
1,000円6/18(日)13:30 ～ 500円(税込)

6/27(火)
13:30～

1,000円6/27(火)11:30～

6/15(木)19:00～

6/20(火)11:30～

【定員20名】 【定員10名】全2回37,800円(税込/教材費・認定料込) 29,800円(税込)

2,000円(税込) 3,000円(税込)

申込締切 8/2(水） 申込締切 6/30(金）
【定員12名】

申込締切 7/20(木) 【定員20名】申込締切 6/16（金）

【定員10名】申込締切 6/25(日) 申込締切 6/20(火)【定員12名】
申込締切 6/25(日)

申込締切 7/1(土)

申込締切 7/8(土)

レクリエーション介護士2級講座

《1日目》

介護の現場ではレクリエーションを通じてのサービス
が非常に重要になってきております。レクリエーション
介護士は介護や高齢者に対する基礎知識を持ち、自
分の趣味や特技を活かして介護レクリエーションを企
画・提案･実施する資格です。介護の仕事をしている方
はもちろん、介護業界に興味のある方、介護家族の
方、ボランティアをしたい方におススメです。

介護レクリエーションの意義と役割、高齢
期のこころとからだの変化・症状、グループ
ワークでの企画書作成

《2日目》講師による介護レクリエーションの実践、
ワークショップ企画書発表、認定試験

小関健太郎 一般社団法人日本アクティブコミュニティ協会認定講師 （一社）教育コミュニケーション協会説明力メディエーター

ビジネス説明力養成2級講座

・説明したい内容を、スッキリ伝えられるようになっています  
・伝えたいことを30秒で伝えられる力が身についています  
・相手が望んでいる説明をできるようになります  
・情報をわかりやすく整理して把握することができるようになります  
・会議でも、自分が伝えたいことを、スマートに表現できるようになります  
・上司やクライアントから、信頼を得られます  
・周囲からの評価が変わります

●うまさの秘密はここに！? 麦汁を試飲してみよう。
●ご存じですか？47種全部味が違う！地元3種を飲み比べよう。
●飲める体質？ カロリーは？ おいしい飲み方は？
　ビールのあれこれを学ぼう。

STEP1
STEP2
STEP3
STEP4
STEP5
STEP6
STEP7

フルーツジェンヌのお作法 
フルーツアートの基礎 
フルーツコーディネート&GIFT
食器を活かすフルーツアート
フルーツdeカラダKiREiレシピ®
フルーツと体内バランス 
フルーツジェンヌ
DIPLOMA授与式＆茶話会

ビジネスで求められるのは、「相手が望んでいることをくみ取る力」と、それに沿って、
「自分が伝えたい内容を説明する力」です。 上司から「おまえの説明はわかりづらい！」と
言われてしまう、営業先で緊張して、うまく説明できない、長々と説明した後に「で、何が
言いたいの？」と聞かれてしまうetc …そんな悩みはありませんか？本講座は、説明力に
自信がない方や、 さらにわかりやすい説明力を身につけたい方向けの講座 です。

福冨洋子

防災備蓄収納2級プランナー認定資格講座

正しい知識で美しく収納し備えよう。
Stock!Beauty＆Smart. 防災備蓄準
備のための基礎知識を学ぶ講座で
す。防災備蓄備蓄リスト、それらの保
管のための収納づくり、ストック管理
までのノウハウまで、ご家庭でも事
業所でも活かせるプログラムが組ま
れた認定講座です。

長柴美恵 一般社団法人防災備蓄収納プランナー協会代表理事

整理収納アドバイザー 2級認定講座

テレビや雑誌など、メディアで注目の片付
け講座。整理収納は家庭内の5S。安全、快
適、幸せな暮らし。散らからない仕組み作り
で理想の住まい。女性顧客様への販促にも
一役買います。

中島亜季 整理収納アドバイザー
ハウスキーピング協会認定講師

収検3級講座（収育お片づけセミナー）
中島亜季 収育指導士・学習空間コンサルタント

整理収納教育士認定講座

整理収納は、健全な生活を送るために必要なス
キルです。 現在、小学校教育では整理収納につ
いて学ぶことが家庭科のカリキュラムに組み込
まれています。早い時期から片づけを習慣づける
ことで、子ども達は自分で自分のことができるよ
うになり、自立を促すことにもつながります。 
本講座では、整理収納の基礎理論を学び、日々の
生活で活用できるワークを行います。整理収納を
子ども達に伝え、教育現場で実践できるスキルを
身につけられる認定講座です。

魚林佐起子 整理収納教育士

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。
最高の人生を送るために・・・

小野寺真輝 20歳～生前整理アドバイザー
2級認定指導員

手紙の書き方アドバイザー ®2級認定講座
言葉のセンスが身につく！

クラフトワークセラピスト®認定講座
日本ペーパーアート®協会監修

ビジネスシーンやプライベートで役立つ「お
礼・お祝い・送付・お願い・お見舞い」といった
基本的な場面での手紙の書き方を学び、あな
たの言葉のセンスを磨いてみませんか。
講座では各回ワークを取り入れ、ご自宅で添
削課題に取り組みます。
※2級資格取得後、更に上級資格を得ると「手
紙の先生」として活動できます。

おかもと円果 (一社)手紙文化振興協会認定講師 
手紙の書き方コンサルタント

「クラフトワークセラピスト®」とは、温か
い手作りの癒しの力・脳活性化力UP・
笑顔になるヒントをお届けする指導者
の資格です。医療や福祉・教育の現場
でも活用できる「工芸作業療法士」で、
ご自身のスキルUPに繋がります。

不動千春 一般社団法人日本ペーパーアート協会®認定講師

素晴らしきウイスキーの世界

第3(日)13:30 ～ 15:30
月額2,500円(税別)

※お酒の試飲がありますので、
　20歳未満の方のご参加、
　お車でのご来場は固くお断り
　しております。

※フルーツ、ナッツアレルギーの方は
　ご受講をお控えください。

ウイスキーに興味はあるけど、何を飲んだらいいのか
わからない、銘柄を気にせずにハイボールや水割りし
か飲んだことがない･･･。そんなあなたに、ウイスキー
の多様な魅力について、風味の違い、美味しい飲み方
などを詳しく解説します。毎回異なったテーマでボトル
を数本選び、実際にテイスティングしながら味わいの
違いを体感し、その違いを生み出す製造方法や歴史的
背景などを解説いたします。

小林立也 ウイスキー文化研究所認定ウイスキープロフェッショナル
ウイスキーセミナー講師

「これ私が作ったの！」思わず自慢したくなる
初心者さんのデコ巻きずし講座

第1(火)11:30～13:30
月額2,000円(税別)

切り口がかわいい巻きずしは
お弁当やホームパーティーに
大活躍！料理が苦手な方や初
心者大歓迎です。
1回のみの受講もＯＫ！

はち巻子 日本デコずし協会認定
デコ巻きずしマイスター

～カラダの中から美しく！
　ダイエット・美肌・代謝UP!!～
 RAW FOODレッスン

ダイエット・美肌・体質改
善に!! 生の野菜と果物
を中心に火を使わずに
作る食事法 RAW FOOD
を学びませんか。

谷郷絢子 日本リビングビューティー協会
認定講師

やさしい女性麻雀
横山　毅 日本プロ麻雀連盟関西本部長 七段

（一社）教育コミュニケーション協会
説明力メディエーター

日本プロ麻雀連盟関西本部長 七段横山　毅

脳に活！麻雀入門 ～リーディングを通じて神様に出会う～
日本の神様カード

二埜り音
(にのりおん)

日本の神様カード公式認定
インストラクター、リーダー

ソーシャルマナー 3級認定講座

自己分析や好印象を与える五原則から、自分の魅
せ方など、ビジネスの場や人付き合い、また就職・
転職での面接などにおいて好印象を与えるコツ、
より自分の魅力をアピールできるような立ち居振
る舞いを学びます。わずか3時間で、実地に役立つ
実用資格が取得可能！希望者には認定証が発行
されます(認定証発行代別途)。

笠松美千代 マナーOJTインストラクター

売れる営業スキルを磨く！
しぐさ入門講座

視覚に訴えるしぐさを、相手への
影響力として使いこなしましょう。
信頼獲得や成約率アップ、社内
外でのコミュニケーションや緊張
緩和、人材育成などにおいても
効果を発揮。育児や教育など、公
私に活かせるテクニックを、講義
と実戦で身につけます。

中島亜季 一般社団法人日本しぐさ協会
しぐさインストラクター

あなたの強みを引き出す カラー心理学
カラータイプアドバイザー認定講座

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。

小野寺真輝 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

骨格スタイルアドバイザー 3級認定講座

「わたしの似合う」を知って楽しもう！自分の
骨格スタイルを学び、骨格スタイルから似合
うファッションについて学びます。講座内で、
講師が参加者一人一人の骨格スタイルを分
析し、スタイルアップのファッションアイテム
や着こなしのポイント、おすすめの素材や形
をアドバイスします。「自分に似合うファッシ
ョンを選ぶポイントがわかる！」講座です。

谷本清己 一般社団法人
骨格スタイル協会認定講師

スカーフコーディネーター
ベーシック認定講座

4時間で約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（カジュアル、ビジネス、パーティー）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、「スカーフコーディネーター」と
して協会認定のオリジナルレッスンテキストを使用し、
30分～1時間程度のスカーフレッスンを開催できます。

小日向香緒里 日本スカーフコーディネーター協会
認定講師

ジュニアソイフードマイスター養成講座
吉田真希子 日本ソイフードマイスター協会本部講師

学んで食べてキレイになる！
酵素玄米検定2級講座

酵素玄米は、3日間熟
成させていただく不
思議ごはん。正しい
秘訣を学びます。
学んで食べてキレイ
になりましょう！

岡本羽加 一般社団法人
美巡ライフ協会代表理事

さとう式リンパケア（初級）

ご自身やご家族の健康はもちろ
ん美容効果も期待できるリンパ
ケア。首や肩のこり、巻き肩、お顔
のリフトアップなどのわかりやす
い変化を、すぐに体感できます。
独自のメソッドがわずか1日で身
につくだけでなく、ディプロマの
発行により、プロとしての施術も
可能です。

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

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。

日本ペットシッター協会講師

キッズ作文トレーナー認定講座

子どもと関わる方、「自分の意見・
考えを他人に伝えられる子ども
に育ってほしい」と願う方に、オス
スメの認定資格です。自分の仕事
に使いたい！作文指導をしたい！
など、仕事からプライベートまで
様々な場面で応用し、活用するこ
とができます。

福冨洋子

キリンビール 一番搾り うまさの秘密アカデミー
JEUGIAカルチャースペシャルVer.

47都道府県「一番搾り」が話題の、キリンビールによるビールに関する
楽しいおはなし、試飲とおつまみ付きです！

青木惠子 キリンビール株式会社  キリン・ドラフトマスターズ・スクール講師
（一社）日本ソムリエ協会認定ソムリエ

フルーツジェンヌStyle
日本フルーツアートデザイナー協会Presents

フルーツを単に食べやすくカットするだけでなく、ア
ートの要素を取り入れ、ペティーナイフ1本で立体的
かつ美しく見せる技法、それがフルーツアート® で
す。フルーツジェンヌとは、豊かなFruit Lifeを送る素
敵な女性達へ与えられる、日本フルーツアートデザイ
ナー協会認定の称号。通常は捨ててしまう葉や皮を
も利用した、美しく素敵なデザインやスタイリングの
技術を学び、「最強のおもてなし力」と、健康で錆びな
いココロとカラダを創る知識を身に付けましょう。

川口百合 日本フルーツアートデザイナー協会認定 兵庫校 校長

ホームパーティーに！
発酵ポットラック料理

楽しい持ちよりパーティー
に使われる“発酵”調味料を
活用したポットラック料理
をご紹介します。

中川奈央 発酵料理研究家、醸せ師

チーズとハチミツの世界
－栄養も美もマリアージュも－

 種類が多くてよくわからない
チーズ。使い道がワンパターン
になってしまうハチミツ。
そんな知っているようで知ら
ないチーズとハチミツの「な
ぜ？」や魅力を学び、マリアー
ジュも味わいましょう。

木津多香子 ＣＰＡ認定 チーズプロフェッショナル
日本はちみつマイスター協会 認定講師

暮らしを彩る
フルーツアート® ～入門編～

第4(火)11:30～13:00
全3回9,720円(税込)
材料費(各回)648円（税込）

©

© ©

【6/27(火)開講予定】

【7/4(火)開講予定】

【全3回】

【全4回】

【全3回】

【全6回】

【全4回】

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。

大島嵩子 日本フルーツアートデザイナー協会認定
カルチャースクール講師

簡単！ おいしい！ 健康＆キレイ
今話題のローチョコレートを作りましょう!!

48℃以下の非加熱なの
でビタミン、ミネラル、酵
素がたっぷり！食べるほ
どに身体が喜ぶチョコを
作りませんか。

谷郷絢子 日本リビングビューティー協会認定講師

本当に大切なモテ会話のコツ
～モテコーチングのススメ～

人と人が通じ合い、もっと素敵な
関係になるために…本当に大切
なモテ会話のコツを手に入れて
みませんか。

中西沙耶香 人間的魅力を高める自モテコーチ
プロフェッショナル・コーアクティブ・コーチ

【7/6(木)開講予定】

【7/10(月)開講予定】

コーチングスキルで
「モテ値」180％アップ！
～モテコーチングのススメ～

第1(木)19:30～21:30　全4回12,960円(税込)

異性はもちろん、家族に、友人に、上司や同僚に、お客様に…
そんな広義での「モテ値」向上ワークショップです。

ノート、メモ、手帳etc.
文具を使ってコミュニケーション力UP!

【1回目】自分を知り、自分と仲良くするノート術
【2回目】相手と仲良くする付箋術
【3回目】社会とつながる手帳術

第2(月)11:15 ～ 13:15
全3回8,100円(税込)

文房具を活用して、身近な人間関係が良好に！
人間関係を良くするコツは、まずは自分と仲良く付き合う事です。心身共に
自分のことを大切にすることがコミュニケーション力向上の第一歩です。
そこから相手のことを認め、身近な方たちとの人間関係が良好になってい
きます。文房具を活用することで、言葉や情報のやり取りが目で見えて形に
残る上、気持ちの伝わりやすいコミュニケーションがとれるようになりま
す。これらのヒントを、3回コースでお伝えしていきます。※手紙の書き方の
様式やマナーに関する内容はありません。

森　淑子
手帳コーチ

怒りの総合診断つき  アンガーマネジメント 職場のストレスを解消しましょう！
アンガーマネジメント＆メンタルヘルス講座

「怒らなくなること」が目的ではなく、怒りたい時は上手
に怒り、怒る必要がない時は怒らずに済む･･･。そんな
怒りの感情を上手にコントロールするトレーニング法
が学べるアンガーマネジメント。日常生活で、職場で感
じる「怒り」との付き合い方を見直してみましょう。

「言わなくていい一言を言ってしまった」「上手に怒れなくてイライラする」などなど･･･。怒りっぽい自分、怒れな
い自分をどうにかしたいあなたへ。感情のコントロールを学び、職場の人間関係のストレスから開放！イキイキ
と働きましょう。ご自身の怒りのタイプがわかる「怒りの総合診断書」付きです。

佐野智世 日本アンガーマネジメント協会　アンガーマネジメントコンサルタント™

あなたが輝く、大人の朗読

第2･4(火)11:30 ～ 13:00
月額4,200円(税別)

第3(木)19:00 ～ 20:30
月額3,000円(税別)

子育てのイライラ スッキリ解決！
ママ・パパのためのアンガーマネジメント
本当はいつもニコニコして穏やかなママ、パパでいたいのに、「早くしなさい！」「ちゃんとしなさい！」と怒ってば
かり･･･。そんな風に自分を責めていませんか。怒ることは悪いことではありません。怒りの仕組みと怒り方を学
んで、イライラしない子育てを楽しみましょう！ご自身の怒りのタイプがわかる「怒りの総合診断書」付きです。

第3(火)11:30 ～ 13:00
月額3,000円(税別)

まず朗読の基礎である呼吸
法、発声、滑舌の練習を通じ、
より魅力的な声になるため
の方法を学びます。様々な作
品を読むことで、声を出す楽
しさと自分を表現する喜びを
見つけましょう！

椋本友子 元放送局アナウンサー　音声表現講師

8/12㈯・26㈯ 7/2㈰1日
講座
1

7/12㈬1日
講座
1

・6/26㈪
・7/15㈯

1日
講座
1

16,200円(税込)
500円(税込)

※飲酒を含みますので
　20歳未満の方のご参加、
　お車でのご来場は固く
　お断りしております。

2,160円(税込)
1,620円(税込)

3,780円(税込)
1,000円(税込)

5,400円(税込)
2,052円(税込)

7/27㈭1日
講座
1

2回
講座
2 各日11:30～19:00

(休憩含む)
11:30～19:00(休憩含む)

【定員10名】全2回216,000円
(税込/材料費、テキスト代等込)

JEUGIA特別価格JEUGIA特別価格 申込締切 5日前2回
講座
2 【1回目】11:30～16:30

【2回目】11:30～18:00
※日程はご相談ください

13:00～15:30
【定員15名】

全2回17,280円(税込)

※澤一良著『一番わかりやすい整理入門』
　お持ちの方はテキスト代無料

全1回9,720円(税込)
各11,340円(税込)

1,500円(税込) 4,320円(税込)

全2回10,800円(税込)

21,600円(税込/テキスト代･添削料金込)

20,680円(税込) 11,720円(税込)

1,500円(税込)

申込締切 7/7(金)

【定員12名】
申込締切 各3日前

【定員10名】申込締切 6/27(火)

【定員15名】申込締切 7/5(水)

21,600円(税込)
32,400円（税込/認定試験料込）

29,160円(税込)

8,640円(税込)

3,564円(税込)

7/16㈰1日
講座
1

6/24㈯1日
講座
1

11:30～18:30
(休憩含む)

13:00～17:00

【定員6名】申込締切 7/9(日)

【定員10名】

申込締切
6/14(水)

申込締切 7/12(水) 【定員12名】
申込締切 各日2日前

3,240円(税込)
1,620円(税込/希望者のみ)

7/3㈪｜7/8㈯1日
講座
1 各日13:00

　　～16:00

7/19㈬1日
講座
1 13:00～17:00

【定員20名】申込締切 各1週間前 【定員10名】

21,276円(税込) 12,624円(税込)

7/29㈯｜9/3㈰1日
講座
1 11:30～18:30

(休憩含む)

各回2,160円(税込)

6/10㈯｜6/24㈯1日
講座
1
各回13:30～14:30

6/21㈬1日
講座
1

19:00～20:30
6/25㈰
13:30～15:00

【定員15名】

申込締切
各1週間前

7/12㈬・19㈬2回
講座
2

各日18:30～21:30

7/4㈫・18㈫2回
講座
2

各日18:45～21:15

各日11:15～16:45
(休憩30分含む)

11:30～17:30(小休憩含む)
※昼食を済ませてご参加ください。 6/18㈰1日

講座
1

7/2㈰
7/2㈰

1日
講座
1

1日
講座
1

①13:00～14:00
②14:30～15:30

【定員8名】申込締切 6/21(水)

【定員8名】

申込締切
7/1(土)

2,700円(税込)

3,240円(税込)

6/26㈪1日
講座
1

11:30～13:30

2,700円(税込) 2,160円(税込)

7/6㈭1日
講座
1 11:30～14:00

11:30～13:30
13:30
～15:30

受
講
後
の
あ
な
た
は
…

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

生前整理普及協会のご紹介
思い出の物を片づける
マイベストショットアルバム作成
生前整理実践帳(エターナルノート)を記入していく
模擬葬儀をプロデュースする
やり残しリスト作成
大切な人をリストアップする
大切な人にメッセージを書く
5年後の自分の未来をプランニング
認定テスト

テキスト代・認定料・試験料

おつまみ代など

認定証発行代

14,580円(税込) 5,400円(税込)
1,620円(税込)

7/6㈭1日
講座
1 13:00

 ～17:00 7/7㈮・21㈮各日19:00
     ～21:00

40,000円(税込/教材費、試験、認定料を含む)

7/9㈰｜8/27㈰1日
講座
1 各日13:00～16:30

22,800円(税込)
※認定料1万円、年会費1万円がかかります。（税込） 
　年会費は初年度無料です。 
※認定を受けるかどうかは任意となります。※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）

6/25㈰1日
講座
1 11:30～17:30

（休憩含む）

12,960円(税込)

5,400円(税込)
5,400円(税込/希望者のみ)

10,800円(税込)

6/30㈮｜8/20㈰1日
講座
1

6/18㈰｜7/9㈰｜8/13㈰1日
講座
1

各日13:00～18:00

各日11:30～13:00

【定員8名】申込締切 各3日前

【定員15名】

【定員10名】

申込締切
7/8(土)

申込締切
6/23(金）

【定員8名】申込締切…1日講座：7/5(水)｜2回講座：7/6(木)

【定員10名】
申込締切 各1週間前 10,000円(税込)

全2回48,000円(税込) 4,200円(税込)

5,000円(税込)

6/13㈫｜7/11㈫｜8/8㈫1日
講座
1

各日13:00～15:30 【定員10名】申込締切 各日3日前

【定員15名】
申込締切 各6日前教材費・試験料・認定証発行料

5,000円(税込)認定料・修了証・開業許可証代

7/15㈯･22㈯2回
講座
2

各日13:00～17:00（休憩含む）

単発受講O
K!

【定員10名】

申込締切
各3日前

全1回3,240円(税込)

男性
限定

【7/28(金)開講予定】

会話美人になる方法
～モテコーチングのススメ～

第4(金)19:30～21:30　全4回12,960円(税込)

出会ったばかりの人と…気になるあの人と…
自然に楽しく仲良くなれちゃう会話美人になりましょう！

女性
限定

2回
講座
2

1,000円6/28(水)11:30 ～ 1,000円6/28(水)14:00 ～ 6/16(金)19:00 ～

第2・4(水)11:30～13:30
月額4,000円(税別)

誰でも楽しめる頭脳
ゲーム・麻雀。未経験
の方からご受講いた
だける入門クラスで
す。女性だけで気兼ね
なく楽しみましょう。

第2・4(水)14:00～16:00
月額4,000円(税別)

麻雀は脳の活性化に有効
で、頭脳のスポーツとも言
われています。新しい趣味
を持ちたい方も麻雀のレ
ベルを上げたい方も、楽し
みながら脳をトレーニング
しましょう！

第1･3(金)
19:00～21:00
全6回15,000円(税別)

まずは日本の神様カー
ドの使い方からレッス
ン開始。カードにまつ
わる古事記や神社参拝
の方法など無理なく覚
えていきましょう。

豆乳ブームなどで再注目を集める大豆。日本人は古くから大豆を
身近な食材としてきましたが、近年は食する機会が減ってきてい
ます。この講座では、大豆が持つ力を学びながら、全般的な食に
よる身体づくり（健康・美容・ダイエット）を知ることが
できます。また、現代の食スタイルにも馴染みやすい
ソイフードの調理法についても学べるので、学んだこ
とをすぐに実生活で実践できるようになります。有名
人も多数取得し、また資格を活かして活躍する人たち
も誕生し、注目されている資格です。ご自身・ご家族の
健康のため、または新しいチャレンジに役立てるため
にもぜひ資格を取得してみませんか。

カルチャーセンター初
！

収検(収納検定)とは、「お片づけを楽し
む」をコンセプトとして、メディアでおな
じみ「収納王子」コジマジックと各分野
のプロたちが作り上げた、「お部屋をき
れいにキープするための知識と技術、
そしてお子様に伝えるためのテクニックなど、目的に応じて
楽しみながら身につけることができる学習機会と検定試験」
です。講師歴20年、現役プロ家庭教師でもある講師が、収納
+「育児・教育・育成」をお伝えした後、力試しの3級受検ま
で！正しい片づけは、ご家族とアナタを幸せにします。

［電話受付］

11時～21時0120-808-584
ホームページからもお申込み承ります JEUGIAカルチャー 150 ジャンル豊富に 店頭・お電話・WEBから

お申し込みいただけます
無料半額オープン

特典
オープン

特典

満65歳以上の方は通常5,400円(税込)➡半額の2,700円(税込)

対象年齢：0歳～12歳

※年齢確認のできる身分証明書
　のご提示をお願いします。

こ ど も 割

入会金入会金 無料2017年

7/9㈰
まで

期間 特典
いつでも 入

会
金 150講座以上● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ●

お申し込み受付開始
㈮5.26

7F
シニア割


