
1,000円9/21(金)18:00～
9/23(日)13:30～ 1,000円(税込)

1,000円9/20(木) 時間はお問合せください

1,000円

1,000円9/18（火）19:00～ 486円9/9(日)14:00 ～
※体験不可 ※途中入会不可

10/3(水)14:00～
1,000円9/18(火) 19:00 ～ 20:30の間でお越しください

1,900円～ 600円～

2,000円

1,550円 100円(税込)

2,050円 300円(税込)

1,200円

1,850円 500円(税込)

2,000円

2,100円

2,000円9/19（水）19:00～

1,500円9/18（火）17:15 ～

1,000円9/9(日）11:15～ 1,620円(税込)

9/22（土）11:30～12:00
10/15（月）14:00～14:30

2,500円10/7(日)14:00～ 2,000円(税込) 2,500円10/7(日)11:30～ 1,500円(税込)

3,000円9/25(火) 時間はお問合せください3,500円3,000円9/25(火) 時間はお問合せください 9/25(火) 時間はお問合せください

9/26(水)14:00～

2,300円 500円(税込)

2,000円

2,500円

2,000円 100円(税込)

2,000円 2,500円

2,300円

2,000円

2,200円

2,750円 2,800円(税込)

9/19（水）
11:30～

な

に
かま
なびません

か

ジャンル豊富に、大人・こども

１日受講で学べる! 短期で資格もとれる!!
入会不要の「特別講座」です。 ※下記の「特別講座」は全1回・２回・８回など、

　各講座により受講回数が異なります。

秋の新講座＆ピックアップ講座

まなびの場、ひとの集い、ここにあります。
150講座以上の習いごと

ご予約お申込み承ります!
からもホームページ

JEUGIAカルチャー

☎06-6647-2207［受付 11:00～21:00］
体験・見学もできます。 お電話・店頭・WEBで事前にお申し込みください。

〒556-0011 大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス7F

講座
案内

受講お申し込み随時受付

発行：十字屋Culture株式会社　　発行日：2018.8.24 特 別 講 座

藤田浩子 パンと発酵教室　Moins cuit主宰

家庭で出来る発酵食講座「きほんのき」

9月
10月
11月

…塩麹で腸美人
…生甘酒で美肌
…醤油ってこんなにすごい！

日本古来の発酵食品「麹(こうじ）」は身近なようでなかなか
奥深い存在です。美に健康に重要な発酵食の基礎を学び、
家で簡単に作り、おいしく活用する方法をレッスンします。

第3(金)11:30～13:00
月額2,500円（税別）　材料費(月額)1,000円～1,500円（税込）

【9/21（金）開講予定】

【10/4(木)開講予定】 申込締切：10/1（月） 【10/17㈬開講予定】 申込締切：10/14㈰ 【9/5㈬開講予定】 申込締切：9/3㈪

田中小百合 (一社)国際トータルセラピスト協会･理事

セラピスト基礎養成講座
（ヘッド･ハンド･フットリフレクソロジー )

日々疲れている頭皮･ハンド
･足のマッサージを簡単に
しっかりと学びませんか？資
格講座なので他人にも施術
ができるようになり、ご自身
のスキルアップにも！
受講終了後必要な方には、
修了証書が発行できます。

柴田なな 村上准子
Studio SUK CAI 主宰 Studio SUK CAI認定講師

はじめてのソープカービング

香川奈々子 (株)BrilH 認定表情筋
トレーニングインストラクター

表情筋トレーニング

表情筋は顔の下にある約30種類の
筋肉。使わないと年齢に関わらず衰
えます。理論を学び意識しながらエ
クササイズすることで、瞼、頬のたる
み、法令線予防で小顔効果も期待で
きます。また、表情豊かな美しい笑
顔で第一印象もUPに。

山田凰聖 甲斐四柱推命学院 学院長

2019年のあなたの運勢を占う

四柱推命と九星気学の両方で平成
31年のあなたの運勢をズバリ占い
ます。占い初心者でも解かるように
説明いたします。

9/20㈭・1/6㈰
各日13:30～15:00

2019.

全1回3,240円（税込）
定員
8名

申込締切
3日前

小豆美佐 雑貨屋ビーンズ代表

ガバッと開くがまぐちポーチ作り

11/9㈮ 11:30～15:00（休憩あり）
全1回2,160円（税込）
2,800円（税込）

定員
8名

申込締切 11/6㈫
申込締切
10/10㈬

東明学院専任講師

手相の世界と気になる
来年の運気

ご自分の手相を見ながら、ご自分の性格
や才能、可能性を再発見！その自分をもと
に2019年の運気を確認してどのように過
ごして開運すべきかをお伝えします。

10/22㈪・11/26㈪
12/10㈪・12/16㈰
各日13:30～15:00
10/20㈯・11/17㈯
各日11:30～13:00

全1回2,160円（税込）定員
8名申込締切 3日前

片岡　聡 片岡鍼灸整骨院院長

カラダの中から美へ、
キレイ女子のためのカラダ美学講座

女性には大問題！見た目にも影響する、し
わ、たるみの原因にもなるゴースト血管
を退治する方法を学びませんか。

9/10㈪
19:00～21:00

9/30㈰
19:00～21:00

10/7㈰
17:00～19:00

10/14㈰
19:00～21:00

9/19㈬
11:30～13:00

9/22㈯
11:15～12:45

10/28㈰

11/7㈬

11:15～12:45

13:30～15:30

11/29㈭
13:00～14:30

全1回3,240円（税込）
定員
6名

申込締切
3日前

色で読み解くフェルメール
～フェルメール展を120％楽しむ！～

9/29㈯
10/10㈬・10/13㈯・11/17㈯

12/5㈬・12/19㈬

9/29㈯・10/29㈪・11/30㈮
12/16㈰

13:30～15:00

9/14㈮ 14:00～16:00
10/13㈯ 17:00～19:00
11/28㈬ 18:45～20:45

11:15～12:45

13:30～15:00

全1回3,240円（税込）

あいば ゆり イロマルシェ主宰 あいば ゆり イロマルシェ主宰

美術館の楽しみ方
～はじめての西洋美術史～

第3(土)14:30～16:00
1回2,700円（税込）

★全5回通し…10,800円（税込）

定員
8名

申込締切
3日前

9/15㈯
開講予定

定員
8名

申込締切
3日前

東平恭子

美容や健康に良い食品を取り入れるけど続かない方へ。

コンブチャマイスター

～腸から美容と健康をサポート～
コンブチャレッスン

全1回4,900円（税込）
4,900円（税込）

定員
10名

申込締切
5日前

野崎順子 足裏セルフケアセラピスト

腰痛、冷え、生理痛でお悩みのあなたへ！
体質改善 足裏セルフケア

日常の慢性的な不調は、足の裏に溜まった老廃物が原因で
す。その老廃物をグリグリ棒や赤棒を使用して足の裏をくま
なく刺激することで、リンパに乗せて排出させます。ただ押す
だけでは効果を感じられなかった方にも、正しい押し方をお
伝えして、足裏セルフケアを毎日の習慣にしていただけるよ
うにしていきます。

マクロビオティックをベースに、玄米と有機野菜オーガニ
ックの食品を使ったお料理をLessonします。講師デモンス
トレーションと実践で作って頂き、毎回試食して頂きます。

全2回10,800円（税込） 初回2,100円（税込）

定員
6名

申込締切
11/30㈮

西川真喜子 マクロビオティックセラピスト
マクロビオティックjr.インストラクター

体の中から綺麗に！
美容と健康のマクロビオティック

全1回2,160円（税込） 2,160円（税込）

各回100円程度（税込）

定員
8名

申込締切 3日前

野崎順子 一般社団法人
日本おまたぢから協会認定おまたマスター

おまたぢから®
生理トレーニング® 講座

すべての女性の生理をハッピーに！ 子宮温暖化

全1回6,480円（税込）
定員
10名

申込締切
11/2㈮

小豆美佐

約20種類の布セットの中からお好きなものを
選び、手のひらサイズのがま口を作りましょう。

使い勝手良し！大きく開くのでとても便利です。

雑貨屋ビーンズ代表

大川ゆうこ Beens認定講師
がま口財布作り

10/13㈯14:30～16:30

13:00～14:30

全1回2,160円（税込）
1,620円（税込）

定員
8名

小豆美佐

環境に優しいお洒落エコバッグ。

雑貨屋ビーンズ代表

英字新聞で作るエコバッグ

9/21㈮ 11:30～13:00
全1回1,620円（税込）
500円（税込）

定員
8名

申込締切
9/18㈫

小豆美佐

足裏・指に刺激を与え健康的！

針や糸を使用しないので
裁縫が苦手な方にもオススメ！

雑貨屋ビーンズ代表 アトリエ・フィオーレ主宰

カラフルニットで編む布ぞうり
はじめて編む

9/21㈮14:00～16:00
全1回1,620円（税込）
2,160円（税込）

定員
8名

申込締切
9/18㈫

藤野せつこ

リントンの布でオシャレなコサージュを作ります。

リントンで作るコサージュレッスン

全1回2,700円（税込）

全1回3,240円（税込）

2,160円（税込）

3,240円（税込）

定員
8名

申込締切 3日前

申込締切 11/19㈪

石田優子 ネイルサロン　プルミエ主宰
ルルベちゃん®認定講師

オトナ女子が大好き
～ルルベドールを作ろう

11/22㈭

10/12㈮・11/9㈮

9/25㈫…
10/23㈫…
11/27㈫…

「青｣のミラクルジュース
｢赤｣のミラクルジュース
ミラクルジュースとデザートのセミナー

11:30～13:30

11:30～13:00

各日11:15～13:45

「デニムルルベちゃん」

14:00～16:00「ファールルベちゃん」
全1回1,620円（税込） 4,320円（税込）

全1回1,620円（税込） 4,500円（税込）

石田優子
プルミエネイル主宰

大人女子に人気のリボンバッグ
byブランシュネージュ

10/4㈭ 11:30～13:30
全1回1,944円（税込）
3,240円（税込）

定員
8名

申込締切
9/27㈭

竹城時未 Blanche-Neige主宰

キラキラの宝石石鹸作り

11/12㈪14:00～16:00
9/29㈯13:00～15:00 定員

8名

申込締切
3日前

松浦さゆり ナチュラルスイーツパティシエ

ナチュラルスイーツパティシエの
簡単やさしいおやつ作り

全1回2,160円（税込）
1,080円（税込）

定員
4名

定員
10名

申込締切
3日前

勘亭流戯筆 川端耕司 歌舞伎文字書家
関西歌舞伎を愛する会会員

芝居の街・大阪“なんば”で楽しむ
勘亭流 

9/22㈯・10/27㈯・11/24㈯
全1回2,160円（税込）
400円（税込）

定員
8名申込締切 3日前

岡本大典 松柏法律事務所　弁護士

会話が際立つ 今のニュースを斬る！

11/17㈯・12/1㈯・1/19㈯
各日13:30～15:30各日14:00～16:00

全1回2,700円（税込）
定員
8名

申込締切
3日前

布谷和代 日本総合医学会会員　B+LIFEセミナー代表
ビューティーライフメッセンジャー

美と健康のミラクルジュース
～5つのポイントセミナー～

全1回3,780円（税込）

定員
6名

申込締切
3日前

【全1回】

【全5回】

【全1回】

【全1回】
【全1回】

【全2回】 【全1回】10歳～大人【全1回】

【全1回】

【全1回】

【全1回】

【全1回】【全1回】

【全1回】

【全1回】

【全3回】

【全3回】

【6ヶ月全12回】
【全6回】

［20歳以上］

【全1回】

【全3回】

〈全4回・少人数制〉

【全1回】

【全1回】

美術館に行ってみたいけどなんだか
敷居が高い・・・たまに行くけど絵画を
どう観ていいのか、どう楽しんでいいのかよくわからない・・・
という方におすすめの講座です。1回目はフェルメールと17
世紀絵画です。

毎月の生理、ダラダラ続いたり冷えや生理痛が当たり前に
なっていませんか？本来の生理はトイレで排出できます。
自然な生理は「3日で終わる・痛みは無い・夜（寝ている間）は排血しない」
のです。健康のバロメーターであり命をつなぐ大切なシステムの生理を整
えるための体の仕組み・秘訣を座学と簡単なワークでお伝えします。

2018年から2019年にかけて、日本にフェル
メールが来日！現存する作品がわずか30数
点と言われるフェルメール。その中から今回はなんと8点も
の作品が来日予定です。過去最大級の｢フェルメール展｣を
120％楽しみましょう。

第3(日)11:15～12:45
月額2,400円(税別)

大原郁美 きもの・こもの　きだおれや主宰

はじめての着付レッスン入門編
着物で出かけよう！ 小顔と笑顔で

印象力UP！

第2・4（火）19:00～20:30
全4回21,600円（税込）

織田冨起子 日本いけばな芸術協会特別会員
池坊大阪中央橘会支部　支部長

池坊いけばな

お花にふれあい心豊かなひと時を過ごしませ
んか。初心者、経験者の方、それぞれのレベル
に合わせ、一人ひとりの個性を大切に指導い
たします。 [1回2時間]
第1・3(金)18:00～21:00
第2･4(日)13:30～15:30
月額4,000円(税別)

金曜クラスと
日曜クラスの間で
随時振替レッスン
が可能です。

西井昌明 音楽講師

わたしのためのウクレレ時間

やさしい音色とかわいいシルエットで人
気のウクレレ♪女性の小さな手でも弾き
やすいサイズ感も、うれしいポイントで
す！ 全く初めての方には、チューニング、
楽器の持ち方からレクチャーします。

第1･3(木)11:30～17:00［1回50分］※個人・ペアとも
個人…月額6,500円(税込) ペア/一人当たり…月額5,500円(税込)

原　侑里 SUZUKIケンハモ認定講師

大人のケンハモ

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！

第1･3（火）19:00 ～ 20:00
月額4,200円(税別)

TOKIMI Coquette.715認定講師
Blanche ー Neige主宰

大人スタイル
自分だけのバッグ作り

ネットにワイヤーテープを通して誰でも
簡単に大人スタイルのウォレットバッグ
をお作りいただけるレッスンです。

第2(日)14:00 ～ 16:00
全3回13,932円（税込）

ここにいた専任講座

わかりやすい
手相と運命学講座

手相の基本「４大基本線」とお金、結婚、幸せを示す３つの
補助線、生年月日からの運命学をわかりやすく学べます。

第1(水)14:00～15:30
全6回18,000円（税込）

山田凰聖 甲斐四柱推命学院学院長

よくわかる四柱推命占い

現役の鑑定士でもある講師
が実践で得た秘法を交えて
基礎から鑑定まで楽しくわか
りやすく指導します。

第3(木)
13:30～17:00(休憩あり)
月額8,000円(税別)
教材費(初回のみ)5,400円(税込)

浅田慈照 高野山真言宗本山布教師

私らしい生き方

第3(火)19：00～20：30　月額2,000円(税別)

第1(月)11:30～13:30
　　　 14:00～16:00
月額2,500円(税別)

真崎好美

お香づくりの基本をご伝授します。

SWS認定講師
「お香インストラクター」

おとな女子の癒しを求めるお香づくり講座

第1(水)11:30 ～ 13:30
全3回8,100円(税込）

大谷津宜子

基礎からじっくり進めます。

カレイレフア公認インストラクター

やさしいハワイアンフラ(アーネラ)

第2・4(木)19:00 ～ 20:30
月額4,000円(税別)

岡本飛雲

硬筆・毛筆が学べます。

暁書法学院講師

土曜のこども書道

第1･3(土)11:15 ～ 12:30
月額3,100円(税別)

寺脇漣清

筆の持ち方や文字の基本となる線の書き方
などを学んでいきます。

暁書法学院委員

ビジネスで褒められる！
初めての書道

第2･4(火)19:00 ～ 21:00
月額4,100円(税別)

柏尾浩司

初心者の方も大歓迎です！屋外撮影の実習もあります。

写真家

デジカメ写真教室 ～インスタ映えする
　写真の撮り方も学べます～

第2･4(金)19:00 ～ 21:00
月額5,100円(税別)

福田麻紀

サリーを着てインドのリズムにあわせて踊りましょう。 未経験者、運動が苦手な方、基本から丁寧に進めます。

アムリッタ・ダンス・カンパニー主宰

はじめての南インド舞踊

第1･3(月)20:10 ～ 21:30
月額4,400円(税別)

奥野美樹

こどもの自由で創造力にあふれた表現力を大切にします。

二科会デザイン部会友

こどもデザインアート教室

第1･3(土)17:00 ～ 18:30
月額3,700円(税別)

的塲麗波 中国語講師･ビジネスサポート

中国語教室

第2･4(火)15:00～15:50【初級】
　　　　 16:00～16:50【経験者】
月額4,000円(税別)

有働真琴

季節に合ったテーマで気持ちよく身体を動かします。

ヨーガ・セラピスト

春夏秋冬のヨガ

第1･3(土)14:30 ～ 15:45
月額4,200円(税別)

チエ NESMA-bellydance-専属講師

いつまでも若 し々く★
エイジングケアベリーダンス

第1･3(水)19:00 ～ 20:00
月額4,000円(税別)

小田菜丘
フラハラウ  オ  カレイフア  公認
インストラクター

子供のフラ＆タヒチアン

第1･2･3(火)17:15～18:15
月額4,500円(税別)

辻森桜子

シンプルな法則から生まれる幾何学模様の美しさ。 生花やハーバリウムを取り入れたレッスンです。 

こぎん刺し作家cerisier(スリージェ)

津軽の手しごと こぎん刺し

竹城時未 Blanche ー Neige主宰

誰でもカンタン！カルトナージュで
実用的でかわいい雑貨作り　

厚紙と布・装飾を使って、誰でも
簡単にかわいくて実用的な、世界
に一つだけのオリジナル雑貨を
お作り頂けます。

第2(日)11:15～13:15
月額4,000円(税別)

第3(月)14:00～15:30
第4(土)11:30～13:00
全3回16,200円（税込）
・教材費16,200円(税込)
・認定料(任意)3,240円(税込)

食を伝えるフレンチシェフ～
火を使わない簡単おつまみ

フレンチシェフがお届けする、火を使わな
い簡単おつまみ講座です。おつまみの相
性に合わせて日本酒、ワインなどお酒を
添えて楽しんでいただけます。ご家庭で
の晩酌おとものレシピを増やしましょう。

吉野たかゆき

※飲酒を伴う講座ですので、20歳未満の方、お車でのご来場は固くお断りいたします

「食を伝えるフレンチシェフ」
Gourmanist代表 吉野たかゆき「食を伝えるフレンチシェフ」

Gourmanist代表

食を伝えるフレンチシェフ～
ワインとの出会い

フレンチシェフがチョイスするワインとの
出会いを楽しみませんか？季節に合わせ
たワインの話をしながらおつまみとのマリ
アージュを楽しんでいただけます。

第1(日)14:00～16:00
月額2,500円(税別)

※飲酒を伴う講座ですので、20歳未満の方、お車でのご来場は固くお断りいたします
第1(日)11:30～13:30　月額2,500円(税別)

櫻井孝子 クラシック演奏家

ピアノレッスン

はじめてピアノを弾く方にも分かり
やすく指導致します。まず、好きな曲
を1曲弾いてみませんか。

第2･4(火)11:30～18:00
[1回40分/個人] 
月額6,000円(税別)

櫻井孝子 声楽家（クラシック演奏家）

声楽レッスン

基本的な発声と身体の使い方をクラシ
ックの曲を中心に歌いながらレッスン
いたします。

第2･4(火)11:30～18:00
[1回40分/個人]
月額7,000円(税別)

櫻井孝子 声楽家

～ビジネス・会話に役立つ～
ボイストレーニング

ビジネスで、ご家庭で、お友達の中で、
声が通りにくい、大きな声が出せないと
いう方必見の講座です。声を出すため
の身体の使い方などを、歌ではなく発
声を中心にレッスンいたします。

第2･4(火)11:30～18:00[1回40分/個人] 
月額6,000円(税別)

第2(火)11:15～13:00
月額2,300円(税別)

小野沙耶香
｢表現力、質問力｣で一緒に楽しく
コミュニケーション力を磨いていきます。

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

恋も仕事もうまく行く！
みるみる身につくコミュニケーション講座

第1(木)19:30 ～ 21:30
全4回12,960円(税込)

木村明美

ヨガは初めて、体が硬いという方も大丈夫です。

IHTA認定ヨガインストラクター

はじめてのヨガ

第1･3(火)11:30 ～ 12:30
月額4,000円(税別)

森　眞美 M.O.M Ballet主宰

大人から始めるバレエ
～初心者のバーレッスン

第2･4(土)13:30 ～ 14:40
月額5,000円(税別)

原明あさの アートの綿毛画家

透明水彩・水彩色鉛筆・デッサン

第2･4(火)14:00～16:00
　　　　 19:00～21:00
月額4,000円(税別)

横山　毅

未経験の方からご受講いただける入門クラスです。

日本プロ麻雀連盟
関西本部長 七段

やさしい女性麻雀

第2・4(水)14:00 ～ 16:00
月額4,000円(税別)

久保貴子

元は負傷兵のリハビリとして考案されたもので、体幹を整え
血流が良くなる為、痛みの軽減に繋がります。

日本ピラティス指導者協会公認

久保圭子 マットピラティス指導者ピラティス

第1･3(金)13:15 ～ 14:15
月額4,600円(税別)

杉尾　仁、 南　明子

武道（居合）を通して丹田を鍛え健康な
身体を作り、 日常生活に役立つ身体の
使い方を探求しましょう。

国際古武道協会講師武道～居合い～

第1･3(月)19:30 ～ 21:00
月額4,000円(税別)

大北真由美 日仏フローラル芸術協会認定講師
フランス国立園芸協会認定講師

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)

先山みちよ

ペティーナイフ1本で「おもてなしのフルーツ」に変身♪

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

暮らしを彩るフルーツアート® 

第3(水)11:30～13:00
全3回9,720円(税込)

おかもと円果

メイクのお悩みを個人レッスンで解消しませんか。

madomado講座主宰

あなたの知りたいメイク
～セルフメイク・プライベートレッスン

第1(木) 11:15 ～ 21:00の間
※時間はお問合せ下さい(1回60分)
全3回9,720円(税込)

川畑律子 ピアノ講師

趣味で楽しむ大人のピアノ

第1･3(火)11:30 ～ 18:30の間
※時間はお問合せ下さい(1回30分)
月額5,000円(税別)

【9/25（火）開講予定】

【10/18（木）開講予定】
※申込締切：10/15(月)

【9/16(日)開講予定】

浴衣以外でも、カジュアルでかわいい着物を気軽に楽しむ
人が増えています。自分で着られるようになるとおしゃれの
幅も広がります。入門編では着物の着方、比較的簡単な半幅
帯の結び方（２種類）のレッスン
を行います。着物・帯・小物など
（肌着類は除く）は全4回2,000円
でレンタル可。

スタート 3ヶ月後

5ヶ月後 12ヶ月後

※非会員の場合2,800円（別途運営費要）

【全4回】 【全3回】

5歳～中学生 2歳～4歳
～12歳

～入門編

歩いて来た道に胸をはって、踏み出す
一歩がすてきなステップになります。
そんな楽に生きるコツをお伝えしま
す。「自分らしい」をキーワードに、ご自身の生き方を工夫す
る智恵を、浅田師が面白楽しくお伝えします。遅れてのご参
加、早めの退室も可能です。

【期間】2018年9/30㈰まで ※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。

入会金1,000 割引（税別）

円

体験当日
または体験なしでご入会の方

にご入会早割早割お得な

割引!

早割早割お得な

割引!
体験当日
または体験なしでご入会の方

にご入会 入会金1,000 割引（税別）

円
【期間】2018年

9/30㈰まで
※一部、対象外の講座あり。


