
アート・ハンドメイド 受講料(月額)講　師

ダンス・舞踊・武道 受講料(月額)講　師

音　楽 受講料(月額)講　師

美容・健康・癒し 受講料(月額)講　師

こども 受講料(月額)講　師

食文化・生活・趣味 受講料(月額)講　師

13:15～14:45

素晴らしきウイスキーの世界
13:30～15:30

2,500円小林立也
15:40～17:40

初心者向け!着つけ・シェイプアップ・美しい仕草
日本舞踊手習い講座 第1・3(金)19:15～20:30 6,000円嵯峨凰祥

月4回(水)社交ダンス
【初級クラス】
19:30～20:30
【テクニッククラス】
20:30～21:30

7,000円市川由佳

はじめてのタヒチアンダンス 第2･4(土)16:00～17:00 4,000円michiko

大人のハワイアンフラ(ツアヒネ) 第1･2･3(火)15:30～17:00 6,000円小田菜丘

第1･3(月)13:30 ～ 14:30 4,000円小林史江

まず「立つ」ことから～自分と向き合う
50歳からのバレエ 月4回(金)11:30～12:30 8,000円久保貴子

久保圭子
久保貴子
久保圭子
久保貴子
久保圭子

やさしいフロアバレエ 第1･3(金)14:30～15:30 4,600円

大人のバレエ
ダンスフィットネス
Salsation(サルセーション)

第2･4(金)19:00～20:15 5,000円

第2･4(金)13:10～14:10

美力UP! 初めてのフラメンコ 18:40～19:40
第2･4(水)

5,000円
フランシスコ
ザビエル
ギジェン

フランシスコ
ザビエル
ギジェン

19:50～20:50

ハワイアンフラダンス 第1･3(水)13:30～15:00 4,100円カオヒナニ森重
重森裕美子

素敵にチアダンス☆ 第1･3(木)13:00～14:30 4,000円葵 奈都乃

4,200円ゆったりヨーガ 第2・4(土)11:15 ～ 12:45竹川裕子

4,000円始めてみよう!太極拳〔入門編〕 第2・4(木)13:30～14:45石橋　香

2,000円心と体のリラックス タイチー 第1(木)19:30～20:45福島まつゑ

4,000円
プレミアムエイジのための
Healthy太極拳 第1･3(木)11:15～12:30石橋　香

リラックス骨盤調整ヨガ 第2･4(水)14:15 ～ 15:15 4,000円川端由佳

美姿勢筋エクササイズ 第2･4(水)11:30 ～ 12:30 4,000円YOKO

女性のための体質改善セルフケア 第2(火)11:30 ～ 12:30 2,000円やまもとますみ

チベット体操 第2･4(木)19:00 ～ 20:00 4,000円奈香丹紫稜子

第2･4(水)13:00 ～ 14:00 4,000円産後ママのための
美ママヨガ(ベビーヨガ) 川端由佳

3歳～ 4歳
14:30～15:30
1歳～ 2歳
15:30～16:30

あなたが輝く、大人の朗読 第2･4(火)

第3(日)

ゆったり茶道講座
11:30～12:30

2,000円山中慎司
14:30～15:30

第2(土)

11:15～12:45
4,200円椋本友子 英語リトミックPeekaboo 第1･3(土)山﨑有貴子 3,320円

楽しい育児のスタート！
ベビーマッサージ 第3(金)11:30～13:00 2,000円藤田亜希子

こども書道 第1･3(火)17:00～19:00 3,600円山本綾乃

こども絵画造形くらぶ 第2･4(火)16:30～18:30 3,500円原明あさの

脳開・速読コンサルタント 呉 真由美監修
勉強に、スポーツに活かす！速読脳トレ 第2･4(金)18:30～19:30

全12回(税込)
38,880円

(一社)脳開
コンサルタント
協会認定講師

はじめよう！アコースティックギター 第1･3(土)15:00～21:00の間
※時間はお問合せ下さい(1回30分) 5,000円～高岡明広

楽しくピアノレッスン　 5,000円～川畑律子

親子で楽しむプレバレエ 第2･4(金)15:00～15:40
5,400円
(ペア料金)

久保貴子
久保圭子

久保貴子
久保圭子キッズ/ジュニアバレエ 17:30～18:20 6,000円

17:30～18:30 7,000円

kid's ストリートジャズダンス 第1･3(金)19:00～20:00

月4回(金)

3,600円Suzuka

キッズチア☆ダンス 月3回(水)
4,500円

葵 奈都乃
17:30～19:00

16:30～17:30

6,600円

ボーカルレッスン 第1･3(水)15:00～21:00の間
※時間はお問合せ下さい(1回40分)

2ヶ月～ 1歳ごろ

5歳～中学生

ゆったり茶道教室【こどもクラス】 第2(土)13:00 ～ 14:00 1,800円山中慎司 小5～中学生

4歳～小学6年生

小学4年生～中学生

10歳～

4歳～

2歳～ 5歳

3歳～小1

小2～

小学生～

5歳～12歳

和の心を学ぶ寺子屋
こども日本舞踊 月3回(水)

4,500円
嵯峨凰祥

18:00～18:45

17:00～17:45

4,000円

3歳～ 5歳

小1～小6

6,000円～松永広幸

はじめてのアカペラ 第1･3(火)13:00～14:00 4,000円髙橋真弓

ハッピーソングコーラス 第1･3(火)14:10～15:10 4,000円髙橋真弓

やさしいアコースティックギター 5,000円～高岡明広

ボサノバ・ギター 5,000円～高岡明広

初めてから楽しめる クラシックギター 第2・4(金)16:00～21:00
※時間はお問合せ下さい(1回40分) 5,000円～西永　愛

サックスレッスン 7,800円～山下　楓

フルートを楽しもう 7,500円～辻井義祐

楽しい♪津軽三味線レッスン 8,000円～翔田光風音

気軽に始める二胡 初級
18:00～19:00第2・4(月)

8,000円～雪本直子

中級
19:00～20:00

はじめてのテルミン演奏 第1･3(木)19:00～20:00 5,500円喜多計夫

楽しいリコーダー入門 第1･3(金)14:00～15:15 4,600円水越美鈴

韓国のパッチワーク ポジャギ 第4(金)11:30～13:30 3,000円吉川淑恵

基礎からはじめる 手あみ教室 第1・3(木)13:30～15:30 4,500円岩切密子

11:30～14:00
第1(金)

～羊毛フェルト～
胸キュンポーズの
リアル動物講座 14:30～17:00

3,000円みるここフェルト

基礎から学ぶ筆ペン・ボールペン 第1･3(火)11:15～13:15 4,100円山本綾乃

ゆったり楽しむ筆ペン・ボールペン 第1･3(水)18:30～20:30
この時間内で自由にお越しください

4,100円吉村恵子

地刺し®からはじめる 戸塚刺しゅう 第4(水)13:00～15:30 2,500円福井御都里

気軽に書の時間 第1･3(火)14:00～16:00 4,100円山本綾乃

変わり切り絵  彫紙アート 第4(水)13:00～15:00 2,350円レイコ

たのしい絵手紙

心なごむ
やさしい仏画教室

第1(月)13:00～15:00 2,000円

第1･3(月)18:30 ～ 20:30

第1(月)18:30 ～ 20:30

第3(月)18:30 ～ 20:30

4,200円

2,500円

藤田恵子

やさしい水墨画 第2(土)13:30 ～ 16:00 2,800円明石紫峰

杉前道悦

鮎裕(あゆゆう)の「和のイラスト講座」 第2(木)13:00～15:00 2,300円小杉直子

西洋書道  カリグラフィ 第1(水)18:30～20:00 2,100円木作輝代

鉛筆から始める似顔絵 第1･3(日)12:30 ～ 14:30 4,500円鵜鷹圭三

ヴィクトリアンフラワークラフト 第1(土)13:00 ～ 15:00 2,600円亀井洋子

ミニチュアドールハウス(1/12サイズ) 第2(木)11:30～14:30 4,200円岸本加代子

飾ってかわいい切り絵をつくろう！ 第2(水)19:00～21:00 2,315円下村優介

きもの地で作る和小物 第2(金)19:00～21:00 2,500円世利あかね

ナチュラルドールハウス 第2(水)13:30～15:30 2,500円河原かゆり

こねこねらんどの
ミニチュア粘土細工 第1(水)13:00～15:30 2,000円三雲雅子

エレガントジュエリー 純銀クロッシェ 第3(水)14:00～16:00 2,800円髙折知子

幸せをつかむ! 開運! 手相入門
第2・4(月)13:30～15:00

第1･3(土)11:30～13:00
4,000円東明学院

専任講師

楽しく学べる韓国語
16:00～17:30

第1･3(土) 5,400円李　惠賢
17:45～19:15

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)14:30～15:30

全12回
38,880円

(税込)

(一社)脳開
コンサルタント協会
認定講師

マインドフルネス～いまここヨガ 第1･3(月)18:45 ～ 20:00 4,200円

第2･4(月)11:30 ～ 12:45 5,000円

有働真琴

身体引き締め健美ストレッチ 第1･3(火)13:00 ～ 14:00 5,000円

やさしいヨーガ
～気・血・水の流れを改善～ 有働真琴

06-6647-2207
http://culture.jeugia.co.jp

南海電鉄「なんば駅」中央口・南口直結❶
地下鉄御堂筋線「なんば駅」南改札口より徒歩約7分

パークス
ガーデン
パークス
ガーデン

パークス
タワー
パークス
タワー

フロアガイド

なんば
パークス
シネマ

なんば
パークス
シネマ

❷
地下鉄千日前線「なんば駅」改札口より徒歩約8分❸
地下鉄四つ橋線「なんば駅」南改札口より徒歩約9分❹
阪神なんば線「大阪難波駅」東改札口より徒歩約9分❺
近鉄難波線（奈良線）「大阪難波駅」東改札口より
徒歩約9分

❻
JR関西本線（大和路線）
「JR難波駅」（OCAT）北出口より徒歩約11分
※JR関西本線（大和路線）及び
　JR大阪環状線からは、「新今宮駅」で
　南海電鉄に乗り換え、南海「なんば駅」
　のご利用が便利です。

❼

［電話受付］11:00～21:00

●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・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。
●講座は、月4回（週1回）、月3回、2回、1回、臨時講座いろいろ
ありますのでご確認下さい。
●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。

〒556-0011 大阪市浪速区難波中2-10-70
なんばパークス7F

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］

ＩＤＣ
ＯＴＳＵＫＡ
ＩＤＣ
ＯＴＳＵＫＡ

パークスホール

7階階
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

《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。

講座一覧 ※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。

入
会
と
受
講
の
ご
案
内

ご入会受付中
体験・見学も承ります。

随 時

お電話・店頭・WEBで事前に
お申し込みください。

第1･3(火)15:00～18:30の間
※時間はお問合せ下さい(1回30分)

第1･3(土)15:00～21:00の間
※時間はお問合せ下さい(1回30分)

第1･3(土)15:00～21:00の間
※時間はお問合せ下さい(1回30分)

第2･4(火)17:00～21:00の間
※時間はお問合せ下さい(1回30分)

第2・4(月)15:00～18:00
※時間はお問合せ下さい(1回30分)

第2･4(木)13:00～21:00の間
※時間はお問合せ下さい(1回40分)

第1(水)11:15～14:25の間
※時間はお問合せ下さい(1回60分)

第3(水)11:15～14:25の間
※時間はお問合せ下さい(1回60分)

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回など、
　各講座により受講回数が異なります。特 別 講 座

丸山久美子 パワーストーンマスター
ナビゲーター

パワーストーン検定1・2・3級

パワーストーンを基礎から学び
パワーストーンのプロを目指す
講座です。

パワーストーンって何？という基礎的な知識から、実際の
身につけ方、付き合い方を学びます。（無料鑑定付き）

9/9㈰・10/28㈰11:30～13:00
全1回2,160円（税込・修了証込み）

全1回16,200円（税込） 33,480円（税込・修了証込み）

全1回5,400円（税込） 5,400円（税込・修了証込み）

定員
10名

申込締切
1週間前

申込締切
前日

川角小百合

１日で資格が取得でき、その日からすぐに行えます！ 

ソフィアフィトセラピーカレッジ
ハンドケアインストラクター
フィトセラピーインストラクター

一般社団法人日本ハンドケア協会
ハンドケアセラピスト認定講座

8/30㈭・9/30㈰・10/31㈬

限定特別価格 全1回22,140円（税込)

定員
8名

申込締切
5日前

坂口　忍 一般社団法人防災備蓄収納
プランナー ®協会認定講師

防災備蓄収納2級プランナー
認定資格講座
9/30㈰・10/14㈰
11/11㈰・12/9㈰
各日11:15～17:15（休憩あり）

全1回16,200円(税込)
2,052円(税込)
5,400円(税込)

定員
12名申込締切 各3日前

川添智未 唎酒師・日本酒学講師

日本酒ナビゲーター認定講座

9/22㈯・11/25㈰ 13:00～16:30
全1回4,320円（税込)
4,000円（税込) (希望者のみ)2,500円（税込)

定員
15名申込締切 1週間前

西野友梨

16歳以上

日本美腸協会認定講師

美腸プランナー 3級講座

日本美腸協会の認定講師が送る分か
りやすく楽しい腸の講座。腸のケアの
ウソ、ホントを学びながら、今日から実
践できる美腸ケアが習得出来ます。

satoo タイ政府公認
タイ木槌伝統療法トークセン教員

はじめてホームケア
トークセン木槌伝統療法認定講座

木槌の振動で身体を整えていく癒しのタイの
伝統技法を伝授します。

お酒の基礎知識から楽しみ方、ラベルの見方、専門用
語などわかりやすくお伝えします。※修了後、希望者に
は「日本酒ナビゲーター」認定証を発行します。

10/14㈰
9/10㈪

11:15～13:15 13:30～15:30
9/23㈰
11:30～13:30

10/28㈰
11:30～13:3011:30～18:30(休憩あり）

全1回4,320円（税込)※認定料・教材費込み 100円（税込)

11/3㈯11:30～14:00
全1回7,500円（税込)
7,500円（税込)

定員
10名

申込締切
10/5（金）

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 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

整理収納アドバイザー 2級認定講座

10/17㈬ 11:30～18:45
（休憩あり）

11:30～15:00（休憩あり）
11:30～13:00
13:30～15:00

全1回17,280円（税込)
5,820円（税込)

定員
15名申込締切 10/12㈮

福冨洋子 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

ビジネスで求められる「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」を本講
座で身に付け周囲からの評価を変えましょう！　　

テレビや雑誌など、メディアで注目の片付け講
座。安全、快適、幸せな暮らしのため、散らから
ない仕組み作りで理想の住まいにしましょう。

11/21㈬ 11:30～18:00
（休憩あり）

全1回16,200円（税込)
7,560円（税込/テキスト代込み)

定員
8名

申込締切
11/14㈬

3S、5Sの導入や、その実践・定着にお悩みの
方、整理整頓を通じオフィスの環境改善をし
たい方向けの入門講座です。

初歩からハーバリウムの素材に至るまでお
教えし、認定証の発行だけでなく事業化ま
での様々なことをサポートします。

9/28㈮・10/27㈯・11/18㈰
11:30～19:00（休憩あり）

全1回29,800円（税込)
定員
10名

定員
10名

申込締切 2日前

整理収納アドバイザービジネスアシストバージョン

大北真由美 一般社団法人日本ハーバリウム協会
認定講師

ハーバリウム資格認定講座

9/10㈪・10/15㈪ 11/23㈮
全1回5,400円（税込)
10,800円（税込) ※後日、認定料6,480円（税込)

定員
6名

申込締切 7日前

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

さとう式リンパケア（初級）

あなたの両手が美顔器に！ 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独自の
メソッドがわずか1日で身につきます。

10/7㈰14:00～16:309/8㈯ 11:30～14:00
全1回7,500円（税込)
7,500円（税込)全1回5,400円（税込) 5,400円（税込)

定員
10名

申込締切
3日前

中島亜季 収育指導士
学習空間コンサルタント

収検3級講座（収育お片づけセミナー）

収納王子コジマジックと各分野のプロが作り上
げた、「お片づけを楽しむ」ことをコンセプトとし
た学習機会と検定試験が「収検®」です。

11/8㈭ 13:00～16:30
全1回5,000円（税込)
2,500円（税込)

定員
15名

申込締切
11/1㈭

大北真由美 JHA日本ハーバリウム認定講師

JHA認定講師限定 LANAレッスン

JHAハーバリウム認定講座ディプロマ取得者
対象、ハーバリウムの新技法「LANA（ラナ）」の
レッスン。

全1回2,160円（税込)
3,240円（税込)

全1回10,000円（税込)
25,640円（税込)

定員
6名

申込締切
11/16(金)

定員
6名

申込締切
7日前

中原由賀里 ロイヤルセラピスト協会指定スクール
シャルール代表

英国式初級リフレクソロジー講座

リフレクソロジーの意味や歴史・効果などの基礎講座
と実技トリートメントを学びます。ご家族とのコミュニ
ケーション及び、健康増進に是非ご活用ください。 

10/14㈰ 14：00～17：00
全1回11,600円（税込)
5,400円（税込)

定員
10名

申込締切
2日前

茂木千穂 親子の片づけマスター
インストラクター

親・子の片づけインストラクター 2級認定講座

親も子もそして家族も、片付けを習わなかったから
こそ、改めて正しく学ぶ意味があります。受講後すぐ
に子ども達と楽しく片付けたくなる、こどもたちの成
長もあたたかく見守れるような片付けの方法や声
かけを学ぶための5時間講座です。

10/21㈰ 11:30～17:30（休憩あり）

9/10㈪15:30～19:30
12/2㈰13:00～17:00

全1回27,000円（税込・テキスト代、認定料込)

定員
8名

申込締切
10/14㈰

大北真由美 アロマワックスサシェ認定講師

アロマワックスデザインコース

講義のあと、サシェ 5個、カップ5個をお作り頂きます。
認定講師になられたら、レッスンや販売が可能です。

やまもとますみ
『骨格矯正サロン＆ボディメイクリンパケアスクール』SBG代表

インソール基本講座

2度見される美脚になり、O脚、下半身
のむくみなどを解消！脚のお悩みから
解放されて本来の身体を取り戻します！
他にも脚・膝・腰で不調が気になる方必見です。

9/8㈯14:00～16:30
全1回7,500円（税込) 7,500円（税込)

定員
10名

申込締切
9/5(水)

やまもとますみ『骨格矯正サロン＆ボディメイク
リンパケアスクール』SBG代表

MRT(筋をゆるめる)基礎講座

整体、美容系の上級者向けセミナーにも設
定される事も多い｢筋ゆる｣。『使えるカラダ』
を可能にするための的確な処置の場所を明
確にし、筋肉をゆるめていきます。

10/7㈰ 11:30～14:00
全1回7,500円（税込) 7,500円（税込)

定員
10名

申込締切 10/4(木)

田中小百合
(一社)国際トータルセラピスト協会･理事

・9/15㈯……
・10/1㈪……
・10/6㈯……
・11/25㈰…
・12/9㈰……

11:30～13:30
13:00～15:00
11:30～13:30
11:30～13:30
11:30～13:30

全1回5,400円（税込) 5,400円（税込)

定員
8名

申込締切 3日前

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

レクリエーション介護士2級講座

レクリエーション介護士は介護の基礎知識
を持ち、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。介護に携わる全ての方におススメです。

11/4・18㈰ 11:30～19:00（休憩あり）

11:15～17:45（休憩あり）

2/3・17㈰ 11:30～16:00（休憩あり）

各日11:15～12:45

全2回37,800円（税込/教材費・認定料込)
定員
20名

申込締切
10/21(日)

日本ペットシッター協会講師 

ペットシッター士資格認定講座

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！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。

全2回48,000円（税込)
※認定料・修了証5,000円（税込)4,200円（税込)

定員
10名

申込締切
1/30㈬

申込締切
3日前

六車紀代美 CLカラー teacher

CLカラーセラピスト講座(ステラ)

可愛い12色の星型カラーボトルを使用す
るカラーセラピー。「過去」「現在」「未来」の
気持ちや、「なりたい未来のための課題」な
ども読み解けます。

9/22㈯・11/24㈯
13:00～17:00（休憩あり） 11:30～17:30（休憩あり）

定員
8名

申込締切
2日前

中川美知 一社) 梨桜フラワー・
カラーセラピー協会本部講師

カラーを使ってストレス解消・パワー補給！
カラーセラピーソムリエベーシック講座

医療の現場やファッションなど、カラーの無い世
界はありません。ストレス社会である現代、カラー
で癒やし・頑張るパワーをもらいましょう！　

9/17㈪・10/10㈬
全1回9,180円（税込)全1回27,000円（税込/テキスト・星型カラーボトル/認定料込み) ※テキスト・修了証代 3,500円（税込)

定員
20名

申込締切
1週間前

定員
10名

申込締切
10/31(水)

中原由賀里 ロイヤルセラピスト協会指定スクール
シャルール代表

初級ベビーマッサージ講座

赤ちゃんのお肌、使用オイル、マッサージの目的・
効果などの基礎講座と実技を学びます。資格とし
て履歴書にも書いていただける資格講座です。 

やまもとますみ ビューティーエステティシャン
ヘッドマッサージュセラピスト

頭のコリをゆるめて美髪＆お顔スッキリ！
セルフ・ヘッドケアレッスン

硬くなった頭皮を柔らかくするケアを行い、健
やかな髪が育つ頭皮環境を作っていきます。

10/30㈫ 13:00～16:00  
9/9㈰ 14:00～17:00

全1回11,600円（税込) 5,400円（税込)

定員
10名

申込締切
2日前

村橋みゆき 日本ママヨガ協会
ママとベビーのヨガ認定講師

日本ママヨガ協会認定
ママとベビーのヨガインストラクター養成講座

助産師監修のオリジナルテキストを使い、実践に役立
つノウハウをわかりやすくお伝えします。歩き始める
前までのお子様連れでのご受講も可能です。

9/5㈬・19㈬・10/3㈬
全3回108,000円（税込・教材費込)

定員
6名

申込締切
8/27(月）

あいば ゆり 一般社団法人
日本色育推進会認定 色育アドバイザー

色育（いろいく）～子育てママのための色彩心理学～

「色育(いろいく)という言葉をご存知ですか？
色育とは、色を使って楽しみながらこどもの「集中
力」「想像力」「コミュニケーション能力」を育てる
活動です。

9/20㈭・27㈭
全2回4,320円（税込)
1,026円（税込)

定員
8名

申込締切
9/17(月)

村橋みゆき エンジェルママサロン主宰
AUBEプリザーブドフラワー認定講師

子育てママの
フラワーシーズナリーレッスン

10/11㈭
11/22㈭
12/12㈬

…ハロウィンアレ ンジ

…クリスマスリース

…お正月しめ飾り11:15～12:45
全1回1,620円（税込)
各2,700円（税込)

定員
6名

3
級

パワーストーン同士の相性や分類、お手入れ方法、
浄化やパワーチャージについて学びます。

10/28㈰ 14:00～15:30

定員
10名

申込締切 10/21（日）

2
級

パワーストーンの意味や特徴、選び方や組み合わせ
方、デザイン方法などを学び、ブレスレットを製作出
来るようになる、お仕事に繋がる講座です。

11/11㈰ 11:30～16:00（休憩あり）

定員
10名

申込締切
11/4（日）

1
級

水を使わない！
リラクゼーションヘッドスパ

【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1回】

【全3回】

【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1回】

【全1回】【全1回】

【全2回】

【全2回】

【全1回】

【全2回】

【全1回】

六車紀代美 日本メディカルアロマテラピー協会アドバイザー

日本メディカルアロマテラピー協会認定
セルフ・ストレスケアセラピスト講師講座

13:00～17:30（休憩あり）
9/9㈰・10/27㈯

全1回12,960円（税込)
3,240円（税込)

※試験代及び認定料8,640円（税込)
定員
10名申込締切 2日前

【全1回】

【全1回】

【全1回】

【全1回】【全1回】【全1回】

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。


