
4/30㈫
11:30～13:30

5/25㈯
14:00～16:00

6/23㈰
11:30～13:30

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

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！ 

定員
8名

3/17㈰・4/21㈰
11:30～18:30（休憩あり）

全1回限定特別価格22,140円(税込/認定料・教材費込)

申込締切
各1週間前

ペット食育協会認定
ペット食育入門講座

こばやし裕子 ペット食育上級指導員

定員
8名

全1回2,500円(税込) 1,500円(税込) 1,500円(税込)

06-6647-2207

http://culture.jeugia.co.jp

［電話受付］11:00～21:00

《ご入会受付中》 体験・見学も承ります
お電話・店頭・WEBで事前にお申し込みください。

■受講には事前のご予約が必要です。お申込み・お問合せはJEUGIAカルチャーセンターなんば
パークス店頭・お電話またはホームページで承ります。
■一部講座はJEUGIAカルチャーセンターへのご入会が必要です。
※入会金5,000円（税別）。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。
■各講座設定の定員になり次第締切となります。
■最少催行人数に満たない時は、講座が中止になる場合がございます。
■ご予約後キャンセルの場合は申込締切日までに必ずご連絡ください。ご連絡がない場合、受
講料、材料費などをお支払いいただく場合がございます。
■ご入金後のお客様都合によるご欠席・キャンセルの場合ご返金は出来ない場合がございま
す。
■内容は一部変更になる場合や、講師の急病などにより講師が交代する場合がございます。
■飲食を含む講座にご参加の場合、食物アレルギーをお持ちの方は事前にご相談ください。
■飲酒を伴う講座では20歳未満の方、お車でのご来場は固くお断りしております。

〒556-0011 大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス7F

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。

受
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［20歳以上］日本酒ナビゲーター認定講座
川添智未 唎酒師・日本酒学講師

日本酒を知り、もっと日本酒を楽しむための講座
です。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。

定員
15名

3/23㈯・5/12㈰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) 申込締切 各1週間前

申込締切 各5日前

さとう式リンパケア初級講座
小西めぐみ さとう式インストラクター

筋肉のねじれを解きゆるめることでリンパが自ら流れる身体
へと促していくケア方法です。その場で驚きの変化を実感！

受講後はディプロマを発行し
ますのでご家族や大切な方
へのケアはもちろんプロとして
サロンのメニューに取り入れ
て頂けます。

定員
10名

魔法のフェイシャルブラシケア
小西めぐみ さとう式インストラクター 定員

10名

4/22㈪・5/23㈭ 13:30～16:00
全1回7,500円(税込)
7,500円(税込/ディプロマ代含む)

4/22㈪・5/23㈭ 11:30～12:40
3,780円(税込)

ブラシご購入希望の方は5,400円(税込)
※ご予約時にお伝えください

申込締切 各1週間前

申込締切 各1週間前

申込締切 4/18㈭

申込締切 3/6㈬

申込締切
各1週間前

頭皮美容ヘッドスパ基礎資格講座
田中小百合 (一社)国際トータルセラピスト協会･理事

今やあたりまえの頭皮マッサージ。見た目の
印象を左右する「頭皮と髪」「自律神経」にも
効く頭皮に良いリラクゼーションマッサージの
相対レッスンで手技を学びましょう。

定員
8名

申込締切
3/27㈬

3/9㈯
18:00～20:00

4/7㈰
11:30～13:30

4/18㈭
13:00～15:00

6/6㈭
13:00～15:00

全1回5,400円(税込)
※修了証3,240円(税込)必要な方は別途料金5,400円(税込)

申込締切 各3日前

キラキラ細胞美人になる
7つのルールをお教えします！

細胞美®協会 特別セミナー

柳樂いづみ
細胞美®協会
泉メディカルハーブ
アカデミー代表

心も身体も美人になりたい！つるりん肌美人、
ダイエット美人etc。自分を変えたいと願うあな
たのためのセミナーです。ダメージ細胞を守る
ために必要な方法を、今回は特別に余すこと
なく伝授いたします。

定員
20名

4/6㈯11:30～13:30
全1回5,400円(税込) 申込締切 3/30㈯

ルームスタイリスト２級認定講座
中村真里子 ルームスタイリスト・プロ

日常的な部屋の悩みをあなたらしいお部屋づくりで
解決し、「お部屋」も「私」もセンスアップできるお部屋
づくりをテーマにした日本初の資格です。ルームスタ
イリスト認定講座ではお部屋づくりの知識だけでな
く、部屋のセンスアップに欠かせない自分の好みを
知る方法が学べる今までになかった講座です。

定員
8名

3/24㈰・4/15㈪・5/11㈯
11:30～18:30(休憩あり)

全1回17,280円(税込)
7,020円(税込) 申込締切 各5日前

初級ベビースキンケア講座
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

定員
10名

がまぐちポーチ作り＆財布作り
小豆美佐 雑貨屋ビーンズ代表 定員

8名

4/3㈬・5/25㈯・6/9㈰ 11:30～13:30
全1回11,600円(税込)
5,400円(税込)

3/30㈯【財  布】11:30～13:30【ポーチ】11:30～16:00
全1回2,160円(税込)
【財布】1,620円(税込)【ポーチ】2,700円(税込)

申込締切 各2日前

申込締切
5/15㈬

女子力UPの魔法の7時間
presented by 女子力向上研究所

なかまつさゆり 女子力向上研究所 代表

丸1日のレッスンで昨日よりもずっと輝いた自分になれる、魔法の7時
間です。メイクや表情、食べ方にマナー、話し方から投資まで、これでも
かと欲張って1日であなたのキレイがUPする講座を詰め込みました！

定員
6名

6/30㈰11:30～18:50

①キレイが10倍になる表情・メイクレッスン
②和食を食べながら食のマナーワンポイントレッスン
③魅力UPの話し方＆仕草入門
④今から始めるトキメキ投資教室

●さとう式リンパケアの理論
●さとう式リンパケアの実技 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【1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【2日目】

耳たぶ回し、腕回し、フェイシャルケア、
スーパーリフトアップの施術が学べます。

全1回12,960円(税込/お食事代含)

申込締切
6/23㈰

申込締切
5/5㈰

レクリエーション介護士2級講座
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。

定員
20名

はじめて編む
カラフルニットで編む布ぞうり

小豆美佐
足裏・指に刺激を与え健康的！

雑貨屋ビーンズ代表 定員
8名

5/19･26㈰11:30～19:00（休憩あり）
全2回37,800円(税込/教材費・認定料込)

5/18㈯
11:15～13:30

全1回1,620円(税込)
2,160円(税込)

母の日に贈ろうハーバリウム
大北真由美

大好きなお母さんへプレゼント
ディプロマ付き認定講師を習得していただけます。

フランス国立園芸協会
認定講師 定員

8名

4/25㈭
13:30～16:00

全1回1,620円(税込)
1,500円(税込)

申込締切
2/28㈭

ミリオンバングル
石田優子 プルミエ主宰

定員
8名

3/9㈯
14:00～16:00

全1回2,160円(税込)
12,420円(税込)

申込締切
各3日前

オラクルカードレッスン
～ハワイのマナカード～

天川めぐる アトリエプリンセスベル主宰

定員
10名

3/31㈰・4/28㈰11:30～13:00
3,024円(税込) 5,400円(税込)

オトナ女子が大好き～ルルベドールを作ろう 
お洒落なレザーワンピースで春のお出かけ

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

定員
10名

定員
8名

3/9㈯
11:30～13:30

3/15㈮
14:00～16:00

4/18㈭
13:30～15:30

5/16㈭
13:30～15:30

全1回1,620円(税込)
4,320円(税込)

申込締切
3/3㈰

アロマワックス フリーレッスン
大北真由美

バー1個、カップ1個をお作りいただけます。
アロマワックスサシェ認定講師

定員
6名

3/10㈰11：30～13：00
全1回2,160円(税込)
3,240円(税込)

全1回2,700円(税込) 3,240円(税込)

申込締切
各3日前

大阪でフェルメール展！
フェルメールを120％楽しむための講座

あいば ゆりイロマルシェ主宰 定員
8名3/16㈯・3/24㈰・4/14㈰

11:30～13:00
全1回3,240円(税込)

申込締切
各4日前

～フライパンと牛乳パックで作れるおうちパン作り～
イングリッシュマフィンを作ろう

尾下友佳子パン教室エミ・サロン・キッチン

定員
4名

3/31㈰・4/4㈭14：00～17：00
全1回2,300円(税込)

吉野たかゆき1dayレッスン
～フランス料理の基本＋お料理に合うワイン～
吉野たかゆき「食を伝えるフレンチシェフ」Gourmanist代表

皮膚トラブルの多い0歳～10歳までのお子さまの肌
を深く学べる日本初の講座です。アトピー、アレルギ
ー、ステロイド、オーガニックコスメに関する誤解など、
目からうろこの情報が1日で学べます！！デリケートな
お子様のお肌を守るのは大人の役目です。正しいスキンケア知識が
身に付くのでご自身のスキンケアにもお役立て頂けます。当日、受講
者にはロイヤルセラピスト協会より「認定修了証」を発行致します

［20歳以上］
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