
9/14･28(水)12:00～

1,000円9/12･26(月) 幼児科16:00～児童科17:00～ 9/19･10/3(月)①10:30～②11:20～ 1,550円
1,000円9/12･26(月)16:30～

1,000円9/14･21･28 (水)15:30～ 1,050円 2,250円

2,000円

17:00～

1,000円
9/23･10/14(金)16:45～ 1,200円

9/22･10/13(木)19:00～ 1,600円1,500円
9/14･28(水)13:00～
9/16･30(金)10:30～

1,000円
500円（税込）

1,000円2,050円

1,440円
500円16:30～

17:00～

10:30～/18:30～ 13:30～

16:30～

1,500円（プレゼント有）

1,800円11:40～

優しい音を奏でるオカリナ。持ち歩ける
手軽さで、大好きな歌を奏でられたら、
どんなに楽
しいことで
しょう♪

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。

(月)
幼児科16:00～17:00
児童科17:00～18:00 月額4,800円

こども新体操

柔軟性やリズム感を養いま
す。リボンやボールなどの手具
を使い、音楽に合わせて楽し
く踊りましょう。新体操の基
礎から丁寧にお教えします。

村瀬奈々子 シックスアイズRG講師

第1･3(月)
①10:30～11:10
②11:20～12:00 月額3,100円

ドレミでルンルン♪リトミック

対象年齢に合わせたきめ細やかなカリキ
ュラムで楽しみながら音楽の基礎的な要
素を身につけます。赤ちゃんクラスはピ
アノに合わせてスキンシップ♪笑顔いっ
ぱいの楽しい子育てをお手伝いします。

加藤里美 リトミック･ピアノ講師･保育士

月3回(月）16:30～18:00
月額4,650円

観察力･表現力を養う作文デッサン

物の名前を言わないで、見えているままを言葉で相手
に説明できますか？例えば、ラ
ンドセルや筆箱など。何色？大
きさは？形は？･･観察力、表現
力が養われ作文力の基礎が培
われます!

安間宏見 作家

月3～4回(水)
15:30～18:30［1回30分］
月額8,140円

ぴあのランド♪ド･レ･ミ

お子様の年齢やペースに合わせて一
人一人丁寧にご指導します。伴奏を付
けたり連弾も取り入れたりして楽し
みながら力をつけていきましょう。

佐藤真祐子 ピアノ講師、アンサンブルサンタ

第1･3(火)
17:00～18:30
月額2,100円

こども囲碁教室

考える力を養い脳の
はたらきを良くしま
す。陣地取りゲーム
ですから、計算にも
強くなります。一緒
に楽しみませんか。 

山﨑啓石 (財)日本棋院二段 

第2･4(木)
17:00～18:30
月額4,500円

児童画･造形教室

児童画が基本ですが、造形作品も作ります。毎回完
結の課題から数回にわたっ
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。

丹下敬文 画家、舞台芸術家

月3～4回(火)16:30～19:00 月額5,280円

楽しいSOROBAN

計算力･暗記力･集中力･積極
性･忍耐力の他、そろばんを
使うと暗算力が自然に身に
つき、指先を使うと頭脳が発
達します。開講時間内に1時
間程度受講して頂きます。

山賀明美 珠算教師

第1･3(金)
第2･4(金)
16:45～18:15 月額3,400円

学研 科学実験教室

子どもたちの「なぜ？どうして？」を大切にして楽しく『科
学する心』『工夫する力』を
育て伸ばします。 新しい発
見の感動を体験してみませ
んか？

加藤範子 (株)学研エデュケーショナル
(幼児事業室)専任講師 

第2･4(金)
16:30～18:00
月額4,000円

小学生向け!プログラミング講座

コンピューター言語の中で最も簡単といわれるHTML
(文書構造を定義する、骨組み
･構造 )とCSS(見た目や装
飾を整える)を学びます。自分
のソースコード(プログラム
の元となる一連の文字列)を
開発しよう!

田口  相 ウェブデザイナー

第2･4(水)
12:00～13:00
月額5,000円

歌って学べる！
Ｋ-ＰＯＰ韓国語講座

生徒さんが選んだ曲で歌いながら語
学を学べる新しいタイプの講座です。
歌詞から韓国語を学ぶので頭に入り
やすく、韓国語取得＆カラオケのレパ
ートリーも増えて一石二鳥です。どな
たでもお気軽にご参
加下さい。

金　基華 韓国語講師

第2･4(木)
19:00～20:10 月額3,600円

心と身体の癒しヨガ

1日の疲れをリフレッシュ!ヨガで身体
の歪みを整えましょう。首、肩こり、腰痛
も改善されます。

久田康代 amrta yoga主宰
松下ヨガ学院認定講師

第2･4(土)
11:40～12:40 月額3,600円

～癒しの音色～
オカリナを楽しむ

三宅良美 オカリナ奏者・講師

第2･4(水)13:00～15:00　　　
第1･3(金)10:30～12:30 
月額4,500円

0から始める絵画教室
－油絵から水彩画まで－

静物画、風景画を描き
ます。部屋に飾れる小
品から大作まで、ご希
望に合わせてご指導し
ます。公募展に挑戦さ
れる方もOKです。画
材も自由に選べます。

井上美知子 光風会会員

第1･3(月)
10:30～12:00
18:30～20:00　　
月額4,100円

きもの着付とマナー

浴衣から留袖まで、着せる喜び着る楽
しみ、資格も取れます。マナーを身につ
け視野をひろげ
ましょう。都合に
よって着物もお
貸しします。

服部紀子・服部祥子 装道きもの学院
評議員

第3(月)
13:30～15:30
月額2,100円

～初歩から学ぶ～俳句入門

俳句は難しいも
のではありませ
ん。初心者の方
を歓迎します。
一から始めて楽
しく自然にいろ
いろ覚えましょ
う。 

田島槇子 俳人協会会員、「樹」会員 

アロマハンドトリートメント
ボランティア養成講座

セルフジェルネイル
1ｄayレッスン

耳つぼ リンパセラピー

アロマの基本をはじめ、高齢者の心
身、ボランティアの心得などを学びま
す。オイルの作成･実技を実践し、ボラ
ンティア活動における体験談などをお
話します。すぐに活
動が始められるよ
うご指導致します。

加納江利子 Sweet-Orange主宰

赤ちゃんの寝顔も笑顔も可愛く残そう!
おひるねアート撮影会

赤ちゃんに背景や小物をつけて撮影
する「おひるねアート」。寝ていなくて
も大丈夫、寝顔も笑顔も泣き顔もOK
です。今しかな
い赤ちゃんの瞬
間を可愛いアー
ト写真で残しま
せんか？

山下あけみ 日本おひるねアート協会
認定講師

～1日で修了証発行～
美肌食マイスター資格講座

～1日で修了証発行～
ダイエットアドバイザー資格講座

～1日で資格が取れる～
TCカラーセラピスト認定講座

本資格講座は美肌に良い食材や栄養
素、皮膚の構造や肌荒れの原因など具
体的に学びます。
習得後アドバイザ
ーとしてセミナ
ー・教室を開けま
す。(申込締切1週
間前)

日本肥満予防健康協会認定講師

ダイエットに関する実践学を学びたい
方や肥満予防・解消のアドバイザーとし
て活躍される方
が実践に活かせ
る指導法を習得
するための資格
講座です。(申込
締切1週間前)

日本肥満予防健康協会認定講師

ネイル経験ゼロの方にも基礎から丁寧
に指導します。ジェルネイルに必要な
教材もすべて揃っています。お一人様か
ら開講致します。

渡邉陵子 JNE1級ネイリスト スワロフスキ
ーのビジュー
付き耳つぼシ
ールで耳つぼ
を刺激し、美
容や健康に
役立ててみま
しょう。

Fujico パワーピアス･セラピー認定講師

初級セラピスト養成講座

リフレクソロジーセラピスト･ベビーマ
ッサージセラピスト、各初級セラピスト
養成講座(当協会の修了証を発行)　

小山智代 RTA認定講師

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の講座。
人を癒すことを目的に考えられたカラー
セラピーシステムなので、サロンなどでも
すぐにメニューに加え
て頂けます。TCマス
ターカラーセラピス
トも受講可。

岩田亜紀子 カラースクール＆スタジオDADU
TCマスタートレーナー

インテリアセルフアテンド2級認定講座
知らなさすぎた家づくり～入門編～

自分にとって住みやすいすまいを作る
方法を知る「セルフアテンド力」を身に
つける参加型＆体感型講座です。別途1
級～応用編～も受講可(財)生涯学習開
発財団認定資格

大矢貴子 インテリアアテンダント
一級建築士

TVで紹介!主婦の副業で人気!
ペットシッター士 資格認定講座

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)になることができます。取得後
全国どこでも即開業することができます。ペッ
ト系資格の中で有効な資格
として認められております。
不安定な世の中、副業的に
も注目されています。　　　
　　　　　　

日本ペットシッター協会講師

…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。
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ご予約
承ります

イオンタウン千種
● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ● ジャンル豊富に230講座以上が集う 総合カルチャーセンター

JEUGIAカルチャー

カービング

お
申
し
込
み
受
付
中

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

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］

社交ダンス 一眼レフカメラ 自由に絵画

【幼児科(4歳～)】
【児童科(小1～)】

【3歳～】

【年長～】 【年長～小6】

【小2～】

【対象0～24ヵ月】

【小2～】 【小学生～】

【小学生～】

①【1～3歳】
②【首が座ったら～
       1歳未満】

第1･3(火)
10:10～11:10

学研ほっぺんくらぶ

前頭葉を刺激するあそびで心
身の成長を促し、全身を動か
す活動で親子のコミュニケー
ションを深めます。

加藤範子・伊藤久美子 (株)学研エデュケーショナル
(幼児事業室)専任講師

ママベビコース
H25.4.2～26.4･1首が座ったら～1歳

モンテソーリの教育法を土台と
したプログラムです。お母さまと
離れて集団の中でのきまりやル
ールをしっかり覚え、集中力と
意欲・柔軟な思考力を高めます。

クラスフェリーチェ 2歳児
H24.4.2～25.4.1

自主性や集中力を育て、リズ
ム遊び、造形活動を通して
「もじ・かず」に親しみ楽しく
学ぶ活動をします。

クラスフェリーチェ年少
H22.4.2～24.4.1

ちえ教材やワークを丁寧に
指導し、学習の定着を図り、
思考力、観察力、空間知覚力
などを身につけます。

クラスフェリーチェ年中･長

月3～4回(木)
16:00～17:00

基本から中学受験の基礎ま
で、各自の学力にあった学習
内容をお子様の理解度に合
わせて進めていく無学年制
学習です。

エリートコース小学生

②第1･3(金)13:30～14:30

月額各9,717円月額各3,000円 月額6,234円

9/20･10/4（火）10:10～

①第2･4(火)10:10～11:10

親子で楽しむ造形活動で手先の功緻
性を養い、脳の発達を促し、また絵本
でお子様の情緒を育てます。2歳児プ
レクラスは、フェリーチェ教材の先取
りや親子分離の練習もします。

ママキッズコース/2歳児プレコース
①1歳～2歳 ②1歳半～2歳

月3～4回（火）
11:40～13:00

月3～4回（金）
15:00～16:20

10:10～
年長17:00～18:20

月3～4回（木）
年中15:30～16:50

17:00～ 16:00～

8,640円(税込)
5,400円(税込)

10,000円 19,000円(税込)

3,780円(税込)13,220円(税込)

2,000円 1,500円(税込)

5,000円(税込)
4,200円(税込)48,000円(税込)

(1名様から開講可)(1名様から開講可)

<実施会場>
イオンタウン有松
9/25･10/2(日)13:00～17:00
アクアウォーク大垣
11/6･13(日)10:30～15:30(1時間休憩含む)

第2(木)

13:30～15:00/19:00～20:30

(水･金･日/他曜日応相談)

10:30～16:30(内3時間半)

5,100円 6,480円(税込)(修了証含む)

(1名様から開講可)
日程･時間は応相談

10:30～17:00(内3時間)
2,000円

(1家族)20分

第2(日)
(1名様から開講可)
10:30～12:30
13:00～15:00(予備)

日程時間調整可(1名様から開講可)
(土･日･祝/平日応相談)

10:30～15:30(休憩あり)

11,660円(税込)
(修了証含む)

13,450円(税込)

(2名様から開講可)
第2(日)

10:30～16:30(1時間休憩含む)
(2名様から開講可)
第3(日)

10:30～17:30(1時間休憩含む)

9,000円(税込)10,000円

日程時間調整可(1名様から開講可)
(土･日･祝/平日応相談)

10:30～16:30(1時間休憩含む) 6,000円

(1名様から開講可)
日程･時間は応相談

10:30～16:30(内3時間)

13:30～ 11:40～ 15:00～

15:30～

11,660円(税込)
(修了証含む)

13,450円(税込)

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

2F


