
[リトルキッズ]1,250円 [キッズヒップホップ]1,375円
6/25㈫・7/23㈫16:30～、17:30～ 1,800円6/15(土)13:00～ 1,800円

6/22(土)・7/27(土)
13:00～、14:00～

1,900円6/16㈰・7/21㈰18:00～

2,800円6/24(月)10:00～ 100円 2,750円 1,000円(税込）

2,000円6/15(土)11:00～ 1,000円(税込）

6/21(金)・7/19(金)10:30～

2,000円

6/18(火)・7/16(火)
10:00～・13:00～ 2,000円

6/26(水)・7/24(水)
13:00～

1,500円
6/24(月)・7/22(月)19:00～ 6/17(月)・7/15(月)10:30～

紙代実費 2,000円

2,000円6/18(火)19:30～

2,500円

2,000円6/11(火)15:30～
※上記体験日以降は、通常体験料2,500円になります。

※先記体験日以降は、
　通常体験料1,400円になります。

2,500円
※申込〆切：6/26(水)
7/3(水)11:00～

6/15(土)13:30～
1,250円

3,000円6/20(木)1,500円6/17(月)17:30～ 1,250円
6/12(水)・6/26(水)
18:00～

6/18(火)12:30～ 1,700円
マウスピース代110円6/19(水)19:30～ 1,750円

6/18(火)19:45～ 1,200円 6/20(木)10:30～ 1,000円
6/28(金)・7/26(金)

6/28(金)13:00～2,000円

6/27(木)19:00～ 2,250円
6/19(水)13:30～

2,000円 300円(税込）

※申込〆切：6/17(月)

3,000円
〈大人〉13:00～

6/8(土)

2,000円
〈こども〉14:15～

1,500円6/12(水)・6/26(水)19:30～

6/12(水)13:00～ 2,500円
1,000円(税込）

2,250円

6/17(月)・7/22(月)13:00～

3歳～ 8歳～
年長～

夏休み！こども工作＆体験講座夏休み！こども工作＆体験講座

月4回(火)
16:30～17:20
月額5,000円(税別)

リトルキッズ 3～5歳
月4回(火)
17:30～18:30
月額5,500円(税別)

キッズヒップホップ 小学生

ダンススタジオ
ピースクラブ

ヒップホップの基礎から応用まで、その指
導力に定評あり。かっこいい振付で楽しく
踊ろう♪

China(ちな) ピースクラブインストラクター

第1・3（土）13:00～14:00
月額3,600円(税別)
第1・3（土）13:00～14:00
月額3,600円(税別)

キッズカンフー

カンフーとは中国武術の
総称で、バランスの良い筋
力、柔軟性、強く優しい心、
忍耐力を身につけます。
2020年東京オリンピック
正式種目候補にもなって
いる注目の競技です。

冨岡翔陽 元龍中国武術交流協会

第2・4(土)
13:00～13:50[5歳～小4]
14:00～14:50[小5～中学生]
月額3,600円(税別)
※雑費別途200円/月

キッズ卓球教室

オリンピックで注目が集
まる卓球。初めてのお子様
も、楽しくラリーが続けら
れるようになります。

田中栄一、他 卓球上級指導員

第1・3（日）
18:00～20:00
月額3,800円(税別)

フィリピン武術
KALI（カリ）～真狩京都～

メディアで話題の
「カリ」。ナイフなど
の武器から身を守り
無力化する護身術で
す。女性でも安心し
て参加出来ます。

岡井英次 真狩京都代表

第2･4(月)10:00～12:00
月額5,600円(税別)

水彩画・色えんぴつ画

風景写真や、果物・
草花を前に、色の
合わせ方やタッチ
などきれいに描く
ポイントを初歩か
ら学びます。

森　慎司 主体美術協会会員

第3（土）
11:00～12:00
月額2,000円(税別)

ゆったり茶道（表千家）

美しいふるまいや作
法を身につけられる
講座です。
おいしいお茶お菓子
とともに、気軽に学ん
でいただけます。

山中慎司 表千家茶道講師

第1・3（金）
10:30～13:30
月額5,500円(税別)

はじめての仏像彫刻

はじめて彫刻刀を手
にする方にもできる
よう、道具の使い方、
手入れの仕方から教
えます。

平杉峯香 慧光菴仏所

第1・3（火）
10:00～12:30
13:00～15:30
月額4,000円(税別)

初心者のための健康マージャン教室
水谷和治 日本麻雀道連盟師範

月3～4回（月）
19:00～20:00
月額4,500円～(税別)

暮らしにいかす
ペン字・書道

ご希望に沿った内容で
書道を楽しみます。こん
な風になりたい、こんな
ことをしたいとご要望
をお伝えください。

山田香代子 日本書芸院一科審査会員
日展入選、公立高書道非常勤講師

第2・4(水)13:00～14:00
月額4,000円(税別)

カンタン韓国語(入門)

韓国語を勉強す
るための基礎中
の基礎、ハングル
文字の読み書き
からマスターし
ましょう。

オギョンソク 学友外国語学院専任講師

第1・3（月）
10:30～12:00
月額4,000円(税別)

～音読から始める～
はじめての朗読

今や朗読は趣味として
だけではなく、脳トレ
やダイエットの効果が
期待されています。

柳原和美 日本朗読検定協会プロフェッサー

第1・3（火）19:30～20:30
月額4,000円(税別)

はじめての中国語

はじめて中国語を学
ぶ方のためのカリキ
ュラムです。世界で
もっとも美しいと評
される中国語をマス
ターしましょう。

学友外国語学院専任講師

第1･3(水)13:30～16:20
第2・4(水)10:30～14:40《満席》
第2・4(土)16:00～19:00
[1回50分] 月額5,000円(税別)

初心者のための
パソコン・スマホ
個人レッスン

これからはじめたい方から、もっと使いこなし
たい方まで、それぞれのライフスタイルに応じ
て使い方のご提案と操作方法をお教えします。

野村琢磨

完全マンツーマンのパソコン教室！

マイクロソフト認定インストラクター
スマートパッドマスター認定講師

クリスタル・アートリウム® 

フリーレッスン

クリスタルアートリウム
は”固めるハーバリウム”と
も呼ばれ、透明なキューブ
の中に植物標本が浮遊する
新しいアートです。

山口恭子

～新感覚のハーバリウム～

計算がとくいになる！

HARU COLLE認定

テクニカル・
デザインコース認定講座

HARU COLLE認定 クリスタル・アートリウム®

ハルコレ認定クリスタルアートリウム講師

第1(水)11:00～13:00
月額2,500円(税別)

人気のミニチュアハウス講座が登場！

今話題の”クリスタル・アートリウム”が初登場！

通いやすい月2回コースが出来ました！

ナチュラルドールハウス
河原かゆり 雑貨屋FROSCH代表

第2・4(火)15:30 ～ 16:30
月額5,000円(税別)

はじめてのオカリナレッスン

オカリナは穴を順番に指で塞ぐだけで
カンタンに鳴らすことが出来る楽器で
す。ほのぼのとした音色に癒されませ
んか。

山本優子 オカリナ・リコーダー奏者

◆月2回(第1・3/土)13:30～14:30
  月額2,700円(税別) 

◆月4回(土)13:30～14:30
  月額5,000円(税別)

はじめてのそろばん教室

計算力の速さ、日常で活かせる暗算力は
お子様の自信となります。簡単なことか
ら始めます、お気軽にご体験下さい。

今岡牧子 そろばん講師

第1・3(月)17:30～18:30
月額3,000円(税別)

3才からのダンススクール

ダンスが好きな子、集まれ！
ジャズを基本に、いろんなステップ
や世界のダンスを楽しんで踊りま
しょう。

KAZ「芝居とダンスのチャンビー」主宰JDAC認定ダンス指導員

月4回(水)18:00 ～ 19:00
月額5,000円(税別)

キッズジャズ＆ヒップホップダンス

ミュージカルやテーマパークで見かけるようなジャズ
ダンスと、クールでかっこいいヒップホップの要素を取
り入れたダンスレッスン！
ダンスが始めてのお子様大歓迎！

松原史宜
ダンサー、ジャズダンス講師
ミュージカル出演や舞台出演
TV出演等多数

第1・3（木）10:30～14:00
[1回30分]
月額6,000円(税別)

ボイトレ＆ボーカルレッスン

「発声を学びたい！」「カラオケが上手
くなりたい！」お一人お一人の要望に
お応えできる個人レッスンです。
ジャンル問わず対応致します。

梨木哲登 NaNo-s-spot　ボイストレーナー

第1・3(火)12:30 ～ 14:00　月額3,400円(税別)

はじめての
スポーツウェルネス吹矢

スポーツウェルネス吹矢は、5～10
ｍ離れた円形の的めがけて息を使
って矢を放ち、得点を競うスポーツ
です。腹式呼吸で健康になりなが
ら、ゲーム感覚で楽しみましょう。

小中宏之 大阪府スポーツウェルネス吹矢協会会長

第2(土)13:00～14:00
月額3,000円(税別)

第2(土)14:15～15:00
月額2,000円(税別)

[こどもクラス／ 3歳～小学生]

ゆったり日本舞踊

月に一回、和の文化に触れませんか。日本舞踊
の基礎を学び、美しい立ち居振る舞いを身に
着けましょう。お子様のクラスもあります。

嵯峨凰祥

月イチで学ぶ

嵯峨流初代家元

第2・4(水)19:30～20:30
月額3,000円(税別)

バレトン＆ストレッチ

バレトンとは、フィットネスとバレエ、ヨガ
の要素を組み合わせたエクササイズ。ボディ
ラインを引き締めたい方、柔軟性を手に入れ
たい方、汗をかいてストレスを発散したい方
にオススメ！

松原史宜 バレトン協会認定 バレトンインストラクター
adidasパーソナルトレーナー

第1・3(水)19:30～20:45　月額3,500円(税別)

デトックスヨガ

日中縮こまった身体をストレ
ッチ感覚で伸ばしたり、時に筋
肉に刺激を与えるアクティブ
な動きも取り入れ、最後は極上
のシャバーサナ（リラクゼーシ
ョン）に導きます。

RISA IYCハタヨガ認定講師、解剖学コンディショニング
トレーナー、ボディメイクバランストレーナー

月4回(火)19:45～20:35　月額4,800円(税別)

BODY MAKE ZUMBA
RISA フィットネスインストラクター

第1・3(木)10:30 ～ 11:30
月額2,800円(税別)

脳活健康教室

指先や頭を使った体操や軽い全身運動、プリント・
カードを使ったゲームあそびなど、アタマとカラダ
を程よく刺激する楽しいレッスン！皆さんでワイ
ワイ楽しく、認知症予防に取り組みませんか。

まずはストレッチで身体全体の可動域を拡げ、ダンサー
気分で楽しく踊りながら股関節（ヒップジョイントモビ
リティー）の動きを取り戻し、しなやかな身体と下半身
強化を目指します。続けて行くうちに美BODYなだけで
なく、筋力もつけていきましょう！

上岡和弘

～介護予防のための脳とカラダのトレーニング～

介護福祉士、健康ケアトレーナー

第2・4(金)
10:30～12:30[各30分]
月額6,000円(税別) 第2・4(金) 13:00～14:30

シニアのための
脳トレピアノ®教室

音楽を楽しみながら、脳の
トレーニング！好きな曲が
弾けるようになります。
介護予防プログラム付き。

検定終了後、自宅や施設等で活
かせるスキルが身につきます。

古川正子

《7月開講予定》

Executive認定講師
すみれ音楽教室主宰

第2・4（木）19:00～20:00
月額4,500円(税別)

お勤め帰りの
英会話レッスン(初級)

お勤め帰りにちょこっと英会話を
学びませんか。アメリカ生活10年の
講師が、楽しくレッスンをします。

福森才知子 英語発音スクールCEPIO認定
インストラクター

第1・3（水）13:30 ～ 15:30
月額4,000円(税別)

筆ペン・ボールペン
（水曜日クラス）

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
で暮らしに大活躍。

山本榮茜 暁書法学院講師

パーソナルメイクレッスン

スキンケアとメイクでここまで印象が変
わる！日々のケアからベースメイク、ポイ
ントメイクまで、それぞれのお悩みに合わ
せてアドバイスします。

稲垣直希 ヘアメイクアーティスト・スクール講師
メナードフェイシャルサロンCherub FRANCHIRオーナー

第2（水）13:00 ～ 15:00
月額2,500円(税別)

ねんどで作る
かわいいスイーツレッスン

樹脂粘土を使って、スイーツや
フードなどを作ります。
本物そっくりなカワイイねんど
アートです。

松原ルミ ハンドメイド教室First-step主宰

第1・3(月)13:00～14:00
月額4,500円(税別)

腰掛タップダンス®

三洋電機㈱井植敏元会長考案のシニアにピッタリ
のダンスです。足首と太腿を無理なく楽しく鍛え
ることができます。目指せ≪寝たきりゼロ≫を合
言葉に、おしゃれなタップダンスで筋力向上！

朝宮真由 腰掛タップダンス公式インストラクター
元宝塚歌劇団、タレント

● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ● ジャンル豊富に200講座以上が集う 総合カルチャーセンター

0774-64-717010時～20時
※土日祝18時迄

0774-64-7170

〒610-0356 京田辺市山手中央3-2
BRANCH松井山手2F
http://culture.jeugia.co.jp/

ホームページからも
お申し込み承ります。

ナチュラルドールハウス シニアのための脳トレピアノ®教室 キッズ♡チアダンス ふわふわベビーマッサージ
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JEUGIAカルチャー検索

高級感あふれる手作りアクセサリー
ミリオンバングル・ディプロマレッスン

キラキラストーンをちりばめて上品に輝く
手づくりバングルはいかがですか。
ゴールド、シルバーの2種類からお好きな色
をお選びください。ディプロマが取得でき、
レッスン後はキット購入ができます。

中芝亜友美 ミリオンバングル認定講師

松井山手
BRANCH
ブランチ

［電話受付］
10時～20時
※土日祝18時迄

記載の講座以外にもジャンル豊富に取り揃えております。 全講座の詳細はホームページをぜひご覧下さい。

　　　　　　　　　　　　　　●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3ヵ月前納制です。●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。●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。

色々なジャンルでご
活躍されている講師
の方々を随時募集し
ています。詳細は、
JEUGIAカルチャー
センターホームペー
ジ「講師募集」ページ
をご覧下さい。

《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。

〒610-0356 京都府京田辺市山手中央3-2 BRANCH松井山手2F

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］

体験・見学も承ります!
ご入会受付中

講師募集入会と受講のご案内

…消費税は別途要します。（税別表記）

ご予約
承ります

…税別表記ですが、講座により税込の場合もあります。
ホームページからもお申し込み承ります。
パソコン・スマホ・携帯電話で➡ JEUGIAカルチャー JR学研都市線「松井山手駅」徒歩2分

6/22㈯10:30～12:30

6/22㈯
13:30～17:30

7/17㈬
13:00～17:00

8/29㈭
13:30～17:30

8/29㈭10:30～12:30
全1回1,404円(税込)

全1回32,400円
(税込/教材費・認定料込)

3,780円(税込)
申込締切 2日前

※申込締切
　1週間前

脳トレピアノ®検定
～認定講師養成講座～

全4回32,000円(税別)
1,080円（税込）

ベーカリー、カフェ、古民家・・・いろんなシチュエーション
のミニチュアハウスを作ります。小さな雑貨を作って
思い思いに並べてみましょう。キットなので初心者の
方でも安心して作成して頂けます。暖かなぬくもりを
感じる、あなただけの小さなお部屋です。

6/22㈯ 10:30～11:30
全1回2,000円(税込)
11,500円(税込)

申込締切
10日前 定員4名

人気につき

クラス増設!

誰にでもわかる
心理学入門

心理学って何？そんな疑問か
ら、性格のタイプや生きる上で
のちょっとしたヒント、前向き
になれる心の導き方など、簡単
に心理学を学びます。

前田奈緒子 HITキャラクトロジー心理学協会認定
ベーシックマスター

話し方マンツーマンレッスン
～面接指導からスピーチまで～

「トチったらどうしよう」「アガったらどうしよう」
そんな悩みを持った方に、人前で話すコツをマン
ツーマンでお教えします！話すことへの不安を取
り除き、話すことが好きになるレッスンです。

小森弥生
(株)プランツコーポレーション所属
チーフアナウンサー
国家資格キャリアコンサルタント取得

日時はご相談に応じます。
お問い合わせ下さい。

全1回60分5,000円～最大120分9,000円(税込)

リンパケア各種認定講座

『リンパ＆フットケア』認定付きですぐにお仕事に活かせる
レッスンです。

森井典子 NPO法人日本予防医学代替医療学院院長

6/23㈰ 10:30～16:30
『リンパ＆ハンドケア』
7/7㈰ 10:30～16:30

『リンパ＆ヘッドスパ』
7/21㈰ 10:30～16:30

全1回10,800円(税込)
13,000円(税込/認定料込)

申込締切
3日前

ふわふわベビーマッサージ
～かわいい寝相アートのお楽しみ付き～
ふわふわベビーマッサージ
～かわいい寝相アートのお楽しみ付き～

マイナス5歳でハッピーに！

ベビーマッサージ
2級講座

親子の絆を深める、優しいふれあいのレッ
スン。マッサージの後は月替わりのテーマ
に沿った寝相アートで、今しかない赤ちゃ
んのかわいい姿を写真に収めましょう。

せとあつこ
〈産後2ヶ月～歩き始めまでのベビーとママ〉

ローリタッチケア協会認定
ベビーマッサージ講師

6/29㈯ 6/29㈯

10:30～12:00
13:00～16:007/11㈭

13:00～14:30
全1回2,160円(税込) オイル代100円(税込)

申込締切
2日前

体も心も元気になる！

カルメン健康体操®

「カルメン健康体操®」は痛くない、辛くな
い！開脚美人・姿勢美人をつくる体操です。
40代からの女子力アップに、カルメンの曲で
リズミカルにかっこよく体操しましょう。

田上はる美 カルメン健康体操®発案者

7/7㈰10:15～11:45
全1回2,700円(税込)

申込締切
1週間前

お
役
立
ち

&
講座

資格資格
講座

夏の間に苦手を克服
しよう！逆上がりを
メインに、鉄棒がうま
くなるコツをアドバ
イスします。

カワイ体育教室専属講師

［年長～
 小学生］

8/22㈭
10:30～11:20[年中～年長]
11:30～12:20[小学生]

[小1～3年]
10:30～11:30
[小4～6年]
11:40～12:40

[一般]2,484円(税込) [会員]2,160円(税込)
※傷害保険料108円(税込)

申込締切
8/15㈭

飛ばそう! 空気ポンプロケット
見えない空気の

すごいパワーを体感しよう

学研科学実験教室 夏の特別講座

わたしたちの身のまわりにあ
る空気は、実はとても力持ち！
丸いロケットを飛ばせる実験
セットや吸盤を使って、目に見
えない空気の力を調べてみま
しょう!

学研科学実験教室専任講師

8/1㈭ 13:00～14:30
全1回1,080円(税込) 1,296円(税込)

申込締切 7/25㈭

自分で作ったバターを使って、ミックスサンドと
フルーツサンドを作ります！

吉野たかゆき

・食パン
・生クリーム
・きゅうり
・ハム
・ツナ
・チーズ

・マヨネーズ
・バナナ
・キウイ
・メロン
・ジャム
・ごま

食を伝えるフレンチシェフ
Gourmanist代表

7/23㈫ 13:00～14:30

ど迫力！今にも動き出し
そうなリアルなティラノ
サウルスを作ろう！
※レッスンは形を作ると
ころまでです。色塗りは
ご自宅、もしくは別日を
ご案内致します。

藤原拓也 PASS(児童画の国際交流を進める画塾協会)会員
パンリアル

8/11㈰ 10:30～12:30

ボールペンの透明な筒
の中にお花やパーツを
入れて、自分だけのキラ
キラ☆可愛い文具の出
来上がり！

高月里実 ハーバリウムボールペン認定講師

7/29㈪①10:30～11:30 ②13:00～14:00

吉野たかゆき 食を伝えるフレンチシェフ
Gourmanist代表

7/23㈫ 10:30～12:00

申込締切 7/28㈰ ※当日のご参加も承ります。
　開催の有無は予めご確認下さい。

腕の振り方やスタート
の姿勢など、かけっこ
が速くなるフォームを
身につけて走る事が楽
しくなります。

別府真樹 Beeスポーツ代表

6/29㈯・8/4㈰ 10:30～11:30
申込締切
各3日前

申込締切
7/25㈭

画材はなくても
ＯＫ！夏の思い
出を写した写真
をもとに、絵を描
いていきます。

藤原拓也 PASS(児童画の国際交流を進める画塾協会)会員
パンリアル

8/22㈭ 13:00～16:00

さわやかな色の砂を層にし
てグラスに入れ、お花など
を飾ってメモスタンドを作
ります。

松原ルミ
ねんどアートインストラクター

松原ルミ
ねんどアートインストラクター

7/26㈮
14:00～16:00

ねんどでキャラクターを作り、
フレームに飾ります。
マーメイドと浦ちゃん、どちら
か事前にお選び下さい。

1,200円(税込)

紙バンドを切った
り貼ったりして、
かわいいひまわり
のブローチを作り
ましょう。

森戸佳子 クラフトバンドエコロジー協会認定講師

8/3㈯
10:30～12:30

スイカやひまわりなど、夏らし
いパーツを細い紙をクルクル
っと巻いて作り、フレームの中
に配置していきます。

8/20㈫ 13:30～15:00

全1回10,800円
(税込/修了証込)

※申込締切：1週間前

6/7㈮
10:00～16:45の間 [1回90分]

7/5㈮
全1回6,480円(税込/材料費込)

申込締切
3日前

6/21㈮
10:30～12:30

7/27㈯
全1回3,240円(税込)

申込締切
3日前

完全予約制
個人レッスン

完全予約制
個人レッスン

パーソナルカラー個人診断

自分の個性に調和し似合う色、魅力を最大
限に輝かせてくれる『パーソナルカラー』
を診断します。プラスで骨格診断（ネック
ライン診断）も致します。

原田さゆり 一般社団法人国際カラープロフェッショナルカラー協会マスター講師
日本パーソナルカラー協会認定講師

「あなたに似合う柄」診断付き

6/15㈯
10:00～ [1回90分]

7/28㈰
全1回6,480円(税込/材料費込)

申込締切
3日前

完全予約制
個人レッスン

カルメン健康体操®
インストラクター養成講座

7/14㈰
10:30～16:30

全1回21,600円(税込)
テキスト代 21,600円(税込)
※申込締切：1週間前

ご家族や身近な人を癒したい方
美容に興味のある方
サロンを開業されている方、目指している方
すぐに活用できる資格が取りたい方

ご家族や身近な人を癒したい方
美容に興味のある方
サロンを開業されている方、目指している方
すぐに活用できる資格が取りたい方

こんな方にオススメです!

［小学生～］

書ける！
読書感想文教室

苦手な読書感想文、今年はパパっ
と片付けちゃおう！全2回で清書
まで指導いたします。

山本美穂 塾講師

7/30㈫ 8/6㈫

申込締切
7/29㈪

［年中～］

夏休み！
鉄棒集中レッスン

レバーをまわすとカプセルが出てくる、ダンボールの
ガチャマシン作り！

小寺　誠
クラフトマンエッセンス代表

8/2㈮ 11:00～13:00
[一般]1,296円(税込) [会員]1,080円(税込) 1,300円(税込)

申込締切 7/26(金)

［小学生～］ ※保護者同伴なら小学生未満も可

貯金箱としても使える
ダンボールガチャマシン

まるで本物の自販機のように缶が出てくる！シールなどを
貼って自分流にデコレーションしよう。

8/2㈮ 14:00～16:30
[一般]1,296円(税込) [会員]1,080円(税込)

[一般]1,836円(税込) [会員]1,620円(税込)

[一般]2,376円(税込)
[会員]2,160円(税込)

[一般]1,296円(税込) [会員]1,080円(税込) 申込締切
7/26㈮

7/27㈯ 10:30～12:30

1,200円(税込)

[一般]1,296円(税込)
[会員]1,080円(税込)

[一般]3,564円(税込) [会員]3,240円(税込)

[一般]3,240円(税込)
[会員]2,700円(税込)1,300円(税込)

2,160円(税込)
[一般]1,836円(税込) [会員]1,620円(税込)
1,000円(税込)

1,000円(税込)

[一般]1,296円(税込) [会員]1,080円(税込)
1本600円(税込)

[一般]1,836円(税込)
[会員]1,620円(税込)
1,620円(税込)

申込締切 7/26(金)

申込締切 7/19(金) 申込締切 8/8(木)

申込締切 1週間前

申込締切 8/15㈭
申込締切 7/27㈯

申込締切 7/19(金)

ボタンを押すと缶が出る!
ダンボール自販機を作ろう

ドーナツ、クッキー、ポップコーン…みんな大好き
なお菓子が貯金箱に！

武田章子 スイーツデコ講師

8/8㈭ 12:00～13:30
[一般]1,296円(税込) [会員]1,080円(税込) 1,500円(税込)

申込締切 8/3(土)

［年中～］ ※小学生未満は保護者同伴

～こどもスイーツデコ～
おやつの貯金箱

バーガーとポテトとドリンク！おなじみのセット
が貯金箱になりました♪

8/8㈭ 14:00～15:30
[一般]1,296円(税込) [会員]1,080円(税込) 1,500円(税込)

申込締切 8/3(土)

～こどもスイーツデコ～
ハンバーガーセットの貯金箱

［年少～］ ※小学生未満は保護者同伴

フレンチシェフと作ろう!
わくわくKID'Sクッキング

～手作りバターでサンドイッチを作ろう～
［年長～］ ※2年までは要保護者同伴

リアルな恐竜
模型作りに挑戦！

［年中～］ ※小学生未満は保護者同伴

キラキラ☆お花の
ボールペン

［年少～］ ※小学生未満は保護者同伴

お箸の持ち方＆my箸作り
『オリジナルmy箸を作ろう!』

～日本箸教育師が教える～

［年長～］

かけっこ教室
かけっこが速くなりたい子の為の特別教室

［小学生～］

こども絵画教室
～夏の思い出を描こう～

色んな花材を使って、魚を二種作
り、海の中をアレンジします。
自分で選び、考え、挑戦する、子供
さんの成長できるポイントを沢
山取り込んだ内容です。

日高あゆみ 元幼稚園教諭
2018神戸異人館選抜デザイナー

8/21㈬ 13:00～14:00
7/31㈬ 10:30～11:30

[一般]1,296円(税込) [会員]1,080円(税込)
430円(税込)

[一般]1,296円(税込)
[会員]1,080円(税込)

申込締切 8/17㈯540円(税込)

[一般]1,836円(税込)
[会員]1,620円(税込)

［年中～］

お魚が泳ぐ
海のハーバリウム ［小学生～］

［年中～］ ※小学生未満は保護者同伴

夏色グラスサンドアートの
メモスタンド

［年中～］※小学生未満は保護者同伴

18歳～

サマークレイアートレッスン
～マーメイドと浦ちゃん～

［3歳～小学生］

［3歳～小学生］ ［5歳～］

クラフトバンドで作る
ひまわりのブローチ

山本美穂 ボタニカルクイリング・ジャパン認定
インストラクター

［小学生～］

クルクルっと楽しく！
ペーパークイリングの
夏フレーム

使
用
食
材（
予
定
）

お箸の正しい持ち方講座と、自分の手の
サイズに合わせたmy箸作りレッスン！
オリジナルmy箸があれば給食や
行楽がもっと楽しくなります♪

手ぶらでOK!

ゲームをすることで脳の老化を抑える効果
があると麻雀が人気です。手指を動かし、考
えることで楽しみ
ながら脳トレがで
きます。

習
い
ご
と
は
じ
め
ま
せ
ん
か
。

習
い
ご
と
は
じ
め
ま
せ
ん
か
。体
験
・
見
学
・
新
規
入
会

お
申
し
込
み
受
付
中
で
す

無料満65歳
以上の方は

シニア割

※年齢確認のできる身分証明書の
　ご提示をお願いします。

入会金特典
いつでも

特典
いつでも

家族割

入会金半額ご家族は


