
7/7㈯①14:30～15:30 ②15:30～16:30

①19:00～ ②20:10～

1,792円(税込) 6/27㈬13：00～ 2,160円(税込)

6/30㈯16：00～ 1,080円(税込)

7/10㈫19：00～
2,214円(税込) 300円(税込)

6/12㈫・26㈫ 1,080円(税込)時間はお問合せください

6/21㈭ 1,080円(税込)時間はお問合せください

7/7㈯ 2,700円(税込)

※楽器をお持ちでない場合は
　楽器レンタル代500円(税込)

時間はお問合せください

7/21㈯11：30～ 2,376円(税込)

7/5㈭13：00～
2,160円(税込)

6/25㈪

11:15～12:15
8/8㈬ 2,160円(税込)

①11:30～ ②14:30～
7/14㈯
2,160円(税込)
1,000円(税込)

なんばパークスでまなぼ！ 1d a y講座や短期講座で時々カルチャー、そしてもっとまなぼ。

JEUGIAカルチャーセンターなんばパークスでは、記載の講座の他にも、こどもから大人までの各種講座を取り揃えています。ホームページをご覧下さい。

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～
お手軽オシャレに「フィンガーフード」

パパッとのせて、簡単に!!
気ままに手づかみ出来るオシャレな
フィンガーフードをご紹介。お客様の
おもてなしやパーティーに使えるだ
けでなく、ご自宅でのおつまみにも
おすすめです。インスタ映えにも最
高です!!

7/6㈮・8/8㈬ 11:30～13:30
全1回2,700円(税込)

定員
8名

申込締切
1週間前

エプロン、布巾

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

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。
ご自宅でも作って頂ける様にレシピもお渡
しします。 

7/29㈰･8/19㈰
13:30～15:30

全1回2,160円(税込)
2,160円(税込)

1,500円(税込)

定員
8名

申込締切
3日前

エプロン、ハンドタオル、食器用ふきん
持ち帰り用タッパー、筆記用具 

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
～チュチュバージョン～

オトナ女子必見！！！ルルベドールを作りましょ
う。裁縫が苦手な方にもオススメです。針や
糸を使用しないので、楽しくオリジナルのル
ルベドールが作れます。自分好みの可愛い
ルルベドールと一緒にお出掛けしませんか。
自分だけのオリジナル、ルルベちゃんを作りま
しょう！！！

7/5㈭ 14:00～16:00
全1回1,620円(税込)
4,320円(税込)

※認定講師の方はプラス
　テキスト代金1,620円(税込)要

申込締切
6/25(月)

はさみ、グルーガン

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

ルルベちゃん™認定講師レッスン

今、大人女子に大人気のルルベちゃん™。
オリジナルの自分好みのドールチャームを一
緒に作りませんか。1回のレッスンで基本を
学んで頂き、資格取得後はレッスンや販売
が可能となります。

8/30㈭11:30～16:30
（休憩あり）

全1回 5,832円(税込)
10,800円(税込/教材費込み)

定員
10名

申込締切
8/20(月)

はさみ、グルーガン

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

『米粉で作るパンケーキ』 『自然な材料でカップケーキをデコレーション』

夏休み親子で米粉パンケーキ

3食の合間に楽チンおやつ作り！素材にちょっぴりこだわり、手作りのナチュラルスイーツを家族やご自身で楽しみましょう。
抱っこ紐・おんぶ紐・ベビーカーでのお子様連れOKの少人数制レッスンです。

からだにやさしい材料で簡単に楽しく
パンケーキを作ります。パンケーキはそ
の場で軽いランチとしてお召し上がりい
ただきます。夏休みには親子で参加い
ただけるクラスもございます！

卵、乳製品 不使用！
デコレーションに使うのは、野菜
などの自然でやさしい食材を使
用したクリームです。見た目もカラ
フルでホームパーティーでも喜ば
れます。7/3㈫

11:30～13:00

全1回 2,160円(税込)
❶1,080円(税込) ❷1,620円(税込)

❶

❷

定員
4名

申込締切
3日前

エプロン、手拭タオル、筆記用具

全1回 2,160円(税込)
1,080円(税込)
エプロン、手拭タオル、筆記用具

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

ハーバリウムとは「植物標本」
の技術をベースとした新感覚
のインテリアフラワーです。日本
ハーバリウム協会認定講師
が、初歩的なことからハーバリ
ウムの素材に至るまで、認定証
の発行だけでなく、開講に至る
までのサポートや事業化まで
の様 な々ことを、サポートします。 

7/8㈰・8/26㈰ 13:00～16:00
全1回 5,400円(税込) 10,800円(税込)

定員
8名

申込締切
7日前

※後日、認定料6,480円(税込)

あいば ゆり 色彩コーディネーター　パーソナルカラーアドバイザー

ワタシの作品もインスタ映え♪
ハンドメイド好きのためのカラーレッスン

ハンドメイドが好き！でも自分でオリジナルを作るとき、 
色選びに自信がない･･･という方。私は色のセンス
がないからとあきらめていませんか？ 大丈夫！色の
センスは「理論」で補えます♪講座では、色彩学の
基礎を学んだあとに、カラーカードを使って配色のレ
ッスン。 自分の作品作りにすぐに活かしていただけま
す。 作品を写真に撮ってみたいけど、いまいちパッと
しない･･･という方、作品を写真に撮るときのコツもご
紹介。 背景の色を工夫するだけで、あら不思議！
SNSに自分の作品を載せたい方、必見です 受講さ
れた方には、手芸店でのお買い物の際にお役立ち
のカラーカードをプレゼント。工芸・手芸などの趣味を
お持ちの方にはぴったりな講座でございます。

6/20㈬ 11:30～13:00
全1回 2,700円(税込)
500円(税込)

定員
8名

申込締切
6/17(日)

のり、はさみ

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

子育てママのための
スワッグリース作り

お子様連れOK！
ママのリフレッシュタイム

日本ママヨガ協会認定 いつまでも若 し々く★ 

腰痛、冷え、生理痛でお悩みのあなたへ！ 一般社団法人日本ハンドケア協会

抱っこ紐やベビーカーのお子様連れで
楽しめるレッスン♪
ナチュラルな風合いが大人気の壁飾り
「スワッグリース」。 
子育て中も暮らしを豊かに！お手入れ
不要のグリーンインテリアです。

6/11㈪・7/17㈫
11:15～12:45

全1回 2,160円(税込)
2,700円(税込)

定員
6名

申込締切
3日前

持ち帰り用袋

村橋みゆき 日本ママヨガ協会認定 美ラク抱っこアドバイザー

美ラク抱っこひも講座
理学療法士が考案した、目からウロコの抱っこ法

抱っこひもで腰痛や肩こりに
悩まされていませんか？

ベビーが居心地悪そうにしていませんか？

● 楽しく育児に関りながら自分らしくキラキラ輝きたい方へ
● 活動の幅を広げたいヨガインストラクターの方へ

間違った抱っこひものつけ方は、ママを疲れさ
せ体をゆがませる恐れがあります。またベビー
の発育にも影響を及ぼす可能性があります。
そこで、毎日の辛い、重い抱っこが楽に美しく！ 
ママはみるみるスタイルアップ！ベビーもごきげ
んになる正しい抱っこ法を2日間で学びましょ
う！抱っこひもの種類・メーカーは問いません。
お持ちの抱っこひもでご指導いたします。
（抱っこできるお子様連れ可です）

7/23㈪・30㈪
11:15～12:45

全2回 6,480円(税込)

定員
10名

申込締切
7/21（土）

抱っこひも、筆記用具、飲み物

山﨑有貴子 英語リトミック講師

英語リトミックPeekaboo

遊びながら♪楽しく♪学べる♪英語リトミック
乳児、幼児期に最適、お子様のいろんな
可能性を引き出します。

月3回(土) 14:30～15:30 3～4歳

月3回(土) 15:30～16:30 1～2歳

第1･3(土)14:30～15:30 3～4歳

第1･3(土)15:30～16:30 1～2歳

月3回…月額5,378円(税込)
月2回…月額3,585円(税込)

定員
8名

動きやすい服装、タオル、飲み物

川端由佳
ヨガインストラクター

産後ママのための
美ママヨガ(ベビーヨガ)

産後2ヶ月からお子様同伴でご
参加いただける、ママのための
クラスです。産後の体型の変化、
肩こり腰痛を改善、ボディライン
もスッキリと美ママに！親子のふ
れあい遊びや、絵本の読み聞か
せの時間もあります。
※帝王切開の方は産後3ヶ月
からご参加可能です。

定員
10名

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

ママとベビーの
ヨガインストラクター養成講座

3日間の集中講座でしっかりマスター！実践
に役立つノウハウをわかりやすくお伝えしま
す。助産師監修のオリジナルテキストを使
用。卒業後すぐクラスをスタートできる内容
です。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㈬ 11:15～17:45（休憩あり）
全3回 108,000円（税込・教材費込）

定員
6名

申込締切 8/27(月）
タオル・筆記用具・飲み物・動きやすい服装

チエ
NESMA-bellydance-専属講師

エイジングケアベリーダンス

未経験者、運動が苦手な方、基本か
ら丁寧に進めます。ベリーでしなやかな
ボディを目指しましょう。エイジングケア
に最適なダンスです。

動きやすい服装、タオル
飲み物、足元は素足です

michiko ECOLE de TAHITI専属インストラクター

はじめてのタヒチアンダンス

基礎から丁寧に進めていきますので、初めての方も安心。南国のリズムに
合わせて身体を動かし、笑顔で健康促進！

葵 奈都乃
チアダンスコーチ
奈都乃チアアカデミー(NCA)代表

素敵にチアダンス☆

ポンポンを持って笑顔で踊るチアダンス。今注目の、
大人対象クラスです。身体を大きく使った、女性らしい
動きと輝きを楽しみましょう。レベルに応じてダンスの
内容を設定しますので、未経験の方でも大歓迎です！

野崎順子 足裏セルフケアセラピスト

体質改善 足裏セルフケア

6/20㈬・7/4㈬・7/18㈬ 13:30～14:30
全3回 10,800円(税込) 初回2,100円(税込)

定員
6名

申込締切
6/15（金）

バスタオル1枚、フェイスタオル2枚

川角小百合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

ハンドケアセラピスト認定講座

ハンドケアは、最もシンプルな癒し
の技です。 親しい人、医療や介護
の現場、子供へのスキンシップ等
自然と相手と触れ合うことができ
ます。１日で資格が取得でき、その
日からすぐに行えます！ 
※ハンドケアセラピスト認定講座
は、自身のケア、ご家族、ご友人な
ど、身近な方に対して行うハンド
ケアの習得を目的とします。

6/24㈰・7/27㈮
11:30～18:30（休憩あり）

全1回 22,140円(税込/認定料・教材費込み)
限定特別価格

申込締切
5日前

筆記用具

西本亜希子 DK BODY／ネヴァダ州立大学認定
マットピラティスインストラクター

ボイス・ピラティス

声をよく使う方、仕事で話す機会
が多い方必見!!ボイス･ピラティス
で楽に声が出せる身体作りを目
指しませんか?レッスンはマットの
上に座ったまま、寝たままで出来る
動きばかりですので、初めての方
でも安心して行って頂けます。

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。声をしっ
かり出すことで想いを伝えやすく
なり世界が変わるかも！

山中慎司
表千家茶道講師

ゆったり茶道講座

お抹茶と和菓子をいただきながら、
美しい姿勢や礼儀作法を身につけ
ませんか。こどもクラスもご用意してお
ります。

寺脇漣清 暁書法学院委員

ビジネスで褒められる！
初めての書道・筆ペン・ボールペン

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。

西井昌明 音楽講師

わたしのためのウクレレ時間

高岡明広 大阪音楽大学短期大学部音楽科音楽専攻卒業

おしゃれカフェ音楽
ボサノバ・ギターで弾こう

初めてギターを弾く方から、ボサノバの曲
をソロで弾きたい方まで、分かり易く丁寧に
レッスンいたします。

18歳以上

大人
お子様連れOK

7/11㈬11:30～13:00

定員
4名

大人
お子様連れOK7/31㈫

11:30～13:00
定員
4組

親子
幼児・小学生

定員
15名18歳以上

18歳以上

1歳～4歳

18歳以上

18歳以上

※当講座の受講には、JEUGIAカルチャーセンターのご入会が必要となります。［入会金別途要］

第2･4(水)13:00～14:00
月額4,320円(税込) 運動しやすい服装、水分、タオル

※当講座の受講には、JEUGIAカルチャーセンターのご入会が必要となります。［入会金別途要］

第2･4(土)16:00～17:00
月額4,320円(税込) 動きやすい服装、あればパレオ、タオル、飲み物

※当講座の受講には、JEUGIAカルチャーセンターのご入会が必要となります。［入会金別途要］

第2･4(火)19:00～21:00
月額4,428円(税込)

毛筆タイプの筆ペン、ボールペン
書道用具一式(受講科目により異なります)

※当講座の受講には、JEUGIAカルチャーセンターの
　ご入会が必要となります。［入会金別途要］

600円(税込)

第2･4(火)11:30～18:00 ［1回40分/個人］
月額6,480円(税込)

※当講座の受講には、JEUGIAカルチャーセンターのご入会が必要となります。［入会金別途要］

第1･3(木)11:30～17:00［1回50分/個人・ペアとも］
個人…月額7,020円(税込)
ペア（一人当たり）…月額5,940円(税込)

※当講座の受講には、JEUGIAカルチャーセンターのご入会が必要となります。［入会金別途要］

第1(土)or第3(土)11:30～12:30
月額2,700円(税込)
動きやすい服装、お水、フェイスタオル

※当講座の受講には、JEUGIAカルチャーセンターのご入会が必要となります。［入会金別途要］

第1・3(土)11:30～12:30
月額4,752円(税込)

ウクレレ、および楽譜 ※楽器のレンタルはありません

第1･3(土)15:00～21:00の間
［1回30分/個人］

月額5,400円(税込)

※当講座の受講には、JEUGIAカルチャーセンターのご入会が必要となります。［入会金別途要］

筆記用具、あればギター

第1･3(木)13:00～14:30
月額4,320円(税込)

動きやすい服装、靴下、タオル、水分

※当講座の受講には、JEUGIAカルチャーセンターの
　ご入会が必要となります。［入会金別途要］

ポンポン1,500円程度(税込)
シューズ1,000円～6,000円程度(税込)

第2･4(月)19:00～20:00
　　　　 20:10～21:10

月額4,320円(税込)

※当講座の受講には、JEUGIAカルチャーセンターのご入会が必要となります。［入会金別途要］

あれば扇子、懐紙

第2(土)11:30～12:30
　　　 14:30～15:30

月額2,160円(税込)

※当講座の受講には、JEUGIAカルチャー
　センターのご入会が必要となります。
　［入会金別途要］

1,000円(税込)

定員
15名

18歳以上

定員
15名

18歳以上

定員
10名18歳以上

定員
8名

18歳以上

定員
8名

高校生以上

小1～大人

定員
15名

18歳以上
定員
15名

18歳以上

こんなお悩みありませんか？腰痛、冷え、便秘、生
理痛、肩こり、脚のむくみ…。言い出したらキリがな
いくらい、日常でさまざまな不調があります。これら日
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。足は心臓から一番遠く、足の裏には老
廃物がたくさん溜まっています。老廃物のイメージ
は、排水溝にこびりついた汚れ。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。足の裏をくまなく刺激することで、滞っていた血流も良くなり、どんどん体が元
気になっていきます。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。
テキストもお渡しするので、見ながらご自宅でセルフケアができるようになります。腰
痛でお悩みの男性も、冷えや生理痛でお悩みの女性も、ぜひ足裏セルフケアで
元気なお体を取り戻して、毎日を不調知らずで過ごしましょう。

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。みなさんのニーズに合
わせて、好きな楽曲を弾けるカリキュラムを組み立てます。 他人に気兼ねせ
ず楽しむマンツーマンレッスンか、 気の合うお友達etc.とのペアレッスンか。
あなたのウクレレ時間はどちら?

1day 1day 1day

1day 1day

1day 2day

3day

1day 資格取得

3day 資格取得

1day 資格取得

1day 資格取得


