
9/5・19（水）13：00～15：00 9/19（水）10：30～12：301,500円
1,500円 9/13・27（木）10:30～12:30 9/11･25（火）15:30～17:00 9/12･10/10（水）19:30～20:30

9/12・19・26（水） 1,000円 9/4・11・18（火）10:15～11:30 9/12・26（水）19：15～20：30

9/14･28（金）13:30～15:30 1,500円
540円

9/17（月）16:00～17:30

9/17（月）19:00～20:00 1,500円1,500円

1,500円

9/27（木）13:00～14:00 1,500円9/17（月）10:30～11:30

9/14（金）13:30～15:30 1,500円
540円（税込）

1,500円
1,000円（税込）9/18（火）10:30～12:3010/2（火）10:15～11:1510/2（火）11:30～12:30 1,500円 1,500円 9/10･24（月）11:30～12:30

9/6・13・20（木）14:30～15:309/4･19（火）13:30～14:30 1,500円

1,500円 1,500円 1,500円 1,500円

1,000円 1,500円

1,500円

9/12･10/10（水）10:15～11:15
1,500円

9/7（金）11:30～12:30

1,000円
9/10（月） 10:30～11:20
9/21（金） 

11:30～12:30
11:30～12:20 10:30～11:30

12:30～13:30
1,000円1,000円

9/7･14･21･28（金）10:30～【1回30分】9/18（火）10:30～11:30 1,500円 1,500円

1,500円

1,000円
540円9/14･28（金）16:30～18:009/6・13・20（木）16:00～17:00 1,000円

9/7・10/19・11/16･12/21（金）16:30～18:00 1,000円
1,200円（税別）

1,500円

9/26（水）13:00～15:00 1,500円
1,000円

1,000円（税別）9/14（金）10:30～12:30

9/20（木）15:15～
9/14（金）16:30～
9/8（土）13:30～

〔木曜クラス〕

〔金曜クラス〕

〔土曜クラス〕

9/20（木）17:15～
9/14（金）15:30～
9/8（土）14:30～

〔木曜クラス〕

〔金曜クラス〕

〔土曜クラス〕 9/8･22（土）11:30～12:201,000円

1,500円
100円（税込）

9/3・10・17（月）17：30～18：30 1,000円 9/6･13・20・27（木）19:45～20:45 1,000円

〔月曜クラス〕

〔金曜クラス〕

通
路
大
西

デルタ
自動車教習所四条葛野大路バス停

阪急 西院駅

市バスでお越しのお客様
3・8・27・28・67・69・71・
80・84番系統［四条葛野大路］すぐ

電車でお越しのお客様
［阪急］…西院駅下車西へ徒歩10分
［嵐電］…山ノ内駅下車南へ徒歩10分
［地下鉄］…太秦天神川駅下車バス10分

かどの

　 似合う色
パーソナルカラー講座

自分に似合う色でマイナス5歳♪
魅力を引き出すパーソナルカ
ラーでキラキラ輝きましょう!洋
服の色選びで損してませんか？お
肌に透明感、小顔効果など良いこ
とがたくさんあるパーソナルカ
ラーを活用してマイナス5歳を目
指しましょう!

正木素美江 全日本カラースタイル
コンサルタント協会認定講師

 　リフトアップする
ファンデーションの塗り方講座

正木素美江 全日本カラースタイル
コンサルタント協会認定講師

顔タイプ診断講座
正木素美江 全日本カラースタイル

コンサルタント協会認定講師

久保ふみ子 整理収納1級アドバイザー1級
整理収納アドバイザー2級認定講師

親・子の片づけインストラクター
2級認定講座

生前整理アドバイザー
2級認定講座

久保ふみ子 親・子の片づけインストラクター
マスターインストラクター

生前整理とは、物・心・情報
を整理して今よりもっと幸
せに生きるための究極の
片付け。自分の人生をもっ
と輝かせるために、未来の
プロデュースしませんか？

藤原陽子 生前整理アドバイザー 面接のマナーに自信があり
ますか？面接に必要なポイン
トをわかりやすく楽しくお教
えいたします。「面接のとき
の服装」「敬語の使い方」「お
辞儀の仕方」「入室・退室方
法」「受け答えのマナー」「面
接時の表情」などなど、今さ
ら人に聞けない･･･とお悩み
の方にピッタリの講座です。

中川恵美理 マナーOJTインストラクター

面接マナー講座

出産祝いとして大人気
のおむつケーキ。貰って
嬉しい贈り物として、可
愛くて実用的なおむつ
ケーキが喜ばれます。ピ
ンクかブルーのかわい
いおむつケーキを作っ
て、お孫さんやご友人に
プレゼントしませんか?

森　愛 一般社団法人ＢＡＢＹＳＨＯＷＥＲＪＡＰＡＮ認定講師
ベビーシャワープランナー

第1・3（水）13：00～15：00
月額4,100円（税別）

憧れのステンドグラス

初心者から経験
者、男女問わずど
なたでも楽しくご
受講いただけま
す。ランプ･窓･アク
セサリーなどお好
みのものをご指導
いたします。

篠原美智子 米国ステンドグラスランプス芸術家協会会員
日本ステンドグラス普及協会会員

第1･3（水）10:30～12:30
月額4,100円（税別）

きもの着付けと
マナーの教室

お手持ちの着物を自分で着
てみませんか。アンティーク
きものに変わり結びを楽し
んでみてはいかがでしょう
か。今年こそ自分で着た着
物でお出かけを楽しみまし
ょう！

松尾英美子

第2･4（木）10:30～12:30
月額4,100円（税別）

女性のための
健康麻雀教室

当講座は【飲まない・賭け
ない・吸わない】をモットー
とした健康マージャン教室
です。ユニークな指導方法
でマージャンを覚え、楽し
く脳の活性化が出来る空間
作りを目指しております。

田中大介 日本プロ麻雀協会京都きもの学院京都本校認定講師

第2･4（水）19:15～20:45
月額6,000円（税別）

第2･4（土）
11:30～12:20
月額3,600円（税別）

ビジネスに役立つ話し方講座
～電話応対検定4級･3級対応セミナー～

今、電話応対はビジネス上
大変重要視されています。
発声から接客応対･立ち居
振る舞い･敬語の正しい使
い方･電話応対とそのマナ
ーを身につけ、資格を取得
しましょう!

藤谷昭子 元KBSアナウンサー　日本電信電話ユーザー協会認定
電話応対技能検定指導者

第2･4（火）15:30～17:00
月額3,100円（税別）

将棋教室

初めての方から将
棋を一芸として有
段者を希望する
方々、是非お越し下
さいませ。レベルに
合わせて親切に指
導いたします。

清水忠治
田中健夫

日本将棋連盟棋道師範
日本将棋連盟棋道指導員

月3回（水）
15:30～16:30（幼児）
16:30～17:30（小学生）
月額4,500円（税別）

楽しくはじめよう!
こどものバレエレッスン

はじめてのお子様でも気
軽に始められる、やさしい
バレエレッスンです。まず
は楽しく踊りましょう。男
の子のご入会もOKです!

前原唯乃 佐々木敏恵テアトル・ド・バレエ所属
ロシア国立ワガノワバレエアカデミー留学

第1･2･3（火）10:15～11:30
月額4,000円（税別）

ハッピーヨガ

深くてやさしい呼吸
がカラダとココロを
解放します。姿勢、骨
盤調整、代謝をUPさ
せ、柔軟性を高めま
す。年齢を問わずお
気軽にご参加いただ
けるクラスです。

ハッピーヨガ認定インストラクター

第2・4（水）19：15～20：30
月額4,100円（税別）

オリエンタルベリーダンス

年齢を問わず人気のベリ
ーダンスは優雅で女性ら
しい動きが多く、ダンス
が初めての方でも大丈
夫!基礎からゆっくり丁寧
に指導します。美しいし
なやかボディを目指しま
しょう!

Sammy オリエンタルベリーダンサー

第2･4（金）13:30～15:30
月額5,000円（税別）

大人の絵画教室

やさしい詩の教室

絵を楽しく描きたい
方、しっかりデッサン
力を身につけたい方
など、それぞれのご経
験・ご要望に応じてご
指導いたします。

そよか 京都造形芸術大学日本画コース卒業
atelier爽主宰

第1･3（月）16:00～17:30
月額5,000円（税別）

誰かへの想い、感動した風
景、言いたいこと･･･など、何
でも詩にできるのです。
みんなで評価しあう時間も、
至福の体験です。

甘里君香 詩人、エッセイスト
日本エッセイスト･クラブ会員

第4（木）13:00～14:00
月額2,000円（税別）

毎日5分でセルフメンテナンス!身体の
ゆがみを整え、自分自身でケアができ
るメソッドを身につけます。現役セラピ
ストが、かんたんシンプルな「続けられ
るセルフケア」のコツをお伝えします。
※妊娠中の方、リンパ系の治療中の方
はご受講いただけません。

第1・3（月）19:00～20:00
月額4,000円（税別）

井泰子 AHCP・ミュゼアロマセラピスト
MASマリーゴールドアロマスクール主宰

体質改善リンパケア
女性のための

やまもとますみ 工房そらいろ植物園
ボディメイクスタジオ代表

第1･3（月）10:30～12:00
月額4,000円（税別）

花柳流 日本舞踊

幅広い年代の方が楽し
め、美しい所作が身につ
きます。一緒に日本舞踊
の楽しさを体験してみ
ませんか。

花柳聚朋郁 花柳流師範

月3回（木）14:30～15:30
月額4,500円（税別）

らくらくハワイアンフラ
ミセスが楽しむ

皆さんお馴染みのハワイアン
ソングを楽しくらくらくレッス
ン♪気軽にハワイアンフラを
踊れるようになりませんか。

木村正美 レイイリマラニフラカルチャー
インストラクター

第1･3（火）
13:30～14:30
月額4,700円（税別）

大人のハワイアンフラ

ハワイからのやわらかな曲
やリズムに合わせて､ベー
シックステップ（基本）から､
曲やリズムにそった踊りを
習得します｡

西川マリコ Ka Pa Ha'a O
Na Pua O Nipoa 主宰 

● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ● ジャンル豊富に130講座以上が集う 総合カルチャーセンター

〒615-0072 京都市右京区山ノ内池尻町1-1 京都ファミリー 3F

お申込み
お問い合わせ
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。
JEUGIAカルチャー

キッズチアダンス クラリネット ～写真のような絵が描ける～鉛筆画教室 楽しいガーデニング～寄せ植え&ハンギングバスケット～

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。

〒615-0072 京都市右京区山ノ内池尻町1-1 京都ファミリー 3F

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
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。

秋期号
講座案内

保存版

第4（水）13:00～15:00
月額2,300円（税別）

ポルトガル刺繍

大きな1目、1目が集まってでき
る素朴な刺繍、ポルトガル刺繍
は初心者の方やご年配の方で
も簡単に刺せるのが魅力です。
リビングや玄関など生活の場
のアクセントとしてポルトガル
刺繍を楽しんでみませんか。

中村正子 花工房 主宰

第2（金）10:30～12:30
月額2,000円（税別）

カラーワイヤークラフト

とてもシンプルな材料で自由に
曲げることができるワイヤーを使
ってどなたでも簡単に作品を作る
ことができます。カードスタンドや
壁飾りなどオシャレな小物を作り
ましょう。

北中眞紀 日本カラーワイヤークラフト･
インストラクター

第2･4（水）10:15～11:45
月額5,000円（税別）

話し方教室
声と体の健康の為の

声と体の健康の為に、発声練習をしま
せんか!大きな声を出して気持ちも明
るく楽しい毎日を過ごしましょう。大
きな声で発声することで少しずつ自
信がつき、人と人ととのコミュニケー
ションも円滑に進めることができるよ
うになります。

藤谷昭子 元KBSアナウンサー
電話応対技能検定指導者・審査員

第１（金）
11:30～12:30
月額2,100円（税別）

簡単テーブルマジック

目の前でトランプが変化する!
コインが消える!マジックをす
ると人は驚き、楽しませるこ
とができます。初心者歓迎。

川上浩初 S企画所属
MUMA KAWAKAMI

京都音楽院指導者養成科卒業
ヤマハ音楽能力検定ピアノ演奏グレード4級
ヤマハ音楽能力検定指導グレード4級

おしゃれ花雑貨 建部雅子 コスモフラワーデザインスクール講師

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2018.8.28

木下未佳子・木下めぐみ・光野仁美 JEUGIAこども表現教室講師

音を聴き、感じ、感覚で理解するたのしい音楽レッスン。
音楽の力で優れた感覚や能力を育み、情操や知育、運動など人間形成の大切な土台を培います。

おんがくランド

7ヵ月～ベビークラス 1歳児1歳児ピンキークラス 2歳児キンダークラス

0～3歳の音楽情操・リトミック

月2回（月）10:30～
月2回（金）11:30～ 
月額3,500円（税別）

月3回（月）11:30～
月3回（金）10:30～ 
月額4,350円（税別）

月3回（月）12:30～
月額 4,350円（税別）

平日クラス平日クラス

町野睦美・光野仁美・村田美香 JEUGIAこども表現教室講師

音楽への興味を引き出しながら楽しくピアノを学習します。
音感の発達が著しいこの時期に始めましょう。

3ヵ月10回［年間40回］
グループ60分［1年間］

3ヵ月10回［年間40回］グループ60分［2年間］

（木）15:15～･（金）16:30～･（土）13:30～
月3～4回　月額5,700円（税別）

3歳児（年少児）

2歳児（H27.4.2 ～ H28.4.1）

ピアノキッズ

（火）16:15～･（木）17:15～･（金）15:30～･（土）14:30～
月3～4回 　【1年目】月額6,200円（税別）

　【2年目】月額6,700円（税別）

4～5歳児（年中･年長児）ピアノプライマリー

幼児・小学生のためのピアノのグループレッスン

ミュージックスクール

ヤマハ音楽教室 無料体験・レッスン見学お申込受付中！ 無料体験・レッスン見学お申込受付中！

ドレミらんど<ぷっぷるクラス>満2歳

（水）11:00～,（土）10:10～
月額5,000円（税別）

レッスンでの音楽体験（きく、うたう、リズムなど） を通して、「できた！」
というよろこびを感じることで、音楽への興味や意欲を育てます。

無料体験会

お問い合わせ下さい

H26.4.2～H27.4.1生おんがくなかよし

（水）15:00～,（木）15:30～,（土）16:00～
月額6,200円（税別）

音楽を聴いたり、歌ったり、鍵盤にふれてみたり。この時期の楽しい音楽体験
は、感受性を育んだり想像力や創造性をさらに伸ばしてくれます。

ジュニアスクール 音楽の楽しさに触れながら鍵盤演奏の基礎を学ぶことができ、心身の発達に役立ちます。

ヤマハ英語教室ヤマハ英語教室
育てよう えいご耳！育てよう えいご耳！

1歳児
H28.4.2～H29.4.1生 5,000円（税別）（木）11:30～えいごでいっしょ 9/20（木）11:30～

5,000円（税別）3歳児（年少）
H26.4.2～H27.4.1生

（木）15:30～
（土）13:10～ポップコーントーク 9/6･13･20（木）15:30～

9/15･22・29（土）13:10～

7,000円（税別）4･5歳児（年中･年長）
H24.4.2～H26.4.1生

（水）16:00～
（土）14:10～TALKids（トーキッズ） 9/1･15･22・29（土）14:10～

2歳児
H27.4.2～H28.4.1生 5,000円（税別）（木）14:30～リズムポケット 9/6･13・20（木）14:30～

無料体験会・見学

7,500円（税別）小学1･2･3年生 （土）16:30～
（日）11:30～

小学1･2･3年生
ジュニアえいごBasic 9/2･9・16・23・30（日）11:30～曜日時間は、お問い合わせ下さい

月額8,200円（税別）～

ピアノコース 【個人】小学生

©YAMAHA MUSIC FOUNDATION

JEUGIAこども表現教室講師光野仁美

ピアノキッズプレコース
JEUGIAこども表現教室

お母さんと一緒に楽しく
ピアノと触れ合います。
たくさんの音楽遊びで
活発に!幼稚園入園前の
準備にも最適です。

1,000円
9/8・22（土）
10:15～11:15

土曜日クラス土曜日クラス
1歳児1歳児ピンキークラス
月2回（土）10:15～
月額3,500円（税別）

第2･4（金）
16:30～18:00
月額5,000円（税別）

こどもアトリエ

絵画、工作など毎回楽しく
取り組める課題を企画し
ます。様々な画材にふれる
事によりお子様の創造性
を高めていきます。

そよか

月3回（木）16:00～17:00
月額4,500円（税別）

レイイリマラニフラカルチャー
ハワイアンケイキフラ

ハワイの伝統文化フラを基
本から楽しく踊り、自然の大
切さ、リズム感、想像力、観察
力、協調性、踊る楽しさを育
みます。

レイイリマラニフラカルチャー
インストラクター

京都造形芸術大学日本画コース卒業
atelier爽主宰

木村正美

月3～4回（金）10:30～12:30【1回30分】
月額7,500円（税別）～

大人のためのピアノ教室

ピアノに初めて興味を持た
れた方、昔習っていたけどま
た始めたいという方、丁寧に
わかりやすく指導いたしま
す。お好きな曲を一緒に楽し
く弾いてみませんか!

綾部 翼

第1･3（火）10:30～11:30
月額4,000円（税別）

１からはじめる
「大人のケンハモ｣（鍵盤ハーモニカ）

今、プロミュージシャンや音楽
愛好者などの「大人」が楽しむ
楽器として愛されている大人
のケンハモ（鍵盤ハーモニカ）。
解りやすく・楽しく・カッコ良く！ 
楽譜が読めなくても大丈夫！

SUZUKIケンハモ認定講師西岡 峻

〔年中児～〕 〔年長児～
小学生〕

第1･3（金）16:30～18:00
月額3,400円（税別） 教材費1,200円

身近にある、なぜ？どうして？を体感し、失敗や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。

〔年長児～小学生〕

学研科学実験教室専任講師

9 視覚のふしぎ実験月

振動のおもしろ実験月10
磁石と電気のふしぎ実験月11
静電気びっくり実験月12

9 月

月10

アロマトリートメント
おけいこレッスン〔女性対象〕

〔中学生以上〕

〔女性対象〕

第2（金）13:30～15:30
月額2,000円（税別）

和紙ちぎり絵教室かわいい粘土アート

手漉き、手染めの和紙の美し
さを活かして作ります。「絵心
がなくて」とおっしゃる方で
も安心の初心者キットから経
験者の方の創作活動まで幅
広くサポートします。

平松勝治 洛趣庵ちぎり絵教室主宰

第3（火）
10:30～12:30
月額2,500円（税別）

毎月1作品、樹脂粘土
を使ってかわいい作品
を作ります。飾ってもプ
レゼントにしても喜ば
れます。

松原ルミ ハンドメイド教室First-step主宰

第2・4（月）
11:30～12:30
月額4,500円（税別）

ハングル文字をゆっくり、しっ
かり、楽しく学びませんか。読
み書き、文法、簡単な会話な
ども学べます。家で勉強する
時間がなくても大丈夫です。

第1･3（火）10:15～11:15
月額3,000円（税別）

前田久夫 元京都外大西高等学校
国際文化コース主任

ハングル【入門】
朴昭子 韓国語講師・韓国語能力試験高級6級

韓国語教員養成課程修了

第1･3（火）11:30～12:30
月額3,000円（税別）

突然外国人旅行者の方に道を
聞かれて困ったことってありま
せんか？簡単な英語での道案
内、観光案内など、基本的な日
常会話で外国人の方をご案内
できるようになりましょう!

誰もが知ってるおなじみの英語
の歌を使って、英語のリズムや発
音を身につけ、簡単な英会話がで
きるようになることを目指すレッ
スンです。

前田久夫 元京都外大西高等学校
国際文化コース主任

歌で身につく
大人の英会話

お二人ペアになりハンド、フット、ショルダーのアロマトリートメント
を交互に行います。アロマトリートメントを受ける事で心身の緊張
を和らげ血液、リンパの流れをスムーズにし特に手、足の冷え、むく
み、肩こりの方にオススメです。ア
ロマトリートメントの施術のポイン
トを指導しますのでご家族にもし
てあげる事が出来ます。

簡単おもてなし英会話入門
～外国人旅行者への道案内もこれで安心～

中川恵美理 マナーOJTインストラクター
パーソナルカラーの知識と
スキルが身につき、ビジネス
に役立つ資格が取れる講座
です。｢似合う色｣の見つけ
方がわかり、お仕事やプライ
ベートにも活かせます。

子育てが一段落し社会復帰をお考え
の主婦や学生の方の面接対策やマ
ナーに興味のある方におすすめ！自
己分析、表情筋トレーニング、姿勢、
挨拶、身だしなみなど3時間の講座を
受講するだけで履歴書に書くことの
できる資格です。

履歴書に書ける
ソーシャルマナー3級認定講座3級認定講座

パーソナルカラーコーディネーター

1回1,500円（税別） 1回1,500円（税別）

･ 9 /26（水）
･10/24（水）
･11/28（水）
･12/26（水）
 10:30～12:00

･10/5（金）･12/7（金）13:00～17:30
1回19,440円（税込）

9,698円（税込）

･9/21（金）･10/19（金）･11/16（金）
16:00～19:00

1回3,240円（税込） 1,620円

正木素美江 全日本カラースタイル
コンサルタント協会 認定講師

１ランク上の自分へ

認定講座（初級レベル）
カラータイプアドバイザー

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。

川口知子 一般社団法人カラータイプ協会認定講師
[カラータイプインストラクター] 

10:30～15:30（休憩1時間含む）
･9/21（金）･10/19（金）･11/16（金）

1回21,600円（税込）
3,240円（税込/認定証代込）

●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、金融機関からの1ヶ月毎の自動引き落としでの納入
をお願いします。※自動引き落としの手続きが完了するまでに2ヵ月
程度を要します。●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。

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。

10:00～20:00

10:00～20:00

〔幼児/小学生〕

第1･3（木）
19:45～20:45
月額3,100円（税別）

月4回（木）
19:45～20:45
月額55,200円（税別）

ボクシングフィットネス

ボクシングフィットネスは気
分転換やストレス解消に効
果的！サンドバッグやミット打
ちなどの練習は、個人のレベ
ルに合わせて進めるので初
心者の方や運動が苦手な方
でも気軽に楽しめます。

SFマキボクシングフィットネス協会公認
インストラクター

〔中学生～〕

月3～4回（月）17:30～18:30
月額5,000円（税別）

KID'S HIPHOP
DANCE

はじめてＨＩＰＨＯＰを踊る
人を対象に基礎中心にレッ
スンします。リズムの取り
方から始めますので初心
者の人でも大丈夫!みんな
で楽しくワイワイしながら
ダンスをしましょう。

Haruna rattle snake（ラトルスネーク）
ダンサー

〔年長児～中学生〕

〔女性対象〕

整理収納アドバイザー
2級認定講座

･9/7（金）・10/5（金）・11/2（金）
10:30～17:30（休憩1時間含む）

16,000円（税別）
5,820円（税込）

･9/30（日）
10:30～16:30（休憩1時間含む）

27,000円（認定料/教材費/税込）

「整理収納アドバイザー2級認定講座」に
は、片づけられない人が片づけられるよ
うになるメソッドがいっぱい !「捨てられ
ない」「片づけたいけどどこからどうした
らいいかわからない」「頑張って片づけ
ているけど、すぐに散らかってしまう」そ
んな悩みを持つ方にお勧めの講座です。
一日の受講で資格認定が得られる人気の講座です。

子どもがなかなか片づけて
くれない…ちっとも言うこ
とを聞いてくれない…そん
な悩みを持つ方にぴったり!
ただ『子どもが片づけられ
るようになる』テクニックを
伝えるというものでなく、
『片づけを通して、子どもの人間力を育み、幸せな人
生を送れるようにする』ことを実現できる講座です。 ･9/27（木）

10:15～16:15（休憩1時間含む）
9,000円（税別）

10,500円（税別）

･9/14（金）・11/9（金）
16：00～19：00

3,000円（税別）
･10/9（火）10:30～12:30

2,000円（税別） 3,000円（税別）

･10/26（金）13:00～15:00
3,500円（税別） 540円（税込）

・9/28（金）・12/28（金）
13:00～15:00

1回3,000円（税別） 540円（税込）
・11/23（金）13:00～15:00

3,000円（税別） 540円（税込）

ストールコーディネーター
ベーシック認定講座

誰もが一枚は持っている長方形の
巻物！くるりと巻くだけではもった
いです。アレンジ１つでいく通りも
のオシャレが楽しめて、今お持ちの
洋服が素敵に大変身♪カジュアル
からエレガント、ビジネスシーンで
も使えるアレンジが学べます。

正木素美江 日本スカーフコーディネーター協会
認定講師

・10/22（月）･12/24（月）
13:00～15:00

1回9,180円（税込）
4,860円（税込）

おむつケーキ
（ダイパーケーキ）レッスン

～ 「似合う」が見つかる1日講座  ～ スカーフコーディネーター
ベーシック認定講座

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。ベーシック講座
を修了すると、30分～1時間程度の
スカーフレッスンを開催できます。

正木素美江 日本スカーフコーディネーター協会
認定講師

・9/24（月）･11/26（月）
13:00～17:00

1回14,580円（税込）
5,400円（税込） 1,620円（税込）
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早割 2018年

9/30㈰
期間

ま
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）お得な

割引!

無料体験会

お問い合わせ下さい曜日時間は、お問い合わせ下さい
月額8,200円（税別）～

エレクトーンコース 【個人】小学生

無料体験会 9/5･19（水）11:00～
見学 9/8･15・29（土）10:10～

無料体験会 9/5･19・10/3･24（水）15:00～
見学 9/6･13･20・10/4･11・18（木）15:30～

見 

学

見 
学

見 

学

見 

学

顔タイプ診断では、顔
の輪郭やパーツの特徴
やバランスなどから顔
のタイプを分析するこ
とで、似合うファッショ
ンのテイストや髪型な
どを導き出します。顔タイプ診断で似合う洋服
を知って素敵に変身しませんか!

基礎化粧品や下地、ファンデ
ーションは塗り方ひとつでス
ッキリリフトアップすることが
できます。同じファンデーシ
ョンを塗るならリフトさせて
若さをキープしましょう。チ
ークも間違った入れ方は顔
が下がって見えます。そんな
ことはもったいない！チークの入れ方ワンポイントレッス
ン・似合うファンデーションの色クイックチェック付きです。

11月

月12

かんたんクラフトでお気に入りを飾ろう！お花をあしらって「もっと大好きへ」
インテリアがセンスアップできる楽しいレッスンです。

9 月 ボタニカルキャンドル 10月 アロマフラワーディフューザー


