
1,500円6/23(金)20:00 ～

1,000円6/23(金)13:30～14:30 コピー代程度 1,000円6/21(水)19:00～20:00 コピー代程度 1,000円
6/28(水)19:00～

500円(税込) 1,000円
6/28(水)13:00 ～

1,000円(税込)

1,000円6/22(木)18:30 ～ 950円(税込) 1,000円6/20(火)11:15 ～ 300円(税込) 1,000円6/21(水)18:30 ～ 300円(税込) 1,000円6/27(火)19:00 ～ 300円(税込)

1,000円7/3(月)13:00 ～ 500円(税込) 1,000円6/29(木)13:00 ～ 540円(税込) 1,000円6/20(火)14:00 ～ 500円(税込) 1,000円
7/5(水)18:30 ～

300円(税込)

1,500円6/20(火)13:30 ～ 2,000円(税込) 1,000円6/28(水)13:00 ～ 1,080円(税込) 1,000円
6/27(火)11:15 ～

500円(税込) 1,000円
6/30(金)19:00 ～

2,160円(税込)

1,000円6/27(火)19:00 ～ 200円(税込) 1,000円6/22(木)11:30 ～ 2,000円(税込) 1,000円
6/21(水)14:00 ～

3,024円(税込) 1,000円
6/28(水)19:00 ～

1,500円(税込)

1,000円
6/29(木)11:30 ～

650円(税込) 1,000円
6/14(水)13:30 ～

500円(税込) 1,852円6/22(木)13:30 ～ 2,800円(税込) 1,000円
6/23(金)11:30 ～

2,000円(税込)

1,000円7/3(月)11:30 ～ 1,000円(税込) 1,000円7/5(水)13:00 ～ 2,160円(税込)1,000円
6/23(金)19:00 ～

500円(税込) 6/27(火)13:30～

1,000円
6/17(土)11:15 ～

500円(税込) 2,600円6/15(木)11:30 ～ 1,296円(税込)

優しく教えてくれる初夏の花の撮り方

初心者大歓迎！花を撮るための構図や
自然の光を使ったキラキラに撮れる方
法等をレクチャー。デジタルカメラを購
入したばかりの人でもOK！　

【やまぐち千予プロフィール】 『これからはじめる デジタル一眼カメラ 写真と撮影の新しい教科書』
（SBクリエイティブ）、『売上がアップする商品写真の教科書』 (玄光社MOOK) 著者、PIYOCAMERA写
真事務所代表、富士フイルムXセミナーズ講師、リコーペンタックス講師、関西カメラ女子部主宰
等。料理やスイーツ、人物、風景などを中心に、多くの商業撮影を行う。代表作として「三菱自動車環
境デザインポスター」がある。初心者向けの写真講座から企業向けまで全国に写真講習会・イベン
ト出演、トークショーなどの登壇実績も多数。

やまぐち千予 写真家

初心者のためのスマホ写真講座
その残念なスマホ写真が魔法にかかった
様に素敵に変身します！奇跡の1枚がいつ
も撮れるようになる写真講座！

山本りか
認定スマホ講師

脳開・速読コンサルタント 呉 真由美監修

頭の回転が速くなる！速読脳トレ

第2･4(金)20:00～21:00
全12回38,880円(税込)

第1(金)13:30～15:30

(一社)脳開コンサルタント協会認定講師

やり直しのかんたん英会話

第2･4(金)13:30～15:00
月額5,400円(税別)

英会話は、「聴く×話す＝コミュ
ニケーション能力を高める」脳ト
レーニングになります。以前に英
語を学んだことがあるけど今や
自信がない、という方や、英語を
学ぶことで脳トレ効果を図りたい
方にオススメです！

ミューズイングリッシュ講師

楽しく始める入門英会話

第1･3(水)19:00～20:30
月額5,400円(税別)

英会話を始めたい！でもついて
いけるか心配…という方にお
ススメです。英語の簡単なフレ
ーズをどんどん口に出して慣れ
てゆくことから始めます。挨拶
や自己紹介、簡単なことを伝え
てみましょう。

ミューズイングリッシュ講師

飾ってかわいい
切り絵をつくろう！

第2(水)19:00～21:00
月額2,315円(税別)

切り絵は簡単に始められる
アートです。作って楽しい、飾
ってかわいい切り絵を一緒
に始めてみましょう！道具は、
実際に作家が使用している
ものをご用意いたします。

下村優介 切り絵作家

変わり切り絵 彫紙アート

第4(水)13:00 ～ 15:00
月額2,350円(税別)

紙を重ね、下絵にそって切
ると奥行きのある作品がで
きあがります。日本で誕生
した彫紙アートをお楽しみ
ください。

レイコ 日本彫紙アート協会認定上級インストラクター

しゅんこうの和紙ちぎり絵

第4(木)18:30～20:30
月額2,000円(税別)

日本伝統の和紙をちぎっ
て貼り、四季折々の作品
を制作します。手漉き和
紙ならではの作品づくり
が楽しめます。

香美好子 しゅんこう認定講師

基礎から学ぶ
筆ペン・ボールペン

第1･3(火)11:15～13:15
月額4,100円(税別)

筆ペンの持ち方や文字
の基本となる線や点画
から練習します。ボール
ペン字も同時に学べる
ので暮らしにも大活躍。

山本綾乃 暁書法学院講師 暁書法学院講師 暁書法学院委員

ゆったり楽しむ
筆ペン・ボールペン

第1･3(水)18:30～20:30
月額4,100円(税別)

氏名や住所はもちろん、
祝儀袋やはがきの書き方
など日常に役立つ文字か
ら練習し、整った美文字
へと導きます。

吉村恵子

初めての書道

第2･4(火)19:00～21:00 
月額4,100円(税別)

筆ペン・ボールペン・大筆・小筆
が学べます。丁寧な添削指導
で、筆の持ち方や文字の基本と
なる線の書き方など、筆の運び
を学んでいきます。

寺脇漣清

たのしい絵手紙

第1(月)13:00 ～ 15:00
月額2,000円(税別)

キャッチフレーズは
「ヘタでいい、ヘタ
がいい」。上手に描
こうと思わないで貴
方らしさの一枚を
描いてみませんか。

藤田恵子 日本絵手紙協会公認講師

鮎裕の「和のイラスト講座」

第2(木)13:00 ～ 15:00
月額2,300円(税別)

あっさり少ない筆遣いで、
ほんわかやさしい「和の
イラスト」をはがきに描き
ます。送ったり飾ったり、広
がる楽しさ、深まる興味を
人生のお供にぜひ。

小杉直子 一般社団法人和のイラスト協会 公認講師

あゆ ゆう

簡単筆ペンはがき絵

第1･3(火)14:00～16:00
月額4,100円(税別)

6色のカラー筆
ペンを使用して、
四季折々の絵を
描き、一筆添えて
心のこもったお
便りを完成させ
ましょう。

山本綾乃 暁書法学院講師

西洋書道 カリグラフィ

第1(水)18:30～20:00
月額2,100円(税別)

優雅で美しい欧文書道を
身につけませんか。
中世・近世ヨーロッパ発祥
の文字を中心に、様々な
書体を習得します。

木作輝代 カリグラファーズ・ギルド会員

コロンとしたシルエットがかわいい、
ディズニーのあみぐるみ。編み物が初めて
の方でも丁寧にお教えします。

速読とは特殊なスキルではな
く、「脳のブレーキ」を外してあ
げること。独自のトレーニング
により、頭の回転を速くし、物事
がテキパキと処理できるように
なります！仕事に活かす記憶の
仕方や、日常生活でできる脳活
性の方法などもお伝えします。

福原和枝 ディズニーハンドメイドインストラクター

中山みどりの羊毛フェルトアート
～羊毛フェルトで愛犬愛猫をつくろう～

あみぐるみ

テレビ朝日系「徹子の部屋」、日本テレビ系「ヒルナン
デス」出演等、多数のメディアで紹介され、只今活躍中
の中山みどり先生に直接ご指導いただける講座です。
羊毛を針でチクチクさしてからめ、愛犬・愛猫の写真を
見ながら、本物そっくりの小さい「うちの子」を作りまし
ょう。全身伏せポーズタイプの作品を作ります。

中山みどり 中山みどり先生
来店！

貴重な１日企
画です

フェルトアート作家
一般社団法人フェルトアート協会代表

葉ちっく
オリジナルつまみ細工

第3(火)13:30 ～ 15:30　全5回16,200円(税込)

つまみ細工は《縫う》
作業がなく、裁縫が
苦手な方にもおすす
めの手芸です。普段
使いのアクセサリー
から晴れの日の髪飾
りまで様々な作品を
作りましょう。

藤田葉子 つまみ細工作家　葉ちっく主宰

地刺し®からはじめる
戸塚刺しゅう

第4(水)13:00 ～ 15:30　月額2,500円(税別)

やさしいステッチか
ら始めて、ポーチや
テーブルセンター
などを作りません
か。楽しくお稽古し
ましょう。

福井御都里 戸塚刺しゅう協会認定師範

津軽の手しごと こぎん刺し

第2(火)11:15 ～ 13:00
月額2,300円(税別)

シンプルな法則から生まれ
る幾何学模様の美しさと、
素朴でほっこりとした雰囲
気が魅力です。いろいろな
雑貨にアレンジして楽しみ
ましょう。

辻森桜子 こぎん刺し作家cerisier(スリージェ)

きもの地で作る和小物

第2(金)19:00～21:00
月額2,500円(税別)

かわいい和の雑貨や着物
の生地がお好きな方必見
!!世界に一つの、あなただ
けの小物作りを楽しみま
せんか。

世利あかね EMIKOのリメイクスクール専任講師

透明水彩・水彩色鉛筆

第2･4(火)19:00～21:00
月額4,000円(税別)

透明水彩と水彩色鉛筆を
お選びいただけます。モチ
ーフ(野菜・花・小物など)を
スケッチします。初めての
方でも、形の取り方などの
基礎から丁寧に指導しま
す。

原明あさの アートの綿毛画家

ポーセラーツレッスン

第4(木)11:30～13:30
月額2,500円(税別)

今人気のポーセラー
ツ。白い磁器に好きな
柄の転写紙を貼って
オリジナルの食器や
インテリア雑貨がお
作りいただけます。

松尾弘美 日本ヴォーグ社認定講師

エレガントジュエリー
純銀クロッシェ

第3(水)14:00～16:00
月額2,800円(税別)

柔らかな純銀線にご自分
のセンスで選んだパール
や天然石を通し、かぎ針
で編んでエレガントな
アクセサリーを作ります。

髙折知子 純銀クロッシェジュエリーアーティスト

シンプルで美しい
グルーデコ®アクセサリー

第4(水)19:00～21:00
月額2,600円(税別)

エポキシ系樹脂粘土と、
スワロフスキー®・クリスタ
ルを使用し短時間でクオリ
ティーの高いアクセサリー
を作ります。初めての方でも
手軽に美しい作品を作るこ
とができます。

田中佳子 Y.diva主宰

ミニチュアドールハウス
(1/12サイズ)

第2(木)11:30～14:30
月額4,200円(税別)

和風・洋風を問わ
ず、希望の小物から
作っていただきま
す。その後、お店や
部屋につながる立
体的な作品に仕上
げていきましょう。

岸本加代子 ドールハウス作家
日本ドールハウス協会会員

ナチュラル
ドールハウス

第2(水)13:30～15:30
月額2,500円(税別)

河原かゆり 雑貨屋FROSCH代表

パリのお花屋さん
デザイン講座

第4(木)13:30～16:00
月額2,750円(税別)

葉、枝、モスなどで
花器から作り、その
中にお花を活けて
いただきます。パリ
スタイルの素敵な
アレンジを楽しみ
ましょう。

大北真由美 日仏フローラル芸術協会認定講師

プリザーブドフラワーレッスン

第4(金)11:30～13:30
月額2,500円(税別)

好きな色を選んでアレンジ
可能！枯れないお花はずっ
と長持ちします。インテリア
やギフトにオリジナル作品
をお楽しみください。一回
で一作品を仕上げていた
だきます。

松尾弘美 フラワーマリアージュ代表

うさぎのテラリウム

うさぎのオブジェをメインに、
ドライ、プリザーブド花材を使
って、ガラス瓶の中に森を作っ
てみませんか。

並河風美 Atelier Hana asobi主宰

はじめてのソープカービング

第1(月)11:30 ～ 13:30
月額2,500円(税別)
※ディプロマコース希望の方は
　月額3,000円(税別)

大人気のソープカービング
を基礎から学びましょう。
2時間で1作品を完成させ
ます。経験者対応・資格取
得が可能です！

柴田なな
村上准子

Studio SUK CAI 主宰
Studio SUK CAI 認定講師

消しゴムはんこで雑貨作り

第3(水)11:30～13:30
全3回4,860円(税込)

消しゴムとカッターナイフ
を使って、植物模様のは
んこを彫ります。また、そ
のはんこを木製の雑貨に
押して、手のひらサイズの
写真立てなどオリジナル
の雑貨作りをします。

木村昭子 消しゴムはんこ屋
Carimbo主宰

こねこねらんどの
ミニチュア粘土細工

第1(水)13:00 ～ 15:30
月額2,000円(税別)

パステルカラーの
樹脂粘土を使って
ミニチュアパーツ
を作ります。可愛く
飾ってメルヘンと
カントリーの世界
を表現します。

三雲雅子 どんぐり工房主宰

マスキングテープで作る
メッセージカード      

女性に大人気のマスキングテープ。
140本以上のテープからお好きな
ものを選んでいただき、カードを作
りながら、楽しく便利な使い方と注
意点をお伝えします。

森　淑子 手帳コーチ

日本ペーパーアート協会Presents

壁に咲くお花・ウォールフラワー

お部屋の壁のデコレーショ
ンに、ウォールフラワーが
世界的に流行の兆し！日本
ペーパーアート協会のウォ
ールフラワーは25センチと
18センチの絶妙な大きさ。
大きすぎず小さすぎず、壁
に飾るには丁度いい、おと
な可愛いサイズです。

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

ダイパーケーキ(おむつケーキ)
レッスン

LAスタイルの

～スタイリッシュで大人可愛く～
畑中理恵子 一般社団法人 BABY SHOWER JAPAN 認定講師

ベビーシャワープランナー

針も糸も使わない
かんたんロゼットワークショップ

BAGチャームやマタニティロゼ
ットなど、大人気のロゼットを2
コ作製。スタンプでお名前入れ
もできます。小学生以上のお子
様も大歓迎！※あらかじめ講師
が準備した半完成品を使用し、
組み立てと飾り付けを楽しんで
いただくワークショップです。

前田葉子 アンデコールロゼット講師

木製カトラリーづくり～
木のスプーンとか、お皿とか

第1(金) 19:00～21:00
月額2,500円(税別)

広葉樹で木のスプーンや豆皿などを作ります。
基本的なノミの使い方、サンドペーパーの当て
方などを学び、木目の表情を見ながら、じっくり
とモノ作りに取り組みます。慣れてきたら、カト
ラリー以外への挑戦も可能！「長く使えるもの」
をご自身の手で作り出してみましょう。

和田トモコ 一級家具製作技能士

自分でつくる、デザインメガネ
～自分でデザインしたメガネをハンドメイド

1回目は、300色以上のカラーサンプルからまず
自分で作るメガネのカラーを選びデザインまで。
2回目には実際に糸ノコギリやヤスリなどを使っ
て作り上げていきます。職人が最終仕上げを施
した完成品は、後日のお渡しとなります。世界で
ひとつ、自分だけのメガネを作り上げましょう！

吉田直樹 眼鏡職人 glass tailorオーナー

はじめて作る
和柄の革小物

第2･4(火)
13:30～15:30
月額5,000円(税別)

齋藤　新 革小物作家

トルコ伝統手芸・イーネオヤ

第3(土)11:15～13:15
月額2,500円(税別)

トルコ語で「イーネ」は縫い針を、「オ
ヤ」は縁飾りを意味します。トルコで伝
統的に母から娘へと受け継がれてき
たスカーフの縁飾り。縫い針1本で作
る繊細なレース手芸をご案内します。

西村佐和子 アトリエSalla主宰

ビタミンカラーのレース教室
～ニャンドゥティ

第4(月)14:30～16:30
月額2,500円(税別)
【6/26(月)開講予定】

パラグアイの伝統レース
編み・ニャンドゥティ。
その独特の作りかたを基
礎から丁寧にお教えしま
す。極彩色の織りなす世
界に触れてみませんか。

千森麻由 パラグアイ伝統工芸品
KERA主宰

小さなあみぐるみ
スイーツ雑貨

第3(木)11:30～13:30
月額3,000円(税別)

手のひらサイズの小さなあみぐるみ
スイーツや雑貨を製作します。

小野敦子 alphadorn主宰

3,996円(税込)
6/17㈯1日

講座
1 11:30～13:00

6/30㈮1日
講座
1 ①11:30～13:00

②14:00～15:30

【定員15名】申込締切 6/12(月)

2,700円(税込)

【定員各10名】
申込締切 各3日前

【定員20名】申込締切 7/19(水)申込締切 6/27(火)

スゴイ！と言われるスマホ写真講座
暗いところでもキレイに取れるコツ、SNS
で映える写真が撮りたいetc …。奇跡の1枚
がいつでも撮れるようになる、「使える！楽
しい！」スマホ講座です。

6/26㈪1日
講座
1 19:00～20:30

2,700円(税込)

7/22㈯1日
講座
1 13:00～17:00

9,180円(税込・材料費込)

全3回8,100円(税込)
2,500円(税込)

※道具、テキストすべて購入の場合4,048円(税込)。
　お持ちのものがあればその分不要。

【全12回】

【全2回】

全2回10,800円(税込)

※度なしUVカットレンズ付きに変更可能です。その場合は別途3,000円(税込)となります。
16,200円(税込)

【1回目】7/1㈯13:00～15:00
【2回目】7/15㈯ 11:30～19:00

【定員6名】 申込締切
6/24(土)

申込締切 6/24(土)

2回
講座
2

3回
講座
3

【全3回】

【全5回】

【全3回】

【6/21(水)開講予定】

【定員各10名】 【定員各8名】
申込締切 各3日前

申込締切 6/27(火)

6/12㈪
7/10㈪
8/2㈬

1日
講座
1

1日
講座
1

1日
講座
1

13:45～15:45
13:45～15:45
11:30～13:30 6/19㈪

6/27㈫
13:30～15:30 
19:00～21:00 2,160円(税込)

※お子様同伴可。お子様も参加の場合、小学生以下500円(税込)
1,300円(税込)

2,000円(税込) 500円(税込)

※写真はイメージです※写真はイメージです

【定員4名】申込締切 各1週間前
申込締切 各前日

6/22㈭｜6/25㈰1日
講座
1 各日14:00

   ～15:30
2,000円(税込) 300円(税込)

2,160円(税込) 3,240円(税込)

【定員10名】

【定員8名】

申込締切
6/23(金) 申込締切 6/19(月)

2,160円(税込)
2,000円(税込)

7/7㈮1日
講座
1

13:00～14:30

7/4㈫ 14:00～16:00

和柄の生地と革を組み合わせた革小
物を作っていきます。基本の作業か
ら学んでいただきますので、初心者
の方も安心。ハードな雰囲気のレザ
ー小物とはひと味違った
レザークラフトを、楽しく
学んでいきましょう。

【7/7(金)開講予定】

箱や額の中にナチュラルなミニチュア
雑貨を作って並べて、小さなお部屋を
作ります。木や紙で作るミニチュア
雑貨は、キットになっていますので
初心者の方も安心！1回につき1作
品を仕上げていただきます。

食事やお茶を囲んで、妊婦さんと
の語らいの時を過ごすアメリカ発
祥の習慣であるベビーシャワー。
このベビーシャワーを楽しく演出
するのが、出産祝いに大人気のダイパー
(おむつ)ケーキ！ご友人やお孫さんへの
ギフトとして大変喜ばれています。

©Disney

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

［電話受付］

11時～21時


