
そろばんで計算能力ア
ップ！子供達が無理なく
数字に触れあえるよう、
ゲームなども取り入れ
ながら楽しく教えます。 
小さい頃に「計算力」を
身に付けておけば、必ず
将来役に立ちますよ。

音を聴き、感じ、感覚で理解するたのしい
音楽レッスン。音楽の力で優れた感覚や
能力を育み、情操や知育、運動など人間形
成の大切な土台を培います。

◎楽譜なしで楽しめるオリジナル映像
◎簡単なハモリやステップに挑戦

”カラオケ以上、レッスン未満”新しい歌の楽しみ方！

受講生
大募集！

※早割は対象外です。

◎みんなと一緒に和気あいあい
◎経験豊かな講師がサポート

[H28年4月2日～H29年4月1日生] [H27年4月2日～H28年4月1日生]

町野 睦美 JEUGIA
こども表現教室講師

おんがくランド
0～3歳の音楽情操・リトミック

【1歳児】
ピンキークラス

【2歳児】
キンダークラス

月3回(火) 11:30～12:30月3回(火) 10:30～11:30

JEUGIAこども表現教室

受講料：月額4,350円(税別)受講料：月額4,350円(税別)

9/11(火)・9/25(火)

実際にサンドバッグ
やミットを打って、ボ
クシングの動きで気
持ちの良い汗を流し
ましょう。体力づくり
やストレス解消に最
適です。

筋肉は押してはダメ！
触れて呼吸してゆら
すだけで、筋肉の柔
らかい状態を取り戻
し、リフトアップ＆肩
こり改善！

季節のイラストを身
近な色鉛筆で描く講
座です。オリジナルの
下絵をご用意します
ので、絵を描いてみた
いけど苦手…そんな
方にピッタリ！

ナイフ一本で出来
るアートです。プレ
ゼントに、お部屋
のインテリアにい
かがですか？

筆ペンとボール
ペンが同時に学
べ、両方上達でき
ます。美しい文字
を書くコツを丁寧
に指導します。

正しい発声法を身につ
け、楽しく歌うための発
声トレーニング。楽譜が
読めなくても、歌に自信
がなくても大丈夫です。

健康のため声を出してス
ッキリしたい、興味はあ
るけどできるかな…そん
な方、一緒に朗読を楽し
みましょう。腹式呼吸・発
音・発声・滑舌などの基
本を学び、小品を読みす
すめます。

一人一人に合ったカリキュ
ラムでパソコンライフをし
っかりサポート！ビデオ講習
ではなく、講師がきちんと教
えます。

憧れのピアノを弾け
る喜びと楽しさで人
気の講座が登場！楽譜
が読めなくても指番
号を見て手軽に弾け
るレッスンです♪指を
動かすことで認知症
予防にも効果アリ！

ミニ着物の飾りや
人形・ぬいぐるみの
着せ替え着物を作
ります。人形の帯・
髪飾り・バッグ・草
履・その他小物も作
っています。

季節の変化を簡単
な絵に仕上げます。
大根1本・花1輪、何
でも描いてみましょ
う。自分の世界が広
がります。

ひと針ひと針作り上
げていく、あなただけ
のパッチワークの世
界。基本から始める
ので、初めての方で
も楽しみながら素敵
な作品が作れます。

戸塚刺繍は色糸の
数やステッチの多
さが特徴。あらゆる
物を個人の希望に
合わせてご指導し
ます。

茶道の初歩から
丁寧に指導致し
ます。お茶を楽
しみながら作法
を学びましょう。

生活を彩るカラフルなお花でお部屋を飾り
ませんか。基礎から目的に合わせてインテリ
アやギフト迄、楽しみましょう。

筆の持ち方、書き方はもちろん、書を通じて礼儀作
法や周りの人を思いやる『和のこころ』『感謝のここ
ろ』も学ぶ教室です。小さなお子様は硬筆から。

フラをはじめてみませんか。フラや仲間との出会
いで素晴らしいものが得られるはずです。踊れる
幸せを感じ一緒に楽しみましょう。

音楽に合わせ伸び
伸びと楽しくバレ
エのレッスン！良い
姿勢・柔軟性・集中
力・豊かな感性が育
まれます。

子供クラスが充実の
ダンスジュテより、
専任の講師が丁寧
に教えます。楽しく
元気にレッスンしま
しょう！

合気道は1人ではなく、相手の
手をとって稽古を行います。そ
の中で培われる人とのつなが
り・温 か さ・気 遣 い、そし て
「技」。丁寧な呼吸法と技の稽
古の中で、柔軟で強い心と体
をはぐくんでいきます。

第1・3(月) 15:00～20:30の間 [各30分]

第2・4(火) 10:30～20:30の間[各30分]

第1・3(水) 18:30～20:30の間[各30分]

第2・4(木) 13:30～20:15の間[各45分]

月2回(土) 10:30～13:30の間 [各45分]

第2・4(日) 10:30～14:00の間 [各30分]
[30分レッスン] [45分レッスン]

大人
気!

9/6(木)

第1(木)13:00～15:00の間
月額2,300円(税別)

ママとベビーのヨガ教室
MAHO 一般社団法人日本ママヨガ協会認定

ママとベビーのヨガ認定講師

”産後の今”こそキレイになれる
チャンス！骨盤を引き締めて、ボ
ディラインを整えましょう。単発
受講OK！3回続けて受講すれ
ば更に効果的です。

9/3(月)・10/1(月) 1,000円

9/3(月)・9/14(金) 1,000円

第1・3(月) 16:30～17:25・17:30～18:25
月額3,000円(税別)

こども絵画教室
吉田 朋乎 二科会　会友

小西 いずみ 「HOKU CRAFT」ハワイアンリボンレイ
公認インストラクター

1,500円 800円(税込)

月4回(木)18:00 ～ 19:00
月額5,200円(税別)

そろばん・暗算・
筆算教室
前田 義彦 南京都珠算連盟加盟

1,000円
のびのびと絵を描いたり
工作をしたり･･･楽しい
課題がいっぱいです。こ
ども達が自分の手で何か
を造り上げる喜びを感じ
られる教室です。

簡単で見栄えの良いマジッ
クを教えます！カードマジッ
クからステージマジックま
で、楽しみながら覚えられ
ます。さあ、あなたもクラス
の人気者に！

リボンをお花の形に編んだり縫っ
たりして作る、ハワイの伝統工
芸”リボンレイ”。アクセサリーやバッ
グチャーム、ストラップなど、色んな
場面で応用できるクラフトです。

9/25(火)19:00～19:30

第2・4(火)18:00～19:00
月額5,000円(税別)

キッズ・マジック教室
奥 一輝 マジシャン・マジッククリエイター

1,500円
1,000円

第1(水) 10:30 ～ 12:30
全5回12,500円(税別)

ネットとコードで作る　
おしゃれなバッグ教室〈全5回〉

普段使いできるハワイアン雑貨
リボンレイクラフト

三宅 裕子 アヴァンセプロ育成講座担当講師

高級感あるコード（テ
ープ）をネットに編み
込んで作る、今話題の
バッグ講座です。全5回
で3種類以上の作品を
作ります。

1作品2,800円～5,000円(税込)

9/11(火)

第2・4(火)12:30～13:30
月額3,100円(税別)

茶谷 ゆか ヨガ教室マダムフキ認定インストラクター

1,500円

椅子に座って行うヨガは、ど
なたでも気軽に参加してい
ただけます。椅子が支えにな
るので、膝もラクラク♪お家
やオフィスでも取り入れられ
る動きです。

座ったままできる！
ゆったり♪イスヨガ

9/3(月)・9/17(月)

第1・3(月)
13:00～15:00
月額4,500円(税別)

澤田 正一 日本画家、アトリエサワダ主宰

1,500円
500円(税込)

絵画を通して自然やあなた自
身と対話してみませんか？ゆ
ったりと学んで頂ける月２回コ
ースです。

（水彩画・日本画）
ゆっくり学ぶ絵画教室

月2回(木) 10:30～14:30の間
月2回(金) 10:30～14:30の間
月額6,600円(税別)

前島 文子 ドラマー

井上 依子 ヤマハ講師

1,500円

いつでも、どこでも手軽に
楽しめる打楽器・カホン。ボ
ンゴやコンガなどのパーカ
ッションも指導可能です。

カホン・パーカッション教室

9/14(金)・9/28(金)

第2・4(金)
10:30～12:00
月額4,100円(税別)

梅原 伸子
日本植物画倶楽部会員、
JGSアーティストの会会員

1,500円
300円(税込)

植物を良く観察し、実寸
大で細密に描いて彩色し
ます。誰にでも描ける楽
しい絵画です。

はじめてのボタニカルアート

300円

【4歳～】

9/5(水)・9/19(水) 1,500円 唄口:500円

第1・3(水) 
10:30～11:30
月額4,600円(税別)

大人のケンハモ
（鍵盤ハーモニカ）
松本 有加 SUZUKIケンハモ認定講師

わかりやすく、楽しく、カッコ
良く！今からはじめられる大人
のケンハモ（鍵盤ハーモニ
カ）の教室です。楽譜が読め
なくても大丈夫！

9/4(火)・9/18(火) 1,500円

9/26(水)10:30～11:30
2,000円

第1・3(火) 
13:00～14:10
月額3,100円(税別)

第2(水) 10:30～12:00
全6回15,000円(税別)

背骨コンディショニング体操
大谷 慎二 背骨コンディショニング協会認定

パーソナルトレーナー

背骨を整えると痛みが消える！
関節をゆるめ、骨を矯正するこ
とで、腰痛・膝痛・コリを解消
し、ストレスフリーな体へ。

9/13(木)・9/27(木) 1,500円

第2・4(木) 
13:00～15:00
月額3,100円(税別)

スポーツ吹矢
大槻 よう子 一般社団法人日本スポーツ吹矢協会

公認指導員

吹矢式呼吸法の基本動作で筒を使い、自分の息
だけで5m～10m先の的に矢を吹きます。精神
力・集中力を高め、ストレス解消にも役立ちます。

【小2～】

さあ、楽しくピアノのレッスン！
個人レッスンなので、お子様のペ
ースに合わせて進めます。まず
はピアノを好きになりましょう！

9/10(月)

月3回(月)
15:00～17:00の間
月額6,600円～(税別)

こどもピアノ教室＜月曜＞
小西 奈津代 ピアノ講師

1,500円

[各30分]

【4歳～】

【産後2ヶ月以降～歩き始めまでのベビーとママ】

5歳～小学4年

小学5年～中学生月額3,600円(税別)

月額3,600円(税別)

第1・3(月)

16:30～17:20
17:30～18:20

ラリーを楽しもう！楽しい卓球教室
田中 栄一
卓球上級指導員

第2・4(金)鍜治 雄大
大人クラス

第1・3(月) 13:30～14:50
第2・4(金) 13:30～14:50

鍜治 雄大

【5歳～中学3年生】 1,500円【大人】

月額4,000円(税別)【大人】

5歳から受講できるようになりました♪

「コンドルは飛んで行く」「花
祭り」に代表される、南米フォ
ルクローレを奏でましょう。必
ず吹けるようにやさしくレッス
ンします。

9/3(月)

第1・3(月)
13:30～20:30の間
月額6,000円～(税別)

第1・3(水） 10:30～12:00・13:00～14:30
月額3,500円(税別)

アンデスの葦笛・ケーナ
伊澤 隆志 フルート・オカリナ・ケーナ奏者・講師

1,500円

[各30分]

【小1～】

10/3(水)開講！

[各40分]

[各40分]

道具代408円
9/5(水)・9/19(水)

10:30～11:30 1,600円(税別)締切2日前

9/10(月)・10/1(月)・
10/15(月)　

大人気！ハーバリウムレッスン
山口 恭子 オルネフラワー協会ディプロマ取得

美しいお花や植物、季節の素材を
ガラスのボトルに閉じ込めて、お洒
落なインテリア雑貨を作ります。

10:30～12:00

1,300円(税別)
1,296円(税別)

9/29(土)

開運！手相学入門〈全6回〉
小西 里美 東明学院専任講師

手相で自分らしい生き方を発見しま
しょう。知っているようで知らなかっ
た手相の知識が沢山！楽しくてため
になる教室です。

ツボ押しリンパ＆寝転んぼ体操
野口 由祐子 全日本リンパ技術協会認定講師

ツボ押しで経絡の流れを良くし、簡単
セルフリンパマッサージで体に溜まっ
た不要なものを取り去りましょう。　

固くなった頭皮やデコルテをほぐし
て、簡単体操で内臓の代謝UP！　

10:30～11:30

各2,000円(税別)

9/19(水)
9/19(水)

フェイシャルヨガ（顔ヨガ）
1日体験レッスン
AKKO
高津文美子式フェイシャルヨガ認定
アドバンスインストラクター

お顔の運動不足解消！表情筋をストレッ
チし、弾力のある筋肉を作りましょう。
スッキリ小顔で第一印象アップ！

10:30～11:30
  2,315円(税別)

締切前日

10/31(水)

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～

見た目年齢マイナス5歳へ！

せと あつこ ローリタッチケア協会認定ベビーマッサージ講師

親子の絆を深める、優しいふれあいレッスン。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。

【産後2ヶ月以降～歩き始めまでのベビーとママ】

10:30～12:00

1,800円(税別)

10,800円(修了証代込/税込)

9/18(火)・10/16(火)

オイル代100円(税込)

ベビーマッサージ２級講座
13:00～16:00 締切1週間前

締切2日前 締切2日前締切9/19(水)

9/18(火)　

締切2日前
～頭皮・デコルテ・お腹～

11:40～12:40

ストレッチで足とお腹をほぐし、
重だるい症状を軽減！

テキスト代3,000円

10:30～12:0010/20(土)

パワーストーン検定［3級・2級］
藤本 喜美子 パワーストーンマスターナビゲーター

パワーストーンの基礎的な知識か
ら応用技術まで、段階に応じて学べ
る資格講座。あなたもパワーストー
ンのプロを目指して学びませんか。

2,000円(税別) 5,000円(税別)
5,400円（税込/修了証込み）（2級のみ)

13,500円(税別)9/20(木)・10/21(日)
【3級】

【3級】 【2級】
10:30～12:00 【2級】13:00～14:30

※1級講座の開催も可能です。
　日時はご相談下さい。
　（3級・2級を修了された方に限ります）

認定料5,400円(税込)・テキスト代1,620円(税込)

認定料3,240円(税込)・テキスト代1,620円(税込)

スカーフ＆ストールコーディネーター
ベーシック講座

人見 麻衣 一般社団法人日本スカーフコーディネーター協会
ストールコーディネーター認定講師

短時間でスカーフとストールの折り方や結び
方を体系的に学べる認定講座です。＋αのオシ
ャレに挑戦したい方や、服飾関係のお仕事を
されている方にもオススメ。

9/15(土)
スカーフコーディネーター

上半身編

～ふくらはぎ・膝裏・足裏・お腹～
下半身編

10:30～15:30　　

10:30～12:30

※休憩1時間あり

8,500円(税別)
9/10(月)・10/20(土)
ストールコーディネーター

月3～ 4回(月)
月額5,000円(税別)

カワイ体育教室

3歳児クラス

年中～年長

小1～ 3年

常井 紗弥 カワイ体育教室専属専任講師

井上 百合香 LOICX GIRLS☆公認チアディレクター
いろいろな種類の運動を
バランスよく取り入れた、
楽しくて安全な運動遊び
のレッスンです。元気いっ
ぱい、体を動かそう！

仲間と一緒に、明るく
楽しくLet's Dance！
人気のチアクラス、生
徒募集中です♪

14:30～15:20
15:30～16:20
16:30～17:20 1,000円

【3歳～】

【幼児～】

(月) ～ (土) 各30分レッスン
時間はお問い合せ下さい

月額8,000円～(税別)

初心者の方、趣味を始めたい方、
保育士を目指す方のためのレッス
ンにも対応しています。

ピアノ・エレクトーン
新規受講生募集！

おんがくなかよし
コース

お子さまの耳の発達に合わせ、
「きく」力を大きく伸ばして
いきます。
(金)16:00～16:50
(日)10:30～11:20
月額5,000円(税別)

秋の新入会受付中!!

グループレッスン
3歳児

こころを育てる音
楽教室です

LOICX☆
チアダンススクール～ENJOYクラス～

【4歳～小6】

月額4,621円(税別)

【 4 ～ 6 歳 】16:00～16:50 
【小学1～3年】17:00～17:50
【小学4年～】18:00～18:50

1,000円

月4回(火)

少人数定員制
一人ひ

とりが“主人公”

（1歳から小学生）幼児教室/国語・算数
（0歳から12歳）英語教室

新規会員募集中！

ホームページhttp://www.kodansha-pal.co.jp

日・祝除く10:00～18:00

詳しくは担当スタッフまたは講談社パル大阪本部までお問い合わせください

第2・4(木) 
10:30～11:30
月額3,100円(税別)

インナービューティヨガ
則包 博江 ケイマナヨガスタジオ認定インストラクター

1,500円

第1・2・4(木) 15:30～16:30
月額4,150円(税別)

こどものための
やさしい書道教室
中 光峰 紫雲書道会師範

1,000円

【4歳～】

【4歳～】

月4回(木) 16:30～17:30
月額5,200円(税別)

【小学生～】

【小1～】

第1・2・4(金) 
10:30～11:45
月額4,950円(税別)
第1・3(火) 
10:50～12:05
月額3,300円(税別)

ナ・プアレイ井上ハラウ
ハワイアン･フラ

谷本幸子・玉村多美子
ナ･プアレイ井上ハラウ 
ハワイアンフラダンス インストラクター

1,500円

第1・3(金)

水野弘子バレエ学園
こどもバレエ教室
片山 真瑛 水野弘子バレエ学園

1,000円

【3歳～】

月額2,600円(税別)

16:00～17:00
17:00～18:00

月4回(木)

子どもヒップホップ
ダンススクール・ジュテ
AKIKO ダンスジュテ インストラクター

1,000円

【4歳～】

【幼児クラス】
【小学生クラス】

17:00～18:00
18:30～19:30

【4歳～】
【小4～】

月額5,200円(税別)

月4回(木)

呼吸法を大切にした
合気道（こども・大人）
入江 康仁 合気道五段、合気道入江道場道場長

[こども]1,000円、[大人]1,500円　

【5歳～】

16:30～17:30【5歳～小3】

19:00～20:30【中学生～】

17:40～18:50【小4～6年】

月額5,200円(税別)
月額5,700円(税別)

第2・4(水)
10:30～11:30 
月額3,100円(税別)

ボクシングフィットネス
櫻井 美香 SFマキボクシングフィットネス協会

公認インストラクター

1,500円

第2(火)
10:30～11:30 
月額2,000円(税別)

さとう式リンパ 簡単セルフケア！
～やさしく触れて、呼吸して、ゆらすだけ～　

鶴巻 和美 さとう式リンパケア公認
インストラクター、看護師

1,500円

第1(水)
10:30～12:30 
月額2,300円(税別)

色鉛筆で描く手のひらの絵画
～マンスリーイラストレーション教室～

うえだ いずみ 絵本作家

1,500円 200円(税込)

第3(水)
10:30～12:30 
月額2,600円(税別)

ソープカービング
～香りとデザインを楽しむ～　

大﨑 由子 日本タイカービング協会会員、
Atelier由 主宰

1,500円 500円(税込)

第2・4(火)
10:30～12:30・13:30～20:00の間
月額4,100円(税別)

大人の美文字レッスン
～筆ペンとボールペンが同時に学べる～

山田 花庭 暁書法学院・講師

1,500円 600円(税込)

第2・4(木)
10:30～14:00の間
月額5,100円(税別)

[各30分]

ヴォイストレーニング
楽しくはじめる

谷 るみ 同志社女子大学音楽学科卒

1,500円

第1・3(木) 10:30～12:00
月額3,600円(税別)

やさしい朗読教室
～絵本や児童書・詩歌まで～

小森 弥生 フリーアナウンサー

1,500円

月4回(金) 13:00～20:00の間
月額10,200円(税別)

(金) 13:00～20:00の間

時間はお問い合わせ下さい。

[約1時間]

[60分程度の個別対応]

パソコン教室<個別対応>

スマホ＆タブレット講座

楽しく学べる

井上 清貴 バルーンネット株式会社代表

第2・4(木) 10:30～12:00
月額4,100円(税別)

中高年から始める 
らくらくピアノ® 

水野 智子 一般社団法人らくらくピアノ®
協会1級認定講師

1,500円

第1・3(月)
10:30～12:30
月額4,100円(税別)

和布あそび～ミニ着物教室～

赤塚 靖枝ミニ着物作家

1,500円 500円(税込)

第2・4(金)
10:10～11:50
月額5,100円(税別)

俳画
能勢 柳燕 柳燕会主宰

1,500円 300円(税込)

第1・3(金)
10:30～12:30
月額4,100円(税別)

パッチワーク･キルト
奥山 薫 手芸指導員

1,500円 1,500円(税込)

第2・4(水)
10:30～12:30
月額3,700円(税別)

戸塚刺繍教室
胡井 紀代子 師範1級

1,500円 300円(税込)

月額6,100円(税別) 月額7,100円(税別)

ギター個人レッスン
エレキからアコギまで

井上 耕一、開沼 建二朗、
片山 裕規、渡辺 仁

1,500円

第2・4(月)
10:30～12:30
月額3,100円(税別)

はじめての茶道
足立 宗久 裏千家茶道教授

1,500円 500円(税込)

第1・3(水)
14:00～15:30
月額3,600円(税別)

ペン字教室
玉井 和子 水穂会会員

1,500円

第1(水)
19:00～21:00 
月額1,700円(税別)

プリザーブドフラワー
アレンジメント

北野 由美子 FLORAL LETTER BOX主宰、
日本プリザーブドフラワー協会認定講師

1,500円 2,500円(税込)

心をこめて書かれた
葉書や手紙にもその
人の人柄は伝わりま
す。日本語を正しく美
しい文字で書いてみ
ませんか。

【小1～】

2,000円(税別)

年齢性別を問わず
誰でも無理なく楽
しくヨガができま
す。精神・美容・健
康のエネルギーチ
ャージ！

卓球マシンあり!!指導待ち時間も無駄なく練習できます

連続受講が
オススメ！

無料見学会  9/16(日)10:30～

※設定日のみ 通常1,000円(税別)

NSCA公認
パーソナルトレーナー 5歳～小学4年

小学5年～中学生
16:00～16:50
17:00～17:50

0120-397-341

2018

秋期号
講座案内

保存版
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見
学
・
新
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お
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中
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JEUGIAカルチャー

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。

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］

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）
…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。

お申込み
お問い合わせ
ご予約承ります 早割 2018年

9/30㈰
期間

ま
で入会金1,000 割引（税別）

円

※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。

体験当日にご入会の方は（または体験なしでご入会の方）お得な

割引!

●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。●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。

〒610-0111 京都府城陽市富野荒見田112番地 アル・プラザ城陽店4F

0774-54-723010:00～20:00
（日曜は18:00迄） 体験・見学も承ります!

ご入会受付中ご予約
承ります

ジャンル豊富に180講座以上が集う 総合カルチャーセンター

0774-54-723010:00～20:00
（日曜日18：00迄）

〒610-0111 京都府城陽市富野荒見田112番地 アル・プラザ城陽店4F

歌って踊れる青春ポップス はじめてのボタニカルアート インナービューティヨガ LOICX☆チアダンススクール

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2018.8.21

4F

● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ●

ホームページからも
お申し込み承ります。
JEUGIAカルチャー


