
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。

9/17(日)･9/24(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･2･3(金)17:00 ～ 18:00
月額4,500円(税別)

子供テーマパークダンス
松浦有香 ダンスインストラクター

月3～ 4回(水)16:00 ～ 17:00
月額4,320円～(税別)

初めての子供バレエ
中島有加里 全国舞踊コンクールなど受賞経験あり

NAKASHIMA BalletSchool講師

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)
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

第2･4(月)
17:30 ～ 19:00
月額2,600円(税別)

こども書道教室
太田由香 中部日本書道会審査会員

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

9/22(金)

第2(金)14:00 ～ 15:00
全6回15,000円(税別) 別途教材費

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9/14(木)・9/28(木)

第2･4(木)
16:30 ～ 18:00
月額3,400円(税別)

楽しさ満載！秋からの
学研 科学実験教室
学研科学実験教室専任講師

1,000円
1,200円

月4回(火)
13:30 ～ 14:30
月額4,000円(税別)

第1･3(火)
13:30 ～ 14:30
月額2,000円(税別)

気軽に健康体操
近藤久虹子 日本肥満予防健康協会認定講師

在宅医療リハビリ指導士認定講師

月2回(土)
18:30 ～ 20:00
月額2,400円(税別)※小学生まで2,100円

カネフラ(男性フラ)
フラ・オ・マハナ講師

月2回(木)
13:00 ～ 14:00
月額3,600円(税別)

はじめてのベリーダンス
Mari_A インストラクター

月4回(金)
12:00 ～ 13:00
月額5,000円(税別)

社交ダンス入門
𠮷田隆三 愛知県教師協会会員・JDC中部･現役競技選手

1,250円 10/5(木)

第1(木)
13:00 ～ 15:00
月額2,000円(税別)

誰にでもできる数秘術講座(入門)
羽雲 恋 いやしの風代表

1,000円9/26(火)

第2･4(火)
10:30 ～ 12:00
月額4,000円(税別)

紫微斗数(星曜派)
～中国最高峰の占術～
沖山仁教 東洋易学協議会代表

1,000円

1,000円

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

テーマパークで流れている曲を使って元気
いっぱいに楽しく踊る事ができるダンスで
す。バレエやジャズ
ダンスなども基礎
から学べるので多
様な踊りができる
ようになります。

音楽に合わせて
身体を動かすこ
とで、感性やリズ
ム感を養います。
さあ、みんなで
楽しくレッスンし
ましょう♪

9/19(火)

月2回(火)
17:30 ～ 18:20
月額3,000円(税別)

レッツ･チアダンス
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

1,000円

きらきら光るポンポン
を持って、ファンタジー
な曲に合わせて元気に
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!

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。

月4回(土)
【幼児～】17:45 ～ 18:45
【高学年～】19:00 ～ 20:30
月額3,620円(税別)

テコンドースクール
内田義晃 テコンドー全日本選手権大会　第1位

905円

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。

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。

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、楽しく制作しながら
自由な発想力・豊かな色彩
感覚・確かな造形力を育て
ます。

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

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。

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？

年間100以上の実験を
体感し、失敗と成功を繰
り返すことで子どもた
ちの自ら考える力を伸
ばします。

9/18 (月･祝)・9/29 (金)［45分］
※時間はお問合せ下さい。

月2回(月)11:00 ～ 15:00〔1回45分〕
月2回(金)17:00 ～ 21:00〔1回45分〕
月額7,000円(税別)

マンツーマン ボイトレ
BOW ボイストレーナー・singer

1,000円

9/15(金)※時間はお問合せ下さい。

月2回(金)
18:00 ～ 21:00 [1回45分]
※レッスン回数相談に応じます。
月額9,000円(税別)

必ず弾ける！
初めてのギターレッスン
青木優紀 ギタリスト・作編曲家

1,000円

第1･3(火)
①【初　級】10:30 ～ 11:30
②【初心者】11:45 ～ 12:45
月額3,000円(税別)

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

月3～ 4回(火)15:00 ～ 21:00[1回30分]
月3～ 4回(水)10:30 ～ 17:00[1回30分]
月額6,150円～ (税別)

ピアノ教室
島本仁美 ピアノ講師

基礎～応用までひとりひと
りに合ったレッスンを行い、
声つくりのサポートをしま
す。初めての方も経験者も
大歓迎です。

第1･3(金)
13:30 ～ 15:30
月額3,300円(税別)

カラオケ教室
杉岡知子 ZMA講師　歌手

1,000円【30分】

1,000円(9月末まで)

ナツメロから最新のヒ
ット曲まで譜面にて基
礎からしっかり教えま
す。楽しく上手く歌える
様になりましょう!

ギター全くの初心者から
経験者、作編曲理論を学
びたい方など、幅広いジ
ャンル、奏法を楽しくレッ
スン致します。

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。

※時間はお問合せ下さい。

月3回(木)
15:00 ～ 20:30[1回30分]
月額8,340円(税別)

楽しくフルートレッスン
山田舞子 名古屋芸術大学卒

1,000円
(9月末まで)

マンツーマンで
分かりやすく丁
寧に指導します。
クラシックや日本
の歌、ポップスな
ど楽しく演奏し
ましょう！

小さなお子様から大人
の方まで未経験の方で
も大丈夫。ピアノを初
めてみませんか｡

第1･3(金)
10:30 ～ 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

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。

9/19(火)

月2回(火)
13:30 ～ 15:00
月額3,000円(税別)

身体を内側から健康に！
はじめてのジャイロキネシス®
杉山絵理 GYROKINESIS® 認定トレーナー

1,000円

負担の少ない動きで背
骨周りの筋肉をゆるや
かに動かし、正しい姿勢
やバランスの良い身体
にしていきましょう。

シニア向けの楽しく
簡単ならくらく運動
教室です。ラジオ体
操・簡単筋肉トレーニ
ングで､病気知らず､
寝たきりにならない
体作りをしましょう。

第2・4(火)12:10 ～ 13:10
月額3,000円(税別)

ピラティス
山本聖子 ピークピラティス

インターミディエイトマット認定

インナーマッスルを鍛
えると骨盤やお腹廻
りが引き締まり身体の
歪みが矯正されます。
エイジング対策にも
効果的で正しく美し
い姿勢になります。

カネフラとは、男性向けのフラダンスで、女性の
フラダンスとは違った力強い踊りです。古来、フ
ラは男性のみが踊ることを
許されており、その踊りはと
ても勇壮です。ストレッチや
筋力トレーニングで柔軟性と
全身の筋力アップを目指し
ます。初心者大歓迎です。

第2･4(月)
10:15 ～ 11:45
月額2,400円(税別)

美しいフラへの一歩
フラ・オ・マハナ講師

癒しのハワイアンミュージックに包まれなが
ら、美しくなめらかなフラを仲間と共に目指
します。毎回、基本からし
っかり学び、正しいフォー
ムを意識しながら踊るこ
とで美しい姿勢に繋がり
ます。初心者大歓迎。

魅惑的なアラビアン音楽
に合わせて一緒に踊りま
せんか？
しなやかな身体やしぐさ
を手に入れ、女性の美し
さを発揮しましょう。

現役競技ダンサーが実際に
踊りを見せながらレッスンを
します。パーティーダンス
（ブルース･ジルバ･ワルツ･
タンゴ･ルンバ･チャチャチャ）
この6種目を1種目1ヶ月で
踊れるようになります。
まずは簡単なステップを覚
えて一緒に踊りましょう。

月3回(金)
10:30 ～ 11:30
月額4,950円(税別)

脳トレのためのフラメンコ
髙木真理 セレッソフラメンコ代表　フラメンコ講師

スポーツシューズでもでき
るフラメンコです｡リズム
に合わせてステップを踏
んだり、体幹を意識するこ
とで正しい姿勢に近付け
ます。五感を刺激すること
で脳トレにつながります。

誕生日に隠された人生のテ
ーマや流れを読み解きま
す。個人の数字を使い、得意
分野や悩みになりやすい事
柄、相性などを理解するこ
とで過ごしやすくなります。

東洋・西洋問わず沢山の占いがありますが、香港・台湾で一
番人気の占いというと紫微斗数占術です。現在日本でも少
しずつ人気も出ており出版もされていますが、大半は間違っ
た見方をしています。今回は”
鳥肌が立つ”と言われる宿命学
の中の紫微斗数占術の重要な
基礎となる部分を学びます。

10/4(水)・10/18(水)12:00 ～

第1･3(水)10:30 ～ 12:00
月額3,000円(税別)

礼法・マナー教室(初級)
田原敦子 装道着装1級･礼法2級高等教授科修了

月2回(金)15:00 ～ 19:00
月2回(土)14:30 ～ 17:30

月額5,000円(税別)

初めての分かり易い
英語・スペイン語

織田眞己子 元外資系航空会社社員

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

人前で恥ずかしい思
いをしないために
も、日本の礼儀・作
法・マナーを御自身
のため、お子様、お孫
様のお手本となり、
伝えていくために学
んでみましょう。

伝筆レッスン

伝筆で年賀状を書こう！

羽雲 恋 伝筆協会認定　伝筆講師

～筆ペン1本で気持ちが伝わる～
普段言えないことでも伝筆なら
伝えられます｡文字がヘタでも
大丈夫!あなたの想いを字に込
めて描いてみよう｡

日本人講師がレベルに合わ
せ､テキストにそってわかり
やすく説明します｡文法など
の基礎に加えて、簡単な日常
会話まで学ぶ事ができます。

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。

9/27(水)

第4(水)10:30 ～ 12:30
月額2,000円(税別)

第1･3(水)18:30 ～ 20:00
月額3,000円(税別)

暮らしを楽しむカルトナージュ
木村裕久子 クラフトDECO協会

英国式カルトナージュ認定講師

厚紙に布や紙を貼っ
ていくヨーロッパ生
まれのオシャレな伝
統工芸。身近で使える
実用雑貨を中心に作
ります。

11/1(水)13:00～15:00
1,500円(税別) 1,500円（税込）

やさしい輝きの銀粘土のアクセサリー
杉浦英津子 がらすあそびＫＥＲＹ主宰

素材の銀粘土は柔らか
いので、自由にデザイン
できます。文字やイラス
トを彫ったり、合成石(別
途)を入れ、より華やか
に仕上げる事も。電気
炉で焼成すると純銀の
アクセサリーに！

11/10(金)
10:30～12:00

1,500円(税別) 2,000円（税別）

クリスマス グラスアート
辻野邦代 日本グラスアート協会インストラクター

ステンドグラスの雰囲気を
そのままに、より簡単に、短
時間で安全に作品を作る
ことができる新しいクラフ
トです。素材となるガラス
板などに、鉛でできたリー
ド線と特殊なカラーフィル
ムを貼って制作します。

10/11(水)･11/8(水)･12/13(水)
10:15～12:15

1,600円(税別) 800円（税別）

パステルアートセラピー
稲垣利香 パステル和(NAGOMI)アート協会インストラクター

パステル画材をパ
ウダー状にして指
で描くという、絵心
など全く関係なく
楽しめるアートセ
ラピーです。

9/29(金)・10/30(月)・11/30(木)
10:30～12:00

2,000円(税別) 500円（税込）

ダイパーケーキ（おむつケーキ）レッスン
早川智紗子 一般社団法人ＢＡＢＹＳＨＯＷＥＲＪＡＰＡＮ認定講師

妊婦さんへの出産祝いやお
孫さんへのギフトとして大変
喜ばれている、ダイパー (お
むつ)ケーキ！
今話題のベビーシャワーに
も必須アイテム！大人気の二
段ケーキを制作します。

9/28(木)･10/1(日)10:30～12:30
11/9(木)13:00～15:00

2,000円(税別) 3,000円（税込）

心の科学 HITキャラクトロジー®心理学
～入門講座～
荒川淳子 一般社団法人HITキャラクトロジー®心理学協会心理学講師認定マスター

覗いてみよう！
～自分も周りも優しく豊
かになる心の世界を～
日常で感じる｢困った!!
どうしよう!!｣の仕組み
と解決方法がわかる新
感覚の宇宙的心理学を
ご紹介します。

9/29(金)･10/30(月)
13:00～15:00

2,000円(税別) 1,000円（税別）

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)

小池一也 日本手もみ福祉協会理事長

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。

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）

初級英国式
リフレクソロジスト養成講座

青山とも子 NPO法人ロイヤルセラピスト協会
認定講師

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。

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）

パーソナルカラーレッスン
なつ美 NPO日本パーソナルカラー協会認定講師

「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♪

9/16(土)・11/5(日)･12/9(土)
10:30～12:00
10/21(土)13:00～14:30

3,000円(税別) 200円（税込）

グルーデコでアクセサリーを作ろう
君塚さゆり JGA認定講師

エポキシ系の粘着性のあ
るパテ(グルー )にスワロフ
スキーをのせて、ネックレ
スやリングなど、手軽に短
時間でクオリティの高いア
クセサリーを作ることがで
きます。

9/19(火)･10/16(月)
13:30～15:00

2,000円(税別) 1,500円～（税別）

癒しのハーバリウム
さかい有美 ハーバリウム・フローリッシュ認定講師

今、大人気のハーバリウム。
透明ボトルの中でお花たち
がキラキラゆらゆらと揺れ
るハーバリウム。インテリ
アとしてまた、ご自身の癒
しとして世界にひとつだけ
のオリジナルハーバリウム
を一緒に作りませんか？

9/30(土)13:30～15:00
10/10(火)10:30～12:00

1,500円(税別) 3,000円（税込）

カラータイプアドバイザー
認定講座(初級レベル)

さかい有美 一般社団法人カラータイプ協会認定講師

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。

10/10(火)･11/12(日)
13:00～17:00

8,000円(税別) 3,300円（税別）(認定料込)

スカーフコーディネーター
ベーシック認定講座

菱川陽子 日本スカーフコーディネーター協会認定講師

4時間で約35種類のスカーフの折り方、結び方
を体系的に学べる認定講座。日常的にスカーフ
を楽しむための「コツ」やシーン別(カジュアル、
ビジネス、パーティー）のお勧めの結び方、スカ
ーフリングを使った結び方な
ど、すぐに日常生活で活かせ
るコンテンツが満載です。

9/29(金)･10/31(火)
10:30～15:30

13,500円(税別)

JAA認定ハンドトリートメント
検定対応講座

前田智巳 JAA認定ハンドトリートメント検定トレーナー

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。

10/22(日)･11/29(水)･12/3(日)
10:30～17:30

18,000円(税別) 16,000円（税別）

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

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｡

9/16(土)･10/29(日)
11/29(水)・12/8(金)
10:30～16:30

10,000円(税別) 9,000円（税込）（認定料込）

清掃マイスター
2級認定講座

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

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！
9/14(木)
13:00～16:00

9,000円(税別) 9,000円（税別）(認定料込）

生前整理アドバイザー
２級認定講座

祖父江みゆき 生前整理アドバイザー 2級認定講師

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。

9/9(土)･11/18(土)･12/10(日)
10:30～16:30

9,000円(税別) 10,500円（税別）(認定料込)

日本サロネーゼ協会
練り切りアート®認定講座

若松香織里 日本サロネーゼ協会練り切りアート認定講師

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。

10/15(日)･10/29(日)
10:30～17:30

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

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

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)

～現役声楽家による～ 歌 塾みんなでボイストレーニング

［30分］※時間はお問合せ下さい。 1,000円
(9月末まで)

1,000円(9月末まで)1,000円(9月末まで)

1,000円(9月末まで)

1,000円 1,000円(9月末まで) 1,000円(9月末まで)

1,000円(9月末まで)

1,000円(9月末まで) 1,000円(9月末まで)

1,000円(9月末まで)

※時間はお問合せ下さい。 1,000円
(9月末まで) ※時間はお問合せ下さい。 1,000円

(9月末まで)

【小学生～】

【中学生～】

【小学生～】

【年長～】

【５歳～】 【小･中学生】 【小学生】
【年長～小6】

【6ヵ月～1歳半】

【年少～】

【4歳～】 【3歳～】 【幼児～】 【4歳～】

【小学生～】 【4歳～】

【小学生～】

9/21(木) 1,000円

声の音域を広げましょう！
ヴォイストレーニング
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

だれもが音域が広がる、
通る声が出るようになる
発声法を学びます。声の
アンチエイジングにもな
ります。

9/20(水)10:15～17:00〔1回45分〕
10/7(土)14:00～21:00〔1回45分〕

3,000円(税別)
※時間はお問合わせ下さい。

全6回

1,000円(9月末まで) 1,000円

1,000円(9月末まで)

【中学生～】

〔　1回45分〕〔　1回60分〕※時間はお問合せ下さい

※時間はお問合せ下さい。 1,500円
(9月末まで)

7,020円(税込) (認定料込)
12/6(水)10:30～15:30

10/13(金)･11/25(土)･12/16(土)
10:30～13:30

11/13(月)10:30～12:00

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

2日で資格取得！

～開業への近道～

ペットシッター士資格認定講座
NPO法人IATH認定講師

9/30(土)･10/31(火)･11/26(日)･12/17(日)
10:30～17:00

29,000円(税込)
8,500円(税込)(認定料･発行事務手数料込)

コミュニケーション心理
アドバイザー認定講座

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

9/30(土)･10/14(土)･11/19(日)･12/9(土)
10:30～17:45

16,000円(税別) 5,820円（税込）(認定料込）

整理収納アドバイザー
2級認定講座

9/22(金)

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。

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。

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｡

ご予約
承ります

お申込み
お問い合わせ

2017
秋期号

保存版

JEUGIAカルチャー

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。
JEUGIAカルチャーセンターは全国59会場有り

［十字屋Culture株式会社／本社：京都市］

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）
…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。

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

●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。

〒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

052-629-101110:00～20:00

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

2F

体験・見学も承ります!
ご入会受付中ご予約

承ります

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

JUNバレエ教室 こどもクラシックバレエ ガーデニング～花と緑のある生活～
くらし

ディズニーハンドメイド【ビーズモチーフ】 一緒にはじめよう美しいフラ

入会金1,000 割引（税別）

円早割
※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。

2017年

9/30㈯
期間

ま
で体験当日にご入会の方は（または体験なしでご入会の方）

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2017.9.4
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