
期間限定
1,000円（税別）

期間限定
1,000円（税別）

500円（税別）秋のわくわくキャンペーン実施中!
プレゼントあり 1,000円（税別）

9/21･28(水)･10/5･12(水)

9/11(日)･10/9･23(日)

1,200円（税別）9/12(月)･10/10(月) 2,000円（税別） 9/8(木)・10/13（木）

9/12・26（月）・10/10・24（月）

1,000円（税別）
1,800円（税別）

1,000円（税別）
1,150円～（税別）

1,000円（税別）
1,100円（税別）

1,000円（税別）
①1,250円（税別）・②③1,050円（税別）

期間限定
1,000円（税別）9/8･22(木) 1,000円（税別） 1,200円（税別）

9/10・24（土）・10/8・22（土）
1,000円（税別） 1,350円（税別）

期間限定
1,000円（税別）9/25(日)･10/2･16(日)

9/12・26（月）・10/17･24（月）
300円1,000円（税別）

①1,700円（税別）・②2,000円（税別）

1,000円（税別）
1,200円～（税別）

2,500円（税別）9/9(金)

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。

第2･4(日)
10:30～12:00
月額3,600円(税別) ※教材費1,000円～

キッズプログラミング

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。

デジコロボインストラクター

①ママベビコース【生後4ヵ月～歩行が出来る1歳頃】
第1・3(木)10:15～11:15 月額3,000円(税別)
②ママキッズコース【歩行が出来る1歳～】
第2・4(木)10:15～11:15 月額3,000円(税別)
③入園準備コース【H29.4月入園の2歳～】
月3～4回(木)11:30～12:30 月額4,050円～(税別)
④クラスフェリーチェ【H29.4月入園の2歳～】
月3～4回(木)13:00～14:20 月額7,950円～(税別)
※①～④教材費別途

学研幼児教室ほっぺんくらぶ
学研教室専任講師

好奇心を刺激し考える力を育みます。

月4回(金)
①16:30～17:20 月額4,600円(税別)
②17:30～18:30 月額5,000円(税別)
③18:30～19:30 月額5,600円(税別)

子供バレエ

バレエを通して柔軟な身体と美しい姿勢
を身につけましょう。簡単なステップから
本格的なバレエの動きまで丁寧に指導し
ます。

中野明美 他 アン・バレエ・アカデミー

月4回(火)
①16:30～17:30 月額①4,800円(税別)
②17:30～19:00 月額②6,000円(税別)

こどものクラシックバレエ

解剖学に基づいたアプローチで
基礎から指導。楽しくレッスン
し、美しい姿勢、豊かな感性を育
みます。

加藤愛美 フリーランス
クラシックバレエ講師

月3～4回(水)
入門17:00～18:00
初級18:00～19:00
月額3,300円～(税別)

バトントワリング

国際大会出場経験のある講師が
直接指導します。バトン演技の楽
しさや達成感を味わいましょう。

深谷美海 ナゴヤ ゴールデン トワラーズ

月3回(火)
①16:00～17:00【0歳～】 月額3,750円(税別)
②17:00～18:00【年少～小2】 月額3,150円(税別)
③18:00～19:00【小3～小6】 月額3,150円(税別)

①親子フラダンス
②ケイキフラダンス入門
③ケイキフラダンス初級
フラ・オ・マハナ講師

第2･4(日)10:30～11:30
月額4,000円(税別) ※ペア料金

楽しくフラダンス!
オハナクラス(親子)

リズムに合わせて手と目でお話しすると気分がワ
クワクしてきますよ！女の子も
男の子もママもいっしょに踊
りましょう！

基本からしっかりレッスンします

カレオオラカイイアパナ講師

第2(金) 
10:30～11:30 
(全6回)15,000円(税別)※教材費別途

ベビーサイン教室

まだ言葉が話せない赤ち
ゃんとお手てでお話しませ
んか。歌や絵本、ふれあい
遊びで楽しくサインを学び
ます。

清水としこ 一般社団法人
日本ベビーサイン協会認定講師

第2(月)13:00～14:00
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

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、ブーケなど。

鈴木美子 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

第2(木)19:30～20:30
月額2,000円(税別)

タロット占い＆カウンセリング

タロット占いをしながらカードが
教えてくれる意味を考えていきま
す。カウンセリングタイムでは自分
で心のケアが出来るカウンセリン
グの方法を身につけていきます。

マリアン 心理カウンセラー

第2・4(木)
14:00～21:00[1回30分]
月額5,960円(税別)

オニールJ.C's英会話

経験豊かなネイティブ講師が、生徒さ
んの目的、目標に沿ったレッスンプラ
ンをご用意します。文化の違いを楽し
く学び、英会
話のスキルア
ップもでき
ます。

O’NEIL CHISHOLM
（オニールチズム）

第2・4(月)11:00～12:00
月額2,400円(税別)

はじめてのフラダンス

フラダンスは海
や風や花などの
自然を表現しな
がら踊ります。
ハワイの自然に
触れながらダン
スを 楽しみま
しょう。

KAZU ダンスインストラクター

第2・4(土)
13:30～14:30
月額2,700円(税別)

ベリーダンス超入門

初めての方も大
歓迎。エクササイ
ズ的な動きを取
り入れたレッスン
です。踊りながら
スタイルアップし
ましょう♪

Linfa ベリーダンスダンサー
インストラクター

～簡単に作れる!～
紙のステンドグラス
ローズウィンドウ

ヨーロッパの教会で見かけ
る丸いステンドグラスの薔
薇窓。重なる色が織りなす
幾何学模様が言葉に出来な
い癒しとなり、窓辺に飾る
光のアートを楽しめます。
※通常講座あり。

杉江百合香 光のアート～Onde～
ローズウィンドウ認定講師

香活!アロマテラピーを楽しもう
うっかり予防のハンドマッサージ

みつろうとシアバターのしっとりクリー
ムで、アロマの
香りとハンド
マッサージで
うっかり忘れ
の予防をしま
しょう。

河合喜久子 他 アロハーブ
ジャパン代表

～育児を楽しく～
プレ･ベビーサイン

ねんねの赤ちゃん
と一足先にベビー
サイン。プレから
のスタートで、ベビ
ーサイン育児がも
っと楽しめます。

古川晶予 日本ベビーサイン協会
ベビーサインアドバイザー

～内側から肌を変えていく～
美腸肌指導士初級講座

飲食店、エステ、美容院の方に大好評 !
重度なアトピーをもつ講師が経験と実践
から本当に大切なこ
とを腸と肌によりよ
く向き合う健康な生
活を伝授します。

小野里香 「日本”健・美・食”教育学会」
認定講師

初級英国式
リフレクソロジスト養成講座

優しい刺激を足裏からふくらはぎにトリー
トメントを施す事で全身の血流やリンパの
流れを改善して
いきます。講座終
了後、15分位の
施術が可能。

青山とも子 NPO法人ロイヤルセラピスト協会
認定講師

整理収納清掃(3S)
コーディネーター3級認定講座

家庭で必要な3つのS…
整理･収納･清掃の基礎を
学び、住環境を維持して
いくための知識を学ぶと
ともに自己レベルの向上
を目指します。

久米味香 NPO日本ハウス
クリーニング協会

生前整理アドバイザー
2級認定講座

生前整理とは究極のお
片づけ!まず自分自身の
物・心・情報を整理し未
来がより輝く為の一歩
を踏み出しましょう。

竹内政子 生前整理アドバイザー
2級認定指導員

①ハロウィンの練り切り講座
②かわいい飾り巻き寿司

①可愛いハロウィンの練り切り(上生
菓子)を４個作っていただき専用ケー
スに入れてお持ち帰りして頂きます。
②｢見て楽しい食べて美味しい♪」
可愛いキャラクターの飾り巻き寿司
を作りましょう。

城殿ミキ JSA練り切りアート認定講師
JSIA認定飾り巻き寿司マスターインストラクター

TCカラーセラピスト
認定講座

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。初心者の方が楽しみ
ながら学べます。

林 真佐子 TCプラチナトレーナー

～豆腐を選べる、作れる～
豆腐マイスターベーシック講座

豆腐の食べ比べをしな
がら原材料の違いなど
学べます。最後に豆乳か
ら手作り豆腐を作りま
す。講座修了後「ジュニア
豆腐マイスター」に認定
されます。

整理収納アドバイザー
2級認定講座

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。

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野場圭子 豆腐マイスター認定座学講師

…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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● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ● ジャンル豊富に170講座以上が集う 総合カルチャーセンター

JEUGIAカルチャー

おとなのバレエ・エクササイズ

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］

カワイ体育教室 ～リストラティブヨガ～リラックスボルスターワーク 楽しいシャドウボックス

0562-45-497110:00～20:00

〒474-0053 愛知県大府市柊山町1丁目98番地
リソラ大府ショッピングテラス2F

ご予約
承ります

【小3～小6】

①【年少～年長】
②【小1～小3】
③【小4～トウシューズ】

【6ヵ月～1歳半】

　①【プレバレエ･4歳～小2】②【ジュニア･小3～小6】※小5～ポアント含む

【年少～】

入門【年少～小3】
初級【小4～】

【生後1ヵ月～6ヵ月】

【歩行が出来る1歳～】

【12歳～】

(テキスト・認定料含む)5,820円(税込)
16,000円(税別)

①10/18(火)②12/20(火)
①10:30～12:30
②10:30～12:00
【申込締切3日前】

①2,160円(税込)（道具のレンタル料、レシピ代含む）
②1,728円(税込)（まきすのレンタル料、レシピ代含む）

2,000円(税別)

9/10(土)･10/9(日)
11/10(木)･12/11(日)
10:30～16:30
(全5時間)【申込締切3日前】

9,000円(税込)
（テキスト、認定料含む）

10,000円(税別)

(教本・テキスト・認定料等含む)

9/8(木)･10/21(金)
11/21(月)･12/10(土)
10:30～16:30【申込締切7日前】

11,340円(税込)
9,000円(税別)

(認定料含む)

(修了証込み)5,000円(税込)
12,000円(税込)

9/17(土)・10/15(土)
11/19(土)・12/17(土)
13:00～16:00【申込締切3日前】

2,700円(税込)
7,500円(税別)

(認定料含む)

9/16（金）・10/7（金）・11/4（金）
12/2（金）10：30～12：30

①10/27（木）10:30～15:00（30分休憩）
②12/17（土）13:00～17:00
【申込締切7日前】

1,000円(税込)
1,500円(税別)

① 9/15(木)・10/6(木)
② 10/20(木)・11/3(木)
③ 11/17(木)・12/1(木)
13:30～14:30【申込締切7日前】

2,160円(税込)
4,000円(税別)

10/5(水)・11/2(水)・12/7(水)
10:30～12:00【申込締切3日前】

1,800円(税込)
2,000円(税別)

9/21(水)・10/16(日)
11/15(火)・12/4(日)10:15～13:15
【申込締切7日前】

10,584円(税込)
10,000円(税別)

7,560円(税込)
9,000円(税別)

9/11(日)･10/9(日)･11/13(日)・12/11(日)
13:00～17:00【申込締切3日前】

9/25(日)･10/22(土)
11/12(土)･12/4(日)
10:15～17:30【申込締切3日前】

英会話講師

第1・3(日)
14:00～16:00
月額5,000円(税別)

子供の心身統一合氣道

氣の出た明るい子供に育つた
め正しい姿勢と身体の使い方、
心の使い方を合気道を通して
学びます。

宮本茂和 心身統一合気道四段

【小学生～】

第2･4(月)16:30～19:30
①月額(90分)3,400円(税別)
②月額(120分)4,000円(税別)

「くじら図工室」
楽しくアートしよう!

絵画、造形、共同制作、鑑賞など幅広いプログラム
を通して、豊かな感性と工夫する力を育てます。

青木絵実･小島伸康 くじら図工室

①【年少～年中】
②【年長～小3】

コミュニケーション
心理アドバイザー認定講座

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
を掴んで周りの人の為に自分の為に楽しく学
べる心理学です。

NPO法人IATH認定講師 日本心理療法士協会

8,500円(税込) (認定料、発行事務手数料含む)

29,000円(税込)

10/13(木)･11/27(日)
10：00～16：30【申込締切7日前】

初級ベビー
マッサージ講座

ベビーマッサージの歴史、理論、効果、
赤ちゃんの体の
特徴を学び、20
分程度のマッサ
ージをマスター
します。

宮原弓恵 NPO法人ロイヤル
セラピスト協会認定講師

10/16(日)･11/20(日)･12/18(日)
13:00～16:00【申込締切2日前】

3,000円(税込)
14,000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


