
児童画を基本に、造形作品も作ります。毎回完
結の課題から数回に渡っての課題まで、楽し
く製作しながら自由な
発想力・豊かな色彩感覚・
確かな造形力を育てます。

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。

フェイシャルヨガとは、顔の表情筋を鍛えストレ
ッチする「顔ヨガ」です。表情筋は使わなければ
どんどん衰えていき、シワ・タルミの大きな原因
となります。フェイシャルヨガでは様々なポーズ
により、表情筋を鍛えていきます。たった1日5分
を約２週間続けていくだけで色々な効果が出て
確実に変わっていきます。

えんぴつの正しい持ち
方、筆順もひとりひとり
丁寧に指導します。
ひらがな・カタカナ・漢字
と、基礎から学習します。

新聞記者や雑誌
ライターの豊富な
経験をもつ講師
が「感じる力」「考
える力」「表現する
力」を伸ばします。

丹羽 綾整体師が考えた､体
メンテナンスの為のストレッ
チ体操です。骨盤の歪みを
整え、リンパの流れ､血流を
up! 巡る身体を目指します。
運動が苦手､身体の硬い方
でも楽しくレッスンして頂け
ます。
健康で美しい体に。

きらきら光るポンポ
ンを持って元気に楽
しく踊ります。リズ
ム感・表現力が自然
と身につきますよ!

準備運動から､身体トレーニング､ダンス､ス
トレッチと様々な角度からダンスにつなげて
いきます。

礼儀･勇気･元気･道徳を、空手道の厳しくも楽
しい稽古を通じて一緒に学んで行きましょう。

オリンピック正式競技「テコンドー」の練習を行いま
す。特徴である蹴り技､フットワーク､カウンターなど
の誰もが強くなれるテコンドーの技の練習や､ジュニ
アの礼儀作法､正しい姿勢つくり､子供の発育過程で
の左右のバランスのとれ
た身体､運動神経発達､反
射神経の向上､身長を伸
ばす。スポーツ万能の身
体つくりを行います。

声楽家がピアノで！ギターで！カラ
オケで歌を教えます！声楽はもち
ろん、ポップスやロック､演歌でも
なんでもどうぞ！　基礎から楽し
くレッスンでき､歌うことがもっと
好きになれます。自分に合った歌､
うたいたい歌も見つけられます。

ボイストレーニングに重点を置い
たグループレッスンです。内容も個
人レッスンで行っているものを元
にグループレッスンをやっていき
ます。ボイスレッスンが初めての方
にもオススメです。

タップの基本から少し
ずつ出来るまで教え
ます。振付を覚えなが
ら曲に合わせ楽しく
タップしましょう!!

武術家であり国際的映
画俳優であるブルー
ス・リーが創始した格
闘芸術を基本より学び
ます。 

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！

吹矢式呼吸法による脳の活性
化、精神力、集中力の向上。
美肌、ダイエットに効果あり。
得点力ＵＰで段級審査もあり。

人間の生きている元である
氣について、身体を通して理
解を深め、心と身体をより自
然に使う方法を修得していき
ます。その結果、姿勢と氣を
通した身体が身に付きます。

初めての方で
も美味しく作れ
る家庭料理教
室です。和食・
洋食・中華から
デザートまで
色々作ります。

基礎から実用的なもの
まで、筆ペン・ボールペ
ン等で美しい文字が書
けるように指導します。
初心者の方は美しい文
字で名前を書くことか
らはじめましょう。

着物を一人で着てみま
せんか。お茶のいただき
方などの日常マナーも
楽しく学びます。

ワイヤー・UVレジン・
樹脂系クレイデコの技
術が学べる余合ナオミ
先生デザインの新しい
アクセサリー講座です。
4作品作成します。

日本の伝統工芸を現
代風にアレンジし、
普段使いできるアク
セサリーなどを針や
糸を使わず楽しく簡
単に作ります。

見た目が綺麗で味
もとても美味しい
飾り巻き寿司の教
室です。初めての
方でも簡単に巻け
るお花を作ります。

細かい事やむずかしい
事が苦手な貴方におス
スメ。アッという間にで
きるアレンジリースや
ブーケなどを作ります。

塩の基礎知識をはじ
め、食文化・美容・健康
との関係を、毎回10種
類程度の世界の塩を味
わいながら学びます。

ガラス、陶器、布などに、ローズや小花、景色
などをおしゃれに描きます。
カラーはお貸し
致します。

ポーセラーツはシール
感覚で使える転写紙を
白磁に自由に貼ります。
世界で1つのオリジナ
ル作品を作りましょう｡

あんクリームで見た目も
可愛く食べても美味し
い、あんフラワーカップ
ケーキを作ります。
カップケーキは2個作り
お持ち帰りできます。

内面(日常マナー )と外見(身だ
しなみ)を上げて相手に好印象
を与えましょう！
そして自分の人生をもっと輝か
せましょう！

「赤」が似合う「青」が
似合うという色の違
いではなく、こんな赤
が似合う、こんな青が
似合う、自分を輝かせ
る『わたし色』を見つ
けましょう♪

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｡

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。

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。

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。

指先から肘までの施
術で40分という満
足度の高い本格的な
ハンドトリートメント
の技術を1日で学び
ます。

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。

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｡

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。

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。

以前習っていて最近自分の
時間ができ、またピアノを
始めたい方、いつか習いた
いと憧れていた初心者の
方。ゆっくりご自分のペース
で始めてみませんか。

ウクレレの優しい音
色を奏でながら歌っ
てみませんか。
初めてでも大丈夫。
基本からしっかり楽
しくレッスンします。

エレキ・アコースティッ
クなど､ギター初心者
から経験者の方まで理
論、奏法を丁寧に教え
ます。ロックからジャズ
まで､色んなジャンル
を楽しくレッスンしま
しょう。

①赤ちゃんを抱っこヒモで抱っこしたまま音楽に合
わせて楽しくステップを踏む、スキンシップエクササ
イズです。②リズム遊びやまねっこ遊びなどを通して
親子で一緒に楽しみながらキッズのボディーセンス
を高めるプログラムです。

ベビーサインを育
児に取り入れて、も
っともっと赤ちゃん
とふれ合い、語りか
けの楽しさを感じ
てみませんか？

ストリートダンス
では学べないダ
ンスの基本が学
べます。楽しく踊
りながら頑張る
子に育てます。

スポーツチャンバラとは「小太刀護身道」という
武道をスポーツ化した競技です。エアーソフト剣
という安全な得物を用い、武道の経験や年齢に
関係なく楽しめます。運動不足の方やストレス発
散したい方にもおすすめです。小さいお子様で
も簡単に楽しめ、礼儀作法も身につきます。

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。

カンフー映画に登
場する中国武術の
技を学びながら、
演武を習得します。
礼儀作法や護身術
も身に付きます。

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。

【6ヵ月～1歳半】

【小３～小６】

【小１～】

②【よちよち歩き～未就園児（3歳）】①【首がすわった3ヵ月～2歳頃】

コツさえわかれば掃除は簡単！汚れの
レベルを知り見極められる事で簡単に
掃除でき、そのうえ資格も取れますよ！

今さら聞けない掃除の基本や予防掃除術を学びます！

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。

5/7(日)･5/14(日)
10:30～15:30

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

第1･3(月)
17:00 ～ 18:30
月額3,600円(税別)

～デジコロボ理系脳コース～
キッズプログラミング
デジコロボインストラクター

3/8(水)開講予定

第2･4(水)
13:30 ～ 15:00
全4回15,200円(税別)

目指せマイナス10歳
フェイシャルヨガ☆
yuka 高津文美子式フェイシャルヨガインストラクター

第2･4(月)
17:30 ～ 19:00
月額2,600円(税別)

こども書道教室【５歳～】 【小･中学生】 【小学生】

磯部陽子 文部科学省後援(硬筆･毛筆)検定愛知県審査員
桃花会理事

1,000円(3月末まで)

第2･4(水)
18:00 ～ 19:30
第1･3(木)
17:30 ～ 19:00
月額4,000円(税別)

児童画・造形教室
丹下敬文

京都造形芸術大学非常勤講師
名古屋総合デザイン専門学校講師
画家・舞台美術家

第1･3(土)
17:00 ～ 18:00
月額3,000円(税別)

プロライターが教える作文教室
鳥居 等 名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専門学校講師

ライター＆編集

第1･3(火) 11:30 ～ 12:40
月額3,200円(税別)

女性のための骨盤美人体操
松村陽子 サリサリハルム認定骨盤美人体操インストラクター

第1･2･4(火)＊第1(火)は合同レッスン
【4歳～】18:30 ～ 19:30
【小4～】〔第1〕18:30 ～ 19:30
　　　〔第2･4〕19:30 ～ 20:30
月額4,650円(税別)

レッツ･チアダンス【4歳～】
大島明子 元東京ディズニーランド専属シンガー＆ダンサー

月4回(火)17:30 ～ 18:30
月額6,000円(税別)

FREE STYLE DANCE
杉本竜一朗 専門学校パフォーマンスコース卒業

月3～ 4回(日)18:00 ～ 19:30
月額3,600円～ (税別)

こども空手(綜合空手道)【4歳～】
矢形章憲 国際沖縄剛柔流空手道連盟 四段

真善美綜合空手道協会 四段 師範代

月4回(土)
【幼児～】18:00 ～ 19:00
【高学年～】19:00 ～ 20:30
月額3,620円(税別)

テコンドースクール【幼児～】
内田義晃 テコンドー全日本選手権大会　第1位

905円

［30分］※時間はお問合せ下さい。

第2･4(月)
13:00 ～ 21:00〔1回30分〕
月額7,100円(税別)

～現役声楽家による～歌塾
黒野啓介 オペラ歌手・合唱指揮者・ボイストレーナー

第1･3(木)
13:00 ～ 14:00
月額4,000円(税別)

みんなでボイストレーニング 学研 科学実験教室

3/2(木) 1,000円1,000円
(3月末まで) 3/9(木)

第2･4(木)16:30 ～ 18:00
月額3,400円(税別)

学研科学実験教室専任講師

1,000円 1,200円

月3～ 4回(木)
20:30 ～ 21:30
月額4,950円～ (税別)

はじめてでもできるタップ
小田真砂世 他 Studio M 主宰

第1･3(火)
19:30 ～ 21:00
月額3,600円(税別)

ジークンドー入門
原田昌尚 IUMA日本振藩國術館ジュンファングンフー

アプランティス・インストラクター

第1･3(火)12:15 ～ 13:15
月額3,000円(税別)

ZUMBA
鳥居玲子 ZUMBA認定インストラクター

第1･3(金) 
13:00 ～ 14:45
14:45 ～ 16:30
月額3,100円(税別)

スポーツ吹矢
髙瀬 紘 (社)日本スポーツ吹矢協会上級公認指導員(五段)

第1･2･3(水)
15:10 ～ 17:10
月額3,900円(税別)

こどもクラス〔小1～〕
第1･3(土)
10:15 ～ 12:15
月額4,000円(税別)

心身統一合氣道
宮本茂和 心身統一合氣道五段

第2(水)10:15 ～ 13:00
月額1,000円(税別)

男性料理教室
片岡葉子 管理栄養士･JHBS師範

1,000円 2,000円

第2･4(月)19:00 ～ 20:30
月額3,100円(税別)

お勤め帰りの
ペン字・筆ペン・書道

磯部陽子 文部科学省後援(硬筆･毛筆)検定愛知県審査員
桃花会理事

第2・4(火)10:15 ～ 12:15
第1･3(木)19:00 ～ 21:00
第1･3(土)19:00 ～ 21:00
月額3,100円(税別)

美しい着つけと日常マナー
細川歌子 装道礼法きもの学院分院院長

3/16(木)

第1(木)13:00 ～ 15:00
月額2,000円(税別)

余合ナオミのワイヤーワーク×UVレジン×クレイデコ
クリスタルコスチュームジュエリー講座
後藤絵美 モードジュエリーメイキング本部認定講師

1,000円
1,500円(税込)2/23(木)･3/23(木)

第4(木)
13:30 ～ 15:30
月額2,000円(税別)

つまみ細工を楽しもう
矢野由子 日本つまみ細工コーディネート協会認定講師

1,000円
800円(税込)

誰でもできちゃう
飾り巻き寿司教室
城殿ミキ JSIA認定飾り巻き寿司マスター

インストラクター

第3(金)
10:30 ～ 11:30
月額1,200円(税別)

～シニアにおすすめ～
簡単フラワーアレンジ
鈴木美子 他 NFD本部講師･審査員

国家1級フラワー装飾技能士･池坊准教授

2,000円3/21(火)開講予定

第3(火)
19：00～ 20：30
月額2,500円(税別)

世界の塩を味わう
丸尾賢市 塩ソムリエ

第4(火) 13:00 ～ 15:00
月額3,000円(税別)

フローラルペインティング
阿部裕子 日本ファブリックペインティング協会

第4(金)
10:30 ～ 12:30
19:00 ～ 21:00
月額2,000円(税別)

ポーセラーツ
舘岡 静 日本ヴォーク社認定インストラクター

あんフラワー＆あんクラフト
君塚さゆり 日本サロネーゼ協会

あんフラワー＆あんクラフト認定講師

～日常マナー講座～
印象UP！輝き自分塾＆メイク塾
伊藤典子 印象形成コンサルタント

元客室乗務員

パーソナルカラーレッスン
なつ美 一般社団法人日本カラーコーディネーター協会

認定講師
さかい有美 一般社団法人カラータイプ協会認定講師

TCカラーセラピスト
認定講座

林 真佐子 TCプラチナトレーナー

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 日本手もみ福祉協会理事長 NPO法人IATH認定講師 祖父江みゆき 生前整理アドバイザー 2級認定講師

前田智巳 JAA認定ハンドトリートメント検定トレーナー

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

上野規子 日本ベビーサイン協会認定講師 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 日本ペットシッター協会講師

TVで紹介!! 主婦の副業、高収入No1

下村桂子 整理収納教育士

3/17(金)
※時間はお問合せ下さい。

第1･3(金)
11:00 ～ 13:00[1回30分]
月額5,000円(税別)

大人のピアノ
狩野 綾 愛知県立芸術大学器楽科ピアノ専攻卒

1,000円

第1･3(火)
10:30 ～ 11:30
月額3,000円(税別)

はじめての
ハワイアン・ウクレレ
YURINO Ian Shiroma ウクレレ教室

アシスタント･インストラクター

1,000円(3月末まで) ［30分］
※時間はお問合せ下さい。

月２回(水)15:00 ～ 21:00
［1回30分］
月額7,000円(税別)

ギターを学ぼう！弾いてみよう！
河合祐斗 ギタリスト

1,000円(3月末まで)

第1･3(月)
①10:15 ～ 11:15
②11:30 ～ 12:15
月額3,000円(税別)

①親子で楽しむベビーダンス
②キッズ☆ベビーダンス
上野規子 一般社団法人 日本ベビーダンス協会

認定インストラクター

1,000円(3月末まで)4/14(金)

第2(金) 
14:00 ～ 15:00
全6回15,000円(税別)

ベビーサイン
上野規子 NPO法人日本ベビーサイン協会認定講師

1,000円

月3～ 4回(木)17:45 ～ 18:45
月額4,950円～ (税別)

キッズダンス【4歳～小6】 【小学生～】 【小１～】 【小１～】

小田真砂世 他 Studio M 主宰

月3回(日)
10:30 ～ 11:30
月額3,150円(税別)

瀬口憲一 愛知県スポーツチャンバラ協会講師

月2回(水)17:30 ～ 18:30
月額3,000円(税別)

HIP HOP
IKUO CAKRA DANCE COMPANY所属

3/6(月)

月4回(月)
17:00 ～ 18:00
月額4,800円(税別)

キッズカンフー
七宮敦子 日本伝統太極拳連盟師範

1,000円3/2(木) 1,000円

【年長～小6】

全6回

全4回

1,000円(3月末まで) 1,000円(3月末まで)

1,000円(3月末まで)

1,000円(3月末まで) 1,000円(3月末まで)

1,000円(3月末まで) 1,000円(3月末まで) 1,000円(3月末まで)

スポーツチャンバラ こどもお天気教室
春編

春が終わると“梅雨(つゆ)と
呼ばれる長雨”そのあとはギ
ラギラ太陽の夏がやってき
ます。実験を交えて雨と暑さ
に対して気をつけなければ
ならないことを学びましょう！

寺尾直樹 気象予報士・気象キャスター

テレビでおなじみの
気象キャスターが解説

【小学生～】

4/16(日)10:30～12:00
2,000円(税別) 親子ペア3,500円（税別）

【中学生～】 【中学生～】 【小1～】

1,000円(3月末まで)
1,000円(3月末まで)

1,000円(3月末まで) 1,000円(3月末まで)

1,000円 2,000円（税込）1,000円(3月末まで) 別途材料費1,000円(3月末まで)

1,000円(3月末まで) 1,000円(3月末まで) 1,000円(3月末まで)

3/30(木)
10:30～12:00

2,000円(税別) 1,600円(税別)

3/11(土)・4/8(土)
10:30～12:30

2,000円(税別) 2,000円（税込）

3/11(土)･4/11(火)･5/13(土)･6/9(金)
10:30～17:30

21,276円(税込)
テキスト代(2冊)･認定料･試験料12,624円（税込）

3/19(日)･4/9(日)･5/28(日)･6/25(日)
10:30～17:45

16,000円(税別) 5,820円（税込）(認定料込）

3/2(木)･4/5(水)･5/9(火)･6/4(日)
10:30～16:30

25,000円(税別) 5,000円（税別）

4/14(金)･5/21(日)
10:30～17:30

18,000円(税別) 16,000円（税別）

3/26(日)･5/20(土)･6/18(日)
10:30～16:30

9,000円(税別) 10,500円（税別）(認定料込)

3/30(木)･4/29(土･祝)･5/12(金)･6/7(水)
10:30～17:00

29,000円(税込)

第4(月)
13:30～16:30

ＪＥＵＧＩＡ特別価格15,000円(税別)
テキスト代5,000円（税別）

第2(月)または第4(日)
13:00～17:00

12,000円(税込) 5,000円（税込）（修了証込）

3/25(土)･4/29(土･祝)･6/17(土)
10:30～16:30
5/14(日)13:00～18:00

10,000円(税別)

3/18(土)･4/15(土)･5/3(水･祝)
10:30～12:00
6/3(土)13:00～14:30

3,000円(税別) 200円（税込）

8,500円(税込)(認定料･発行事務手数料込)

①3/5(日)・3/12(日)
②4/10(月)・4/24(月)
10:30～12:00

4,000円(税別) 200円（税込）

　　  ～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)

★こどもがたった
　3日で変わる★ほめ方しかり方講座

9,000円（税込）（認定料込）

3/18(土)･5/30(火)
8,000円(税別) 3,300円(税別)（認定料込）

10:30
～15:30・4/22(土)･6/8(木)13:30～17:30

3/10(金)13:00～14:30・4/22(土) 10:30～12:00
3,000円(税別) 2,000円（税別）

竹内政子 日本清掃収納協会
清掃マイスター 2級認定講師

清掃マイスター
2級認定講座

お掃除が楽になるラクラクお掃除術

3/4(土)・4/9(日)
9,000円(税別) 9,000円(税別)（認定料込）

13:00～16:00

3/13(月)・4/20(木)10:30～12:30
2,000円(税別) 200円（税込）

初級英国式
リフレクソロジスト養成講座

JAA認定ハンドトリートメント
検定対応講座

整理収納アドバイザー
2級認定講座

整理収納教育士
認定講座

　　2日で資格取得！

ペットシッター士資格認定講座

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)

生前整理アドバイザー
２級認定講座

～対人関係や日常生活に役立つ！すぐに使える知識が満載！～
　　　　コミュニケーション心理アドバイザー認定講座

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

3/17(金)

～開業への近道～

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

2017
春期号

保存版

さわやか絵手紙 こどもクラシックバレエ

フラワーアレンジプルミエ 誰でも出来る腹話術

体験｜見学｜入会｜お申し込み受付中

● 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

●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。

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。

《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。

〒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

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

講師募集入会と受講のご案内

…消費税は別途要します。（税別表記）

052-629-101110:00～20:00

ご予約
承ります

…税別表記ですが、講座により税込
　の場合もあります。

ホームページからもお申し込み承ります。

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

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2017.2.20
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ビーズモチーフ

全6回

第4(金)
10:30 ～ 12:30

(各)全6回21,000円(税別)

キラキラ輝くビーズ
ひと粒ひと粒に丁寧
に針で糸を通すと、
お気に入りのディズ
ニーキャラクターが
現れます！

(各)全6回5,000～8,597円(税込)

［4/28(金)開講予定］

魔法のタワシ

第3(月)
13:30 ～ 15:30

食事の後片付けが楽
しくなる、洗剤なしで
汚れが落とせるディ
ズニーキャラクター
のタワシを作ります。

［4/17(月)開講予定］

キラキラデコ

第1(木)
10:30 ～ 12:30

混ぜるだけで固まる
樹脂粘土（デコレパ
テ）に、キラキラビジ
ューを乗せて作るデ
ィズニーキャラクタ
ー講座です！

［4/6(木)開講予定］

©Disney　© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

ディズニーハンドメイドインストラクター
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