
1,500円1/10㈫・24㈫10:00～ 500円（税込） 1,500円1/10㈫・24㈫10:00～ 500円（税込） 1,500円
1/10㈫・24㈫19:30～

1,500円11/23㈬・30㈬14:00～
1,500円

1,200円 1,500円

1,500円

1,500円 1,500円

1,200円

1,500円 1,500円

1,500円 1,500円

1,500円
1/6㈮・20㈮20:20～

1,500円1/10㈫・24㈫18:30～ 1,500円12/9（金）10:00～ ※楽器レンタル料500円（税込）

12/22㈭・1/26㈭・2/23㈭・3/23㈭

12/16㈮・1/20㈮・2/17㈮
11/28㈪・12/26㈪・1/23㈪

1日講座

1日講座 1日講座 1日講座

音　楽 「大人のためのシャンソン講座」

1日講座

JEUGIAカルチャー
http://culture.jeugia.co.jp 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］《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。

あみ結び協会認定インストラクター篠原泰美

基本的なテクニックから学べ初心者
の方にも安心して受講して頂けま
す。講座終了後はインストラクターの
認定証が発行されます。

第2・4（火）10:00～12:00
前期（6回）18,000円(税別)
後期（6回）18,000円(税別)
※初期費用31,800円（材料費・テキスト代）／認定料20,000円　(ともに税別）

エコ手あみ
かごとバッグ認定講座

第2・4（火）10:00～12:00
月額4,600円(税別)

ライズ株式スクール専任講師

❶株って何？売買の仕組み。
　証券会社の選び方　

講座カリキュラム

1/18㈬
開講予定

❷初心者向けの銘柄選びの
　基本的なポイント
❸会社四季報をつかった
　銘柄分析①
❹会社四季報をつかった
　銘柄分析②
❺会社四季報分析総合
❻銘柄選定の実践

西田英寛

株の基本から、会社四季報を使っ
て優良な投資先を自分の力で選定
できるようになることを目的として
います。銘柄選びのポイントがわ
からないという方にも。

第1・3（水）
10:30～12:00

1/11㈬
開講予定

第2・4（水）
19:00～20:30

株式投資入門講座やさしく
学ぶ

（カレ  ライ）　易学鑑定師華麗來

怖いほど当たると言われる四柱推命。
好転する方法を知れば恐れなし！自分
では気付いていない才能を発見でき
るかも！また、個々の能力を活かす人
事等にも役立つので、企業や組織の
リーダーにもお奨めです。

第2・4（火）19:30 ～ 21:00
全6回15,000円(税別)

全6回10,000円(税別)
初回にテキスト代1,000円(税込)　［申込締切：3日前］

運勢を好転させる為の
四柱推命塾(基礎コース)

ハラウ オ カマナヴァイ オ ラニ 主宰カマナヴァイオラニ和枝

基本ステップから丁寧に指導。大人の
タヒチアンも大好評。 心躍る楽しいレ
ッスンがモットーです。未経験、初心者
大歓迎。また、ウォーミングアップで
は、ピラティスを取り入れ、故障のない
健やかで美しい姿勢が身につきます。

月4回（水）14:00 ～ 15:15
月額7,200円(税別)

ハワイアンフラと
大人のタヒチアンダンス ダンスインストラクターTANTAN

初心者の方、運動不足の方、大
歓迎!!基本的な動きからゆっくり
丁寧にレッスンしていきます。
ストリートダンスに興味のある
方、お勤め帰りに新しい趣味を
作ってみませんか♪

第2・4(土)18:00 ～ 19:00
月額4,200円(税別)

大人からはじめるHIP HOP

クラシックバレエ講師王丸梨絵

基本からゆっくりとレッスンして
いきますので 初心者の方でも気
軽にご参加頂けるクラスです。
バレエ！と気負わずに、ストレッチ
をやりながら、凛とした姿勢を手
に入れることから始めましょう。

月4回（土）10:30 ～ 11:30
月額6,200円(税別)

大人からはじめる
バレエ＆ストレッチ

ベリーダンスインストラクターAi

超初心者の方でも安心！簡単な
動きからレッスンを始めます。
女性らしいボディラインと表現
力を身につけましょう。年齢に
関係なく長く続けられるダンス
です。

月3回（土）15:00～16:00
月額4,800円(税別)

ラブリーベリーダンス
超初心者入門！

神道夢想流　杖道講師樋口忠義

黒田藩で400年以上続い
た杖道を、運動不足解
消、健康のため、気軽に
始めてみませんか？男女
を問わずどなたでもご参
加頂けます。

月4回（月）
12:00～13:00
月額4,800円(税別)

古武道 杖道教室（じょうどう）
中国上海気功研究所　認定気功師中山千恵子

いつまでも病気知
らずで健康でいら
れるように、中医学
に基づいた健康の
為の気功を始めて
みませんか？
※個人レッスンも
あります。

月4回（火）15:15～16:15
月額6,000円(税別)

五臓を鍛える健身気功

1級スローヨガインストラクター芳坂優里

ヨガの呼吸気法が痩身に効果を発揮
すると言われています。その呼吸法を
取り入れたダイエット・ヨガ。
ヒップやウエストなど女性が気になる
部分を引き締めます！また、体力に自
身のない方も安心。
第1・3（金）20:20 ～ 21:50
月額5,000円(税別)

ボディを引き締める
ダイエットヨガ

フォーチューンカウンセラーuranaisu ミカミポーラ

第2・4（火）18:30 ～ 20:00
全6回12,600円(税別)

むずかしいことぬき！
やさしい陽と月星占い

ハワイアンミュージッククラブ“カパリリ”シンガー荒田伸一郎

ウクレレの、軽快で心地よい音色と癒しの旋
律で、ハワイ気分な休憩はいかがでしょう。
トラディショナルな曲を中心に、ウクレレで
のハワイアンソング弾き語りを重点において
進めていきます。
フラ伴奏としての弾き語りをきちんと身につ
けたい方も大歓迎です。
第2（金）10:00 ～ 11:30　月額2,000円(税別)

ハワイアンソング
～ウクレレ弾き語り～

シャンソン歌手林田とういちろう

第2・4（木）
10:30～12:00
月額4,600円(税別)

日本語で歌う
シャンソン教室

シャンソン歌手清水ひろし 

第2・4(金)
19:00～20:30 
月額5,200円(税別)

シャンソン教室

きもの着付け講師辻井美智子

タンスの中で眠っている着物に袖
を通してみませんか？
 着物の話やマナーを身につけて
さらに素敵なあなたになりましょ
う！教室においている着物や帯は
無料でレンタル頂けますので、お
仕事帰りでも大きな荷物は不要
です。

第1･3（月）19:00 ～ 21:00
月額4,200円(税別)

楽々きもの塾
日本麻雀振興会代表　全国麻雀業組合常任理事小正英雄

初めての女性の方を対象に、麻雀を頭の
体操として楽しむための教室です。楽しく
おしゃべりしながらゆっくり進みますので、
安心してご参加下さい。

月4回(月)13:00～15:00
月額6,000円(税別)
月2回コース：月額3,000円(税別)

話もはずむ大人女子の麻雀教室

ベリーダンスインストラクターLaLa 年中～小6

躍りを通して自分の個
性を知り、伸び伸びと
自己表現する力を養い
ます。かわいい仕草や
ポーズ、アラブのお姫
さまのような衣装を身
につけて踊ります。

月3回（土）
12:00～13:00
月額4,200円(税別)

キッズベリーダンサークラス

数秘＆カラー上級トレーナーMOE

全ては「気付く」ことから始まります。 
古代の叡智である数秘術とカラーと
の融合からたくさんの希望と可能性
と豊かさを見つけましょう。 初めての
方にも優しい数秘＆カラーです。終了
後は数秘＆カラージュニアプレゼン
ターとして活動可能。

懐かしいシャンソンか
ら、フレンチポップス、
パトリシア･カースま
で、歌で気分一心、ス
テージが貴方を待って
います。

Dolly's music主宰平　緑

第1･3(火)
13:30 ～ 15:00
月額4,200円(税別)

おしゃれにシャンソン・
ポピュラーソング

みなさんがよくご存知
のシャンソンの曲をお
洒落な気分で歌ってみ
ませんか?

皆さんの良く知っている
懐かしいシャンソンを,
日本語で歌いますので、
お気軽にご参加下さい。

数秘＆カラープレゼンター認定
ベーシック講座birth編

NPO法人fas九州専任講師

楽しむ終活シリーズ

最新版！
葬儀・供養の納得事情

心理カウンセラー今村勝良

「行動学」と「潜在意識の使い方」を
学ぶことで早期目標達成を実現し
ます。前者では行動を拒否するも
の、目標達成のポイント、思いを継
続させる方法など、後者では、目標
を引き寄せる方法、そのときの注意
点などをお伝えします。

第3（金）16:00～18:00、19:00～21:00

潜在意識を使った目標達成法
キャラクトロジー ® 
心理学マスター

※「ベーシック１Day講座」もあります。

吉田美穂

悩みを解消するにはこれまで見えてい
なかった自分を知ることが遠回りのよ
うでいて一番の近道。この講座ではそ
の人の生き方の「癖」をその背景から
対処法までHITキャラクトロジー ®心理
学の概略を可愛いキャラクターととも
に、楽しく知ることができます。

キャラクトロジー® 心理学入門講座
東洋思想研究家紘惇（ヒロアツ）

名刺は自分自身の
分身・顔とも言えま
す。九星氣学を基
に、運気を上げビ
ジネスを良い流れ
に導くための、今す
ぐできる実践講座
です。

開運！氣学的名刺の作り方セミナー

当チラシに掲載の他に230講座以上を取り揃えております。 ホームページをご覧下さい。

…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
ご予約承ります

地下鉄「天神駅」・西鉄電車「福岡天神駅」すぐ／大和証券福岡ビル5階
《体験・見学も承ります》〒810-0001

福岡市中央区天神1丁目12番5号
大和証券福岡ビル5階

ご入会お申し込み
随時受付中です

092-715-1122［電話受付］
10時～20時

【入会と受講のご案内】●入会金は4,000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。

あみ結び協会認定インストラクター篠原泰美

初心者でも簡単に出来る実用
的で使い勝手の良い、バッグ
やかご等を中心に作ります。
案ずるより編むが易し!?

～小物からバッグまで～
クラフトバンドで作る
かわいい雑貨 全6回

全6回

雑誌やテレビでおなじみの「星占い」を3ヵ月で使えるよ
うになります。パソコンもスマートフォンも使いません。
一生で使える1年のバイオリズム
の出し方を覚えて、自分や家族、
恋人、お友だちを占ってみましょ
う。 運勢、相性、適性が占えます。

第2・4（木）
月1回40分～
月額2,900円～(税別)

12/18㈰ 2/18㈯
10:30～17:30

20:00～21:30

10:30～17:30
1/19㈭
10:00～17:00

休憩
含む

11日
講座

12/12㈪11日
講座

［ご入金締切：3日前］1回15,000円(税込)
1回2,000円(税別) 1回4,500円（税込・修了証込）

13:00～15:00

13:00～15:00

13:00～15:00

13:00～15:00

12/14㈬

離婚・再婚経験者のための
相続準備講座

1/25㈬

楽しむ断捨離！
安心のための生前整理講座

2/22㈬

信頼できる人に託すために！
任意後見講座

3/22㈬

11日
講座

1回1,000円(税別) 1回3,000円(税別)

第4（月）16:00～18:00、19:00～21:00
1回3,000円(税別)

3,000円(税別)

瞑想・スローヨガインストラクター泥谷昭希

NHK「ためしてガッテン」
に出演し、インドが認め
たヨガサムラット（ヨガの
王）、川上光正先生監修
の瞑想。心の不調を癒し、
自律神経の調和、ストレ
ス解消に是非、瞑想をご
体感ください。

第4（木）20:00～21:00
毎月開催

毎月開催
毎月開催

お仕事帰りに！
あなたが変わる瞑想


