ぼう♪ららら

大人のためのピアノで
脳活き活き

ZUMBA 背骨コンディショニング体操

楽しいピアノレッスン

HIP HOP

こども(ケイキ)フラダンス 入門

～デジコロボ理系脳コース～　
キッズプログラミング

なぜ？どうして？を大切にした科学の
不思議があふれる「学研 科学教室」。
全部で300以上の実験を体感すること
で､問題解決能力や対応能力を育み､講
座の最後に書くレポートで「文章力」や
「表現力」を付けることができます。

第1･3(月) 11:00 ～11:50
月額2,600円(税別)

月3～4回(月) 17:30 ～21:00　
月額6,300円～(税別)

[1回30分]

歌や音楽に合わせて、手を打っ
たり、行進したりして体全体を
動かします。季節に合った歌や
工作もして親子で楽しみます。

ピアノにふれ懐かしい歌をうた
い、一度に２つ以上の事を行う
ことで脳を活性化！音楽で認知
症予防をしましょう♪

ラテン音楽をベースに色々
なダンスステップを組み合
わせて踊ります。
脂肪燃焼効果バツグンです！

腰痛･肩こり･関節痛等の痛みやしびれを独自の体
操で背骨を整えて症状の改善･緩和を目指す体操教
室です。

プログラミングは、論理的思考
力、創造力、問題解決力を育みま
す。これからのＩＴ化社会で子
供に学ばせたい習い事です。

リズム取り､ステップなど
を音楽に乗りながらワイワ
イと楽しいレッスンで覚え
ていきましょう。

小さなお子様のための初心者
クラスです。基本からしっかり
とレッスンしていきます。

学研科学実験教室専任講師

【年長～小6】

【０歳～3歳】
【幼児～】

【小３～小６】

【小学生～】

【年少～小2】

【0～6ヶ月】

1,000円
1,200円9/8(木)・9/22(木･祝)

1,000円10/3(月)

第1･3(金) 11:00 ～12:00
月額4,000円(税別)

自分を知ることで楽にたのしく人生
を送ることができます。いつも頑張っ
ている自分にさよならしませんか？
自分に自信がない人、自分を好きにな
れない人､自分の可能性を知りたい人
夢を叶えたい人におすすめです。

身体の不調の原因となって
いる心のシコリを見つけ出
しそれを解消するあなただけ
のリンパレシピを作ります。

第4(水) 10:30 ～12:00
月額2,000円(税別)

第2･4(水) 19:00 ～21:00
月額4,000円(税別)

第1･3(火) 12:15 ～13:15
月額3,000円(税別)

第2・4(月) 
10:30 ～11:45
月額3,000円(税別)

1,000円9/16(金)

10/26(水)開講 10/10(月)開講9/28(水)

1,000円9/19(月･祝)

10/3(月)開講

［30分］

1,000円9/26(月)

1,000円(9月末まで)

デジコロボインストラクター
IKUO CAKRA DANCE COMPANY所属

フラ・オ・マハナ講師佐藤真祐子
佐藤真祐子

ピアノ講師 アンサンブルサンタ

狩野 綾 ピアノ講師

鳥居玲子 ZUMBA認定インストラクター

加藤琉魅子 リンパスクール ドリームヒント校長

深層心理がわかる心理学 リンパを知って
心も身体も元気！稲垣利香 動くパワースポット

西村国将 背骨コンディショニング協会認定講師

ピアノ講師 アンサンブルサンタ

1,000円(9月末まで)

1,000円(9月末まで)

1,000円(9月末まで)

初めてのピアノレッスン

月3回(土)14:00 ～17:00
月額6,150円(税別)

[1回30分]

【幼児～】

［30分］

大平惠美子ピアノ講師

1,000円(9月末まで)

全6回

医学に基づくトレーニングで、
シミ･シワ･ムクミ･クスミ･タル
ミの予防改善をして素敵な表情
美人になりましょう。

第2(月) 10:30 ～12:00
月額2,000円(税別)

西波美千代 日本表情筋トレーニング協会認定講師

水野愛子監修
表情筋トレーニング 全6回

第2･4(水)
16:30 ～ 18:30
19:00 ～ 21:00
月額5,000円(税別)

第1(月)
13:30 ～15:30
月額2,500円(税別)

第1(土)
14:30 ～16:30
月額2,500円(税別)

第4(日)
10:10 ～ 12:00
月額2,500円(税別)

飾って楽しむ水彩アート

～対人関係や日常生活に役立つ！
すぐに使える知識が満載！～

肥満と健康を本気で考えてみませんか？

コミュニケーション
心理アドバイザー認定講座 美肌食マイスター

初級資格講座

水彩画､水彩色鉛筆画､色紙画など。お好き
な画材でお好きなテーマで､自分のペース
で描き､そして飾りましょう｡

職場でのコミュニケーションをスムーズにし
たい、職場で悩む人の相談相手をしてあげた
い、人間関係を楽しんでネットワークを拡げ
たい、もっと素敵に輝きたい。コミュニケーシ
ョンのコツを掴んで、まわりの人のために､自
分のために､楽しく学べる心理学です。

ねんねの赤ちゃんとママのためのベビーサイ
ンクラス。ベビーサインのスムーズな習得につ
ながる基礎知識と絶対覚えておきたいサイン
を25種類紹介。さらに、ねんねの赤ちゃんの心
と体と知性の発達に合わせたふれあい遊びを
てってちゃんパペットと楽しみます。

子どものお片づけにポイントをしぼり
子どもの自立心を促進させるための整
理収納教育方法を学べる認定講座です。

整理収納の法則を知り､スッキリ暮らしませんか｡
一生モノのノウハウを楽しく学びましょう｡講座
内のテストはしっかり学んで頂ければほぼ
100％合格できます｡ＮＰＯ法人ハウスキーピ
ング協会認定資格｡

選ぶ色には意味がある！ 色から人のココロがわか
るようになり、コミュニケーション上手になれる資
格です。ビジネスでもプライベートでも使える色彩
心理の基本を知り、コミュニケーション術発展のた
めのツールとして活用していただけます。

誰でも簡単にカラーセラピーができる
マニュアルと14本のカラーボトル付き
の講座です｡サロンなどすぐにメニュー
にも加えて頂け､終了後カラーセラピス
トとして活動できます｡

石鹸が素敵な作品に変身します。初めて
の方でもかわいく彫ることができます。
お気軽にご参加下さい。

今更聞けないマナー
はありませんか？　
日常的なちょっとし
たマナーを知って印
象を上げる、自分磨
きの講座です。

12時間で講師としての技術が身に着きます。『練り切
り』の着色の仕方や細工棒の使い方など、日本の四季や
文化を繊細に表現する方法を学び、初心者でも美しい
和菓子を手作りできるようになります。

はた としのぶ 一水会会友 水彩協会会員
愛知芸術文化協会会員

NPO法人IATH認定講師

日本肥満予防健康協会認定講師

君塚さゆりカービングコーディネーター

伊藤典子 印象形成コンサルタント

さかい有美一般社団法人カラータイプ協会認定講師

古川昌予 日本ベビーサイン協会
ベビーサインアドバイザー 下村桂子 整理収納教育士

高原智子 他
整理収納アドバイザー
2級認定講師
インテリアコーディネーター

林 真佐子 TCプラチナトレーナー

城殿ミキ 日本サロネーゼ協会
練り切りアート認定講師

石鹸カービング 輝きup美人塾　
日本サロネーゼ協会
練り切りアート認定講座

～マナーが印象をつくります～

9/25(日)

9/28(水) ①10/1(土)・10/15(土)
　 13:00～14:30  

10/16(日)
11/30(水)
10:30～17:00

①9/23(金)
　10/28(金)
②11/25(金)
　12/23(金)
13:30～14:30

10/14(金)
13:00～17:00
11/19(土)
12/13(火)
10:30～15:30

10/29(土)
11/29(火)
12/10(土)
10:30～16:30

10/30(日) 10:30～16:30

11/12(土)
10:30～17:30

12/9(金) 13:00～18:00 

10/13(木)
11/10(木)
12/8(木)
10:30～15:00  ②10/6(木)・10/20(木)

　 10:30～12:00
4,000円 200円(税込)

29,000円(税込)
8,500円(税込)(認定料･発行事務手数料込)

4,000円 2,000円

13,450円(税込)

13,450円(税込)

11,660円(税込)(修了証込）　

72,000円
32,500円(認定料20,000円
協会年会費3,000円別途要）

プレ･ベビーサイン 整理収納教育士認定講座
整理収納アドバイザー
2級認定講座

～色づかいで人を見抜く
カラー心理学～　

カラータイプアドバイザー
認定講座(初級レベル)

TCカラーセラピスト
認定講座

ダイエット
アドバイザー資格講座

今､食べたものがあなたの未来の美肌を作ります。

ダイエットの基礎知識を学びましょう。

11,660円(税込)(修了証込）
8,000円
3,300円(認定料込)　

10,000円
9,000円(税込)（認定料込）

10/11(火)
11/8(火)
12/7(水)
10:30～17:30

19,700円
12,624円(税込)
(認定料込）

9/11(日)
10/8(土)
11/20(日)
12/18(日)
1/29(日) 16,000円

5,820円(税込)(認定料込）

生前整理とは･･･究極のお片付けです！
今までの人生を見つめ直し、これからよ
り豊かに生きるために「物･心･情報」を
スッキリ片づけていきましょう。

足裏からふくらはぎに丁寧なトリートメン
トを施す事で全身の血流やリンパの流れを
改善するのがリフレクソロジーです。講座
終了後､15分程度の施術が可能になります。

ツボ押し、手圧、ストレッチ等のあらゆる手
段で手のツボを刺激します。健康に導き血
行を促進し、筋肉をほぐす、日本で唯一の和
のハンドリフレ資格です。

2日間の受講で環境省が定める動物取扱責任
者(保管と訓練)になれる講座です！取得後
全国どこでも即開業することができます。

祖父江みゆき 生前整理アドバイザー
2級認定講師 青山とも子 NPO法人ロイヤル

セラピスト協会認定講師 小池一也 他
日本手もみ福祉協会理事長
日本武道教育振興会
綜合空手道武禅館館長

日本ペットシッター協会講師

生前整理アドバイザー
２級認定講座

初級英国式
リフレクソロジスト養成講座

和式ハンドリラクゼーション
3級認定講座(旧手もみ検定) ペットシッター士 資格認定講座

～開業への近道～  

11/6(日)
1/15(日)
10:30～16:30

9/25(日)
10/23(日)
11/27(日)
12/25(日)
13:00～17:00

9/8(木)
10/24(月)
11/28(月)
12/26(月)
13:30～16:30　

①9/25(日)
　10/2(日)
13:00～17:00
②1/8(日)
　1/22(日)
10:30～15:30

9,000円
10,500円(認定料込)

12,000円(税込)
5,000円(税込)（修了証込）

JEUGIA特別価格
15,000円
テキスト代 5,000円

48,000円（税込）
4,200円（税込） 認定料・修了証5,000円（税込）

ベビーサインの基礎を知る5時間のプログラム
です。育成を修了するとベビーサイン協会認定
のベビーサインアドバイザーの資格が取得で
き、生後～６ヵ月の赤ちゃんと保護者を対象と
したプレ･ベビーサイン教室を自宅や保育園･
児童館などで開講することができます。

上野規子日本ベビーサイン協会認定講師

10/5(水)
11/27(日)
10:30～16:30

25,000円
5,000円

一般社団法人
日本ベビーサイン協会

ベビーサインアドバイザー
育成プログラム

10:30～17:45

TVで紹介!! 主婦の副業、高収入No.1
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はじめてのステンドグラス

お
申
し
込
み
受
付
中 プレ・ベビーサイン児童画・造形教室こどもクラシック・バレエ

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。

…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。

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］

052-629-101110:00～20:00

〒458-0824 愛知県名古屋市緑区鳴海町
字有松裏200番地 イオンタウン有松2F

ご予約
承ります

● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ● ジャンル豊富に200講座以上が集う 総合カルチャーセンター

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

パソコン・スマホ・携帯電話で 入会金1,000 割引（税別）

円
※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。

体験当日にご入会の方は（または体験なしでご入会の方）

★対象年齢★

0歳～12歳

2016年

9/30㈮
まで

期間


