
1,000円3/16（水）17：00～
3/19（土）13：30～ 1,000円

3/20（日）・4/17（日）13：30～
1,296円(税込) 1,000円3/5（土）・8（火）・22（火）10:30～ 1,000円

1,000円
3/10(木)・4/14(木)
10:15～／ 11:15 ～ 3/14（月）・28（月）17:45～

1,000円

3/16（水）
3/23（水）
16:30～
17:45～ 1,000円3/12（土）・19（土）

14:00～・15:00～
1,000円3/11（金）・25（金）

16:30～・17:40～ 1,000円3/10(木)・24(木)17:30～ 1,000円3/16（水）・23（水）17:30～

1,000円4/20（水)10:30～ 1,500円（税込）
1,000円4/11（月)13:30～

1,000円

1,080円（税込） 3,000円
4/3（日)13:00～

1,000円3/18（金）・25（金）※各時間 3/11（金）・18（金）※各時間 1,500円3/12（土）・19（土）※各時間

1,000円3/24(木)13:00～ 500円(税込) 3/21（月）11:50 ～ 1,000円3/18（金)1,000円 3/10（木)・24（木）
1,000円3/14（月)・21（月)11:45～

1,000円3/11（金）・25（金）13:00～ 1,000円 1,000円 1,000円3/10（木)・24（木)19:15～ 3/10（木)・24（木)10:15～ 3/14(月)・28(月)10:30～ 3/19（土)17:45～

1,000円4/4（月)13：30 ～ 1,000円（税込）

1,000円3/24（木)10:30～ 2,916円(税込） 500円（税込）1,000円
3/16（水）13:30～

1,000円3/22（火)19：30～

1,000円3/18（金)・25（金)13:30～ 1,000円3/30（水)10：30～ 3,000円3/27(日)15：00～ 1,000円3/25(金)13:30～

1,000円

1,000円

4/17㈰・5/22㈰
6/18㈯

第2(水)10:30～12:30
全3回6,300円(税別)

はじめてのタイルクラフト
短期集中レッスン特集 3回限定講座だから、いろいろちょっとずつ学びたい方におススメです！

春の特別講座特集 の特別講座！ どなたでも気軽に参加できます。

色や素材も様々な
タイルを使って身
近な小物を彩りま
す。カラフルで楽し
いタイルクラフト、
気軽に始めてみま
せんか。3回修了後、希
望者は認定講座に進む
ことができます。

野原すみれ 日本ヴォーグ社
タイルクラフト講師

第1（火）13:00 ～ 14:30
全3回7,500円(税別)《5/17（火)開講》

スマホカメラでかんたんかわいい写真術

スマホカメラで簡単に
おしゃれな写真を撮る
フォトレッスンです。
きれいに撮るための基
本から加工テクニッ
ク、アプリの活用方法
までお教えします。

こいけさとみ LivingPhoto公認
インストラクター

第4(月)13:30～15:30
全3回6,000円(税別)

飾り巻き寿司Lesson

切った時の断面が可愛い飾り
巻き寿司を、毎回2種類巻き
ます。伝統柄、お花柄、動物柄
が3ヶ月でマスターできま
す。手土産にもよし、お子様に
喜ばれること間違いなし！

ほりかおり JSIA認定 飾り巻き寿司1級
インストラクター

第4(日) 13：00～14:30
全3回9,720円(税込)

速読トレーニング〈入門〉

速読は本を速く読む
ことだけではなく、脳
の情報処理スピード
を上げる＝脳を活性
化させるトレーニン
グです。毎日の気分や
集中力によい影響を
与える、楽しくて簡単
な速読トレーニング
を習得しましょう。ミ
セスやシニアの方、読
書が苦手な方、受験生
にもおススメです。

植田耕司

日曜の朝、
脳スッキリ！

速読インストラクター

（金）
15:30～16:20［幼児（3歳半～6歳）］
16:30～17:20［小学1年生～小学3年生］
17:30～18:20［小学4年生～小学6年生］
月額8,000円(税別)※テキスト代別途

アメリカンスクール生まれの
ＩＥＳこども英会話

子供英会話教材として抜群の人気を
誇るLet’s Goシリーズを使用して
フォニックスから基礎英語まで外国
人講師が楽しく指導します。

国際教育システム専任講師

月3回（金）
［幼　児］16:30～17:00
　　　  月額3,600円～ (税別)
［小学生］17:10～17:55
　　　 18:00～18:45
　　　  月額4,500円～ (税別)

少人数制によるそろばん・かきかた教室

集中力がつき、算数好きにな
り、綺麗な字を習い、文字好
きになります。二つの素養を
修得する講座です。

鉄棒・跳び箱・マット運動・な
わとびなどを中心にレッスン
します。運動が苦手な子から
得意な子まで、丁寧に指導し
ます。

マザーズくらぶ専任講師

月3回(土)
13:00～13:50［幼児］
14:00～14:50［小学生］
月額4,500円(税別)

体育マスター教室
ドリームスポーツ専任講師 体育・スポーツ専門NPO法人

ドリームスポーツ

第1・3(水)17:00～20:00
第1・3(土)13:30～16:30
［1時間半程度］月額3,600円(税別)

子ども書道教室(毛筆・硬筆)

美しい文字は一生の宝
になります。毛筆、硬筆
を丁寧に指導します。
書道を通して落ち着い
て学習する態度も身に
付けましょう。

㈬会田知子・㈯齋藤貴美

［3歳～15歳］ ［年長～小学生］ ［3歳～4歳］※2歳要相談保護者同伴 ［①首すわり～よちよち歩き／②ひとり歩き～ 3歳］［4歳～15歳］

東京書芸協会
準師範

第1・3(日)13:30～15:00
月額4,000円(税別)

学研科学実験教室

年間100を超える実
験を体験！考える
力・自ら学ぶ力・解決
する力を育てます。
また、毎月お家で繰
り返し実験できる教
材があります。

学研教室専任講師

第2・4(火)15:30～16:20
第1・3(土)10:30～11:20 月額4,500円(税別)

おもちゃで育てる幼児さんすう教室

積み木やパズルなどの
おもちゃを使って、幼
児期に大切な「算数体
験」をしていきます。遊
びの中で、ママも一緒
にさんすうを好きにな
ってもらう教室です。

中村桃子

遊びながらママもさんすうが好きになる

（公益財団法人）日本数学検定協会認定
幼児さんすうインストラクター

第2(木)
10:15～11:00
11:15～12:00
月額2,000円(税別)

0歳からの親子リトミック

感覚の成長が著しい乳幼児期にピアノ演奏
に合わせて親子でふれあいながら五感を磨
き潜在能力を育てましょう。

末武由子 国立音楽大学卒業
リトミック研究センター会員

桜井梨菜 国立音楽大学卒業

月4回(月)17:45～19:15
月額7,000円(税別)

こども空手道教室

文部科学省認可日本空
手協会松涛館流の指導
です。空手という武道を
通じて、心技体を鍛錬し
集中力と忍耐力を養い
ます。礼儀とやる気を身
に付けられます。

堀　正佳 日本空手協会公認指導員

月4回(水)
16:30～17:30［幼児クラス］
17:45～19:00［ジュニアクラス］
月額9,200円(税別)

谷桃子バレエ団 クラシックバレエ

谷桃子バレエ団現役ダンサーが
個性、年齢に合わせて指導しま
す。バレエステップ、ストレッチ
など基礎を学び、楽しみながら協
調性・集中力も養います。高学年
ではトウシューズが履けるよう
な身体の準備をします。

黒木未来

［幼児クラス：4歳～小1／ジュニアクラス：小2～小6］［年中～小2／小3～小6］ ［幼児～小学6年生］ ［3歳～小学生］ ［5歳～中学生］

［年少～小6］

谷桃子バレエ団
団員

第1･2･3(土)
14:00～14:55［年中～小2］
15:00～15:55［小3～小6］
月額4,500円(税別)

キッズチアリーディング

チアリーディングは、
運動が苦手な方でも楽
しく身体を動かせるス
ポーツです！皆で一緒
にGo・Fight・Win!

ワセダチアリーディングクラブ専任講師

第2・4(金)
16:30～17:30［幼児～小学3年生］
17:40～18:40［小学4年生～6年生］
月額4,000円(税別)

くるくる回そう！

楽しいバトントワリング

コツコツと技を習得し楽
しく曲に合せてクルクル
とバトンを回しながら踊
りましょう！リズム感や
集中力も身につきます。

花井利佳子 元全日本バトントワリング選手権チャンピオン
日本バトン協会公認審査員

第2・4(木)
17:30 ～ 19:00
月額5,500円(税別)

こどもミュージカル

「考える力」「表現す
る喜び」「適度な発
散」を保ちながら成
長する事を願って、
お芝居と歌とダンス
を一度に経験でき
る、子どもたちのた
めのミュージカルレ
ッスンです。

(水）17:30～18:30
月額6,000円(税別)

ＨＩＰＨＯＰキッズ

楽しく踊りたい
子、ダンスに興
味のある子、集
まれ!!基礎から
丁寧に指導して
いきます。リズ
ム感、協調性、身
体能力を養って
いきましょう。

tamao HIPHOPインストラクター
JDAC認定ダンス指導員

浅吹夏緯 劇団プラネット代表

橘舞里花 同役者・演出

伊藤ハムウィンナーの

飾り切り教室

動物やお花など、かわい
いウィンナーの飾り切
りに挑戦！ホームパー
ティのおもてなしや運
動会、行楽のお弁当にも
おすすめです。

伊藤ハム飾り切りマイスター

第1・3（月）13:30～15:30
月額5,000円(税別)

楽しい陶芸教室

土に触れ、作品に生まれ
変わる楽しさは暮らしに
喜びと彩りを与えてくれ
ます。初心者から経験者
まで年齢問わずどなたで
も楽しめるクラスです。

川口由美子 もえぎ陶芸工房主宰

(火)13:30～15:30
全3回7,500円(税別)

3/22㈫ 多肉のベビーシューズ

《3/22（火）開講》

《4/21（木）開講》

お庭をおしゃれに演出
春を呼ぶ！ガーデニング

数々のガーデニング
雑誌で紹介さている
原嶋先生のちょっと
おしゃれなガーデニ
ングレッスンで、春
のお庭を素敵に演出
しましょう。

原嶋早苗

【全3回】

【全3回】 【全6回】

ガーデンコーディネーター
国立王立園芸協会会員

第1・3（水）
13:30～15:30
全6回27,000円(税別)
《5/18（水）開講》

ニールズヤードパートナーシップ認定
アロマセラピーレッスン

ニールズヤードパートナーシップ認定
アロマセラピーレッスン

ニールズヤード本校と同じカ
リキュラムで学べ、検定試験
対策としても最適です。毎回
クラフト作りも楽しめます。
ご入会された方にアロマオイル
をプレゼントいたします。

寺門華子

【全6回】

ニールズヤードパートナーシップ
アロマセラピー基礎クラス認定講師

第2・4(木)
10:30 ～ 12:30
月額4,000円(税別)

ステンドグラス

日本を代表するステンド
グラス・アーティストが、
お一人おひとりのご経験
やレベル、目的に合わせ
て、伝統的な技法をやさし
く丁寧にご指導いたしま
す。

青木　正 グリーンアカデミア・オブ・ステンドグラス

第1・3(木)10:15～12:15
月額5,000円(税別)

現代センスの水彩画

鉛筆による明暗の説明から
学び、色や筆の選び方、ぼか
し方など生物や風景（写真）
などで指導いたします。

滝田一雄 水彩連盟委員

第3（水）13:30～15:30
月額2,300円(税別)

色を楽しむおしゃれ文字

初めて筆を握る方もポイント
を学べば印象的な素敵なおし
ゃれ文字が楽しめます。お友
達に出してみませんか。

村元満貴子 遊書舎宙sora

第2・4(火)
19：30～ 20：40
月額5,000円(税別)

〈夜クラス〉韓国語入門

この講座を通して韓国
がより身近になります。
韓国の楽しい話を聞き
ながら一緒に韓国語の
旅に出かけましょう！

全英蘭（ちょん よんらん） 韓国語講師

第1・3（金）13:30～15:00
月額6,000円(税別)

外国人講師による

中高年のための英会話Lesson

中高年の方を対象としたゆ
っくりめの入門クラスです。
先ずは英語の音に親しみ、単
語や短い表現を聞き取り少
しずつ英語で反応できるよ
うになりましょう。

国際教育システム専任講師

第1・3(水)10:30 ～ 12:00
月額6,000円(税別)

まる覚えトラベル英会話

海外旅行で必ず使う基本的な
フレーズを毎回5個ずつまる
覚えしていきます。回数を重ね
るごとに英語に慣れ、簡単な英
語フレーズが口から飛び出し
てくるご自分に気づかれるは
ずです。

植田耕司

第4（日）
15：00～ 16：30
全3回9,000円(税別)

数秘術入門講座

数秘とはずばり、統計学！
生年月日から自分の生ま
れ持った才能や可能性を
知って自己理解を深める
講座です。

植田耕司 数秘アドバイザー英語通訳案内士

第1（金）13:30～15:00
全6回13,200円(税別)

手相っておもしろい！手相学入門

手の中には、人それぞれ
に違う「生き方のヒント」
が宿っています。図をま
じえてわかりやすくお話
します。

東明学院専任講師

第2(木) 13:00～15:00
月額2,500円(税別)

～はじめてみよう～

ボタニカルアート

植物の特徴や仕組みをと
らえて水彩で描いていき
ます。初めての方は、画材
の説明から鉛筆の基本、彩
色の技法など使い方の基
本から学んでいきます。

佐藤絹恵 植物画家

好評につき増設しました!
好評につき増設しました!

好評につき増設しました!

第1・3(月)
11:50～13:05
月額5,000円(税別)

たのしい二胡入門

中国の伝統楽器･二胡。
五線譜の苦手な方でも
大丈夫です。基礎から応
用までレッスンします。
中国、日本、西洋音楽の
古い曲から新しい曲ま
で幅広く演奏します。

酒井由里子 張会斌門下生資格

第1・3(金)［1回30分］
10:30～13:30
月額6,200円～(税別)

マンドリン

初めてマンドリンに
触れる方も大歓迎！
イタリア生まれの小
さくて可愛らしいマ
ンドリンの可憐な音
色と魅力を一緒に楽
しみましょう。

都筑文子 片岡マンドリン研究所講師
日本マンドリン連盟会員

第2・4(木)［1回30分］
15:00～20:30
月額7,200円～(税別)

アコーディオン講座

テレビドラマにCMに、
日々流れている個性的
な音。その中でもアコ
ーディオンはクラシッ
クからポップスまで幅
広く活躍しています。
初心者も歓迎です！

川口裕志 NPO法人日本アコーディオン協会評議員
アコーディオン・アンサンブルAir主宰

第1･2･3(月)11:45 ～ 13:00
月額6,000円(税別)

はじめての大人バレエ

バレエの楽しさを感じられるように、基礎から
ゆっくり丁寧にレッスンしていきます。

柳　眞弓 柳眞弓バレエスタジオ主宰

第2・4(金)
13:00 ～ 14:30
月額5,500円(税別)

宝塚風ミュージカルダンス

宝塚やブロードウェイの
曲を使って、楽しみながら
ダンスを学んでいきます。
初心者の方でも簡単なス
テップで自分の新しい魅
力を発見しましょう！

城咲あい

初心者でも踊れる

元宝塚歌劇団・月組

第2・4(木)
19:15 ～ 20:45
月額4,400円(税別)

魅惑のベリーダンス 超入門

神秘的かつ華やかな
ベリーダンス。全身を
使うので美容と健康に
最適です。年齢や体型
を問わずどなたでも踊
れます。

Wakana
アトリエムネモシネ所属
インストラクター

第2・4(木)
10:15 ～ 11:15
月額4,000円(税別)

フラダンス

アロハの心を手の動
きと笑顔で表現する
フラ。ハワイの風を感
じながら、素敵に優雅
に踊りましょう。

吉田和美 Halau Kawaiola I Ka Hikina 所属
インストラクター

月3回(月)
10:30 ～ 11:30
月額6,000円(税別)

社交ダンス～ラテン

初めての方でも楽しく踊っ
ていただくために、基本的な
ステップ、ラテン音楽に合せ
たリズム感と感性、美しい姿
勢と健やかな身体を育みま
す。一緒に音楽に合わせて楽
しく踊りましょう♪

井上直子

楽しく
踊ろう♪

ダンススペース吉祥寺
ＪＤＡＣ認定ダンスインストラクター

第1・3(土)
17:45 ～ 19:15
月額4,600円(税別)

イミ・クラヴマガ護身術

イスラエル国防軍
も採用する接触戦
闘術、クラヴマガ。
創始者イミ・リヒテ
ンフェルドの孫弟
子が初歩をお伝え
します。

たじみもとこ イミ・クラヴマガ
インストラクター

● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ● ジャンル豊富に250講座以上が集う 総合カルチャーセンター

〒190-0015 東京都立川市泉町935番地の1 ららぽーと立川立飛1Fご予約
承ります

お申込み
お問い合わせ 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
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ステンドグラス

伊藤ハムウィンナーの飾り切り教室 キッズチアリーディング

JEUGIAカルチャー

●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、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・設備維持費・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。

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。

当社は、カルチャー教室事業、音楽教室、音楽・映像ソフト（CD・DVD）、楽器等の販売を営んでいます。カルチャーセンターは全国59会場有り。［株式会社JEUGIA ／本社：京都市］［東証二部上場］

体験・見学も承ります!
ご入会受付中

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）

ご予約
承ります

…税別表記ですが、講座により税込
　の場合もあります。

体験｜見学｜入会｜お申し込み受付中

0120-069-151
〒190-0015 東京都立川市泉町935番地の1 ららぽーと立川立飛1F

TEL 042-540-7151㈹　FAX 042-521-5181

ららぽーと立川立飛

ららぽーと立川立飛

0120-069-15110:00～20:00

13:00 ～ 15:00
【受講料】1,620円（税込）

参加者には、
40種類の飾り切り
が載っている
「飾り切りBOOK」
プレゼント！［定員：16名｜申込締切：5/7㈯迄］

5/14㈯11日
講座

ペットシッター士
資格認定講座

 「あなたを待っているペット達がいます」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！
飼い主とペットの架け橋になるペットシッター士。取得後、全
国どこでも即開業することができる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。※1週間の自宅での学習要
（第1回と第2回の間で自宅学習をしていただきます）

日本ペットシッター協会講師

各日（休憩含む）
10:30～15:30

【受講料】全2回48,000円（税込）
【教材費】4,200円（税込）
【認定料・修了証・開業許可証代】5,000円（税込）
［定員：15名｜申込締切：各日1週間前迄］

①4/3㈰・10㈰
②6/5㈰・12㈰

体のためになる
ほんまもんのごま講座

昔ながらの手作業で添加物
を使わない美味しいごま油
作りを、三代にわたり頑固
（へんこ）に守り続け、京都か
ら全国へごま製品を届ける
山田製油。実際にごまの食べ
比べ、利き油、胡麻すり実演
の体験していただきます。

株式会社山田製油

京都山田製油の香りと風味

13:30～15:30

【受講料】1,080円（税込）
［定員：25名］
［申込締切：3/22（火）迄］

3/27㈰11日
講座

生前整理アドバイザー 2級認定講座

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。自分自身のため、また後に残される
大切な人のために、前向きに「片付けるテ
クニック」を身につけてみませんか。一般
社団法人生前整理普及協会認定の講座で
す。2級講座では、生前整理をまずは自ら
行なっていくための講座です。

若林和子 生前整理アドバイザー認定指導員

各日10:30～16:30（休憩含む）
【受講料】1回9,720円（税込）
【教材費・認定料】11,340円（税込）
［定員：10名｜申込締切：各3日前迄］

4/23㈯・6/19㈰11日
講座

かわいいオリーブ盆栽
冨澤亮司 オリーブワールド主宰

10:30 ～ 12:30
【受講料】1,620円（税込）
【材料費】2,000円（税込）

［定員：15名｜申込締切：4/16（土）迄］

4/23㈯11日
講座

整理収納教育士認定講座

NPO法人ハウスキーピング協
会が認定する本講座は、教育や
子育てに携わる方を対象に、子
どものお片づけにポイントを絞
り子どもの自立心を促進させる
ための教育方法を学べます。

魚林佐起子・長谷川敦子

2015年7月よりスタートした新しい資格講座です。

整理収納
教育士

各日10:30～17:30（休憩含む）
【受講料】1回21,276円（税込）
【テキスト代・認定料・試験料】12,624円（税込）
［定員：15名｜申込締切：各1週間前迄］

4/16㈯・6/12㈰11日
講座

魔法のストレッチ講座

「痛くないのにすぐ身体が柔らか
くなる!!」「ストレッチの常識が変
わる!!」　都内でキャンセル待ち続
出の講座が立川に登場！身体の固
い方からプロのダンサーの方ま
で。身体の柔軟性がみるみる変わ
る体験をしてみませんか。

黒田美帆

誰でもカンタンに身体の柔らかくなる

見方、楽しみ方、恋し方大解説！
魔法のストレッチ講座主宰
ストレッチインストラクター

【受講料】1回3,780円（税込）
［定員：各15名｜申込締切：3日前迄］

11日
講座

背伸ばし体操
清水 真

ねこ背は万病のもと。見た目のマイナスだけでな
く、肩こりや腰痛、疲れ目や視力の低下をまねきま

す。清水真先生の背伸ばし体操は、「肩こりが楽になった」「ダイ
エットができた」など、テレビや健康雑誌で全国的に話題です。
著書「ねこ背は10秒で治る。身長が伸びる。やせる。背伸ばし体操
（講談社）」や「7日間で突然目が良くなる本（ソフトバンク出版）」
で人気の清水先生から直接指導が受けられる特別講座です。

たった10秒でねこ背をスッキリさせる

一般社団法人姿勢道普及協会
理事長

13:30～14:40
【受講料】3,348円（税込）※保険料含む
　　　　(中学生以下1,728円/税込)
［定員：20名｜申込締切：4/14（木）迄］

4/17㈰11日
講座

初歩から学ぶ仏像

『仏像を愛しすぎた仏女』としてテレビ出演や
著作も多数のイラストレーター、田中ひろみ
さんを講師に迎え、入門者を対象に、何かと敷
居が高く感じがちな魅惑の仏像の世界を解説
していただきます。

田中ひろみ
仏像を愛するイラストレーター＆文筆家

10：30 ～ 12：00
【受講料】1回2,300円（税込）
【教材費】1回680円（税込）
［定員：20名｜申込締切：4/16(土)迄］

4/23㈯11日
講座

一日鉄棒マスター教室

鉄棒の前回り、逆上がり
など、「気が付いたら出来
ていた！」という魔法を
一緒に体験しましょう。

石飛夕哉 スポーツインストラクター

10:30～11:30
12:00～13:00

【受講料】1回2,000円（税込）
【保険料】1回108円（税込）
［定員：各10名｜申込締切：3/31（木）迄］

4/3㈰11日
講座

こ
ど
も
特
集

こ
ど
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新
学
期

新
学
期

【全3回】 【全3回】 【全3回】 【全3回】

第4(金) 10:30～12:30
全3回9,000円(税別)
※材料費（各回）540円（税込）《4/22(金)開講予定》

暮らしを彩る
フルーツアート® ～入門編～

ペティーナイフ1本で身近
なフルーツが「おもてなし
のフルーツ」に変身♪
フルーツアート® の入門
レッスンです。

梶原絢子
日本フルーツアートデザイナー協会認定
フルーツアートプロフェッショナル 認定
カルチャースクール講師

【全3回】

4/19㈫ 春の寄せ植え

5/24㈫ バスケットの寄せ植え

平和の象徴「オリーブ」でおしゃれな盆栽をつくり
ましょう。 ちいさなカワイイ葉っぱを1年を通して
楽しめます。自分の好きな形にする方法や白い花や
緑の実をつけるため
のポイントもお教え
します。
使用品種：アルベキナ
(DNA鑑定済)。

13:00～14:30
10:30～12:00

【全2回】

2回
講座
2

月額制

受講料等は
毎月の自動引き落としで
お支払い手続きも楽々の

※一部対象外の講座あり
※新規ご入会時は、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
料は、安心の月額制!

お得な

割引!
体験当日または体験なしで
即日ご入会お手続き完了の方は

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。

2016年

3/31㈭
期間

ま
で


