おやっさんのコンピューターを使わない

親子カムプログラムロボット体験学習
おやっさん
（青砥成光）ホビーショップガネット専任講師

☆ホビーショップガネット提供

稲田和人・和田清隆

大阪府スポーツチャンバラ協会
師範・インストラクター

安全なソフト剣と軽い防具を
装備して気分はヒーロー！強い
心と身 体 を つくります。男 の
子・女の子どちらでもどうぞ！

ハワイアン・フラ

みんなでHIPHOP

ハラウ オ ナーププヒククイマイカヒキナ専任講師

NARU

こどもとジュニア
のためのフラクラ
スで す。
フラの お
稽 古を通して、
自
己表現や礼儀を
身につけます。

10:30 〜 11:30

第1･3(土)13:30 〜 14:30
月額3,300円(税別)

定員各5名

【小学生】

11:30 〜 12:30
月額3,500円（税別）

体験会3/11・4/8（水）

HIP HOP
Yuumi

【中1〜】

大阪ダンス＆アクターズ専門学校卒

1,550円

第2･4(木)

【ケイキクラス】
（3才〜年長） 【ジュニアクラス】
（小1〜中3）

16:00 〜 17:00 17:00 〜 18:00
月額3,100円（税別）

はじめてのダンス

（月）18:20 〜 19:20
月額6,200円(税別)

1,000円

酒匂千嘉子

一般社団法人美脳力アカデミー協会認定指導員

こどものため の 速 読 教
室です。
こども達の持っ
て いる能 力を最 大に引
き出してみませんか？

【小2〜小3】

第1・3（火）
17:40 〜 18:25
月額2,600円(税別)

1,000円

こども速読教室

子供合気武道
白鳳流合気武道・三段

NARU

音楽に合わせて、
手を叩い
たり、足 踏 みをしたり、
ジャ
ンプをしたり、音で遊ぶ楽し
さを知ってもらいたいです。

スタイルＨＩＰ ＨＯＰ

【中1〜】

生活を彩るプリザーブドフラワー

吉祥花文字教室
野村豊晶

第1(火)10:00 〜 12:00
月額2,100円(税別)
体験会3/3・4/7(火)

藤丸直子

＊申込締切日までに受講料をご入金
ください。
＊申込締切日以降のキャンセルはご
返金できかねます。
＊(株)整理収納教育士の講座受講生
はその他費用を割引いたします。

お片付けが苦手な方でも大丈夫！
！整理収納はモノと
向き合うことから始まります。基本的な 整理の考え
方 、具体的な 整理の方法 、実
践的な 収納のコツ を事例を交
えて詳しく学ぶことができます。
＊申込締切日までに受講料をご入金
ください。
＊申込締切日以降のキャンセルはご
返金できかねます。

1日 3/14（土）申込締切 3/7（土） 1日 3/15(日)

2,000円（税込）

申込締切 3/6(金)

講座 10:00 〜 17:00（休憩1時間含む）
17,600円(税込)
その他費用15,400円（税込/認定料・テキスト代・知育教材代含む）

辻 裕一

申込締切 3/8(日)

講座 10:00 〜 17:00（休憩1時間含む）
17,600円(税込)
テキスト代1,600円（税込）＊お持ちであれば無料 認定料4,400円（税込）

似顔絵の描き方を
学びます。特長のと
らえ方から、作品仕
上 げ ま で、有 名 人
や ご 家 族、お 友 だ
ちを楽しく描きま
しょう。

第1･3(金)13:00 〜 15:00
月額4,100円(税別)
2,050円

鳴海愛子・白竹俊貴

路 地 裏 の お 洒 落 な 一 軒 家ビストロ
「PERTICA」
に は 世 界 中 の ワイン が
1,000本以上も。
「チョークアート」体験
でワインを描いた後は、
「RED U-35」
2019受賞の実力派シェフの本格ラン
チコースとワインをシェフの楽しいお
話とともにいただきます。

5/26（火）
10:30 〜 14:00
6,980円(税込／材料費・飲食代込)

嶋田知宣

山善 明

饂飩とお酒「金爾」店主

北摂オフィス街で人気の酒と創作料理の
店「金爾」には厳選された多種多様の日
本酒が揃っています。もっと日本酒を知
り、楽しみましょう！日本酒とお酒にぴっ
たりの料理を、こだわり光る店主のとって
おきのお話を聞きながらいただきます。

本気の猫背改善

山内よしこ

4/5（日）

申込締切 5/19
（火）

10:20 阪急電車宝塚線 豊中駅南改札前
＊飲酒を含みますので20歳未満の方、及びお車・バイクでのご来場は固くお断りします。

うどん屋 山善

12:00 〜 13:00
1,800円(税別)

フラワーガーデンで
お洒落なマイハンギングリース作り体験
髙橋惠子

店主

パソコン・スマホ・携帯電話で➡

JEUGIAカルチャー

会場は➡大阪「イオンタウン豊中緑丘」をお選び下さい！

入会と受講のご案内 ●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。
…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。
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
ここ

■千里中央より
「北緑丘」で下車する場合
2番乗り場より「北緑丘団地」経由
「桃山台駅前」いき乗車
「北緑丘」停留所下車、徒歩約5分

■豊中より「緑丘」で下車する場合
2番乗り場より「西緑丘」経由「千里中央」いき乗車「緑丘」停留所すぐ

随時

ホームページからもお申し込み承ります。

《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。

体験・見学も承ります!

2 階 専門店 A 棟 フロアMAP

講師募集

■豊中より「北緑丘」で下車する場合
1番乗り場より「北緑丘団地」経由「千里中央」いき乗車
「北緑丘」停留所下車、徒歩約5分

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。

日本健康麻将協会レッスンプロ

〜楽しく健康に！
！〜

脳トレ麻雀教室

第1･3(木）14:30 〜 15:30
月額3,500円(税別)

第1・3（木）13:15 〜 14:15
月額3,500円(税別)
体験会3/5・19（木）

1,750円

【期間】
2020年

一般社団法人日本スポーツウェルネス吹矢協会
上級公認指導員

ＹＯＳＨＩＥ

早割
にご入会
体験当験日
の方
なしでご入会

心地よい呼吸と共にストレッチやポー
ズをとり、柔軟さとしなやかさ、力強さ
を導いていくヨガです。

第2･4(月）10:00 〜 11:30
月額3,100円(税別)

第2・4（木）13:00 〜 14:10
月額3,500円(税別)

満65歳
以上の方は

中島愛里

大阪音楽大学卒

無料

※年齢確認のできる身分証明書の
ご提示をお願いします。

体験会3/14・28（土）

令和二年も

JEUGIAカルチャー
人気シリーズ

地講座
全国ご当
ます!!
あり

facebook

あります!

！
いいね

藤田清縁

好きな布地で洋服を作ってみたい、着
物をリメイクしたいなどの想いを形に
しませんか？初心者からでも教えます。

よくわかる四柱推命占い

難解と思われがちな｢易｣をイラ
ストで分かりやすく解説。多種多
様なことが占えてアドバイスも得
られます。

第1・3（木）13:00 〜 14:30
月額6,100円(税別)

第1・3（木）14:45 〜 16:15
月額6,100円(税別)

体験会3/19（木）13:00 〜 14:00 今回のみ1,000円

難波洋子

第1･3(金)13:00 〜 14:30
月額4,000円(税別)
体験会3/6・20（金）

第2･4(火)10:45 〜 12:00
月額5,100円(税別)

甲斐四柱推命学院専任講師

第1･3(木)10:30 〜 12:00
月額6,100円(税別)
3,050円

2,000円

2,500円
（税込）

世界で最もポピュラーなウェイト版のタロ
ット。超初心者向けの講座です。
スミス女史
の描く美しく描かれた物語を読み解きなが
ら、貴方の未来を予測しませんか？貴方の
知らないカードの世界が広がっています。

体験会3/19（木）14:45 〜 15:45 今回のみ1,000円

CELTA英会話教師

英会話のスキルをもっと磨いてみませんか？日常の出来事や自分
の考えを簡単な英語で話せるようになりたい方、もっと英語ネイ
ティブスピーカーの話を聞き取れる
ようにリスニング力をアップしたい
方、一緒に英会話を学びましょう。

ウェイト版 タロット
大東あん

2,000円

日常の英会話
東堂マリナ

Arianna主宰

2,100円

声楽家

童 謡 唱 歌から日本、世 界 の 名 曲ま
で、幅広いジャンルのリクエストを
中心に、みんなで楽しく歌います。
伴奏つき。

第4（金)10:00 〜 12:00
月額2,100円(税別)
500円
300円程度

アートダンスプロダクション所属

なんとなくやめちゃったバレエも、
こ
の講座なら続けられそう。他ジャンル
ダンスの基礎作りとしても、おすすめ。

4,550円

尼川香陽子

甲斐四柱推命学院准教授

独学では習得しにくい四柱推命
を、基礎から丁寧に分かりやすく
お教えする、初心者向けの楽し
い講座です。

北條知子
バレエスクール

〜童謡から世界の名曲〜

マンドリン奏者

布を使ったフランス伝統工芸。実用的
なインテリア小物を１レッスンで完成。
基礎から学んでいただけます。

イメージで覚える易タロット
南谷真理子

甲斐四柱推命学院准教授

おとなのクラシックバレエ

こころの歌

カルトナージュ (初級)

暁書法学院講師

体験会3/10・24(火)

2,000円

ダンスの基礎トレーニングからはじめる

1,550円

第1･3(火)
15:30 〜 19:30[1回45分]
月額9,100円(税別)
1,000円

2,300円

第2・4(水)19:30 〜 20:30
月額3,100円(税別)

マンドリンはイタリア生まれの可愛
く陽気な音色の楽器です。
ジャンル
を問わず幅広く楽しめます。
マンド
リンで毎日の暮らしに潤いを！

第2･4(火)
10:30 〜 12:00/13:00 〜 14:30
月額3,100円(税別)

3,050円

あります!

多武和民

筆ペン・ボールペンには共通点があり、使
い方のコツを覚え同時に練習することで
両方が上達するユニークな講座です。

第1･3(木)13:30 〜 15:30
月額4,000円(税別)

南谷真理子

公益社団法人自彊術普及会・中伝指導員

楽しいマンドリン

筆ペン・ボールペン

ドレメ式講師

体験会3/31(火)

2,000円

1,450円

基礎から学ぶ

洋裁教室

体験会3/5(木)

第3(火)13:00 〜 14:00
月額2,300円(税別)

(火)10:30 〜 12:00
月額5,800円(税別)

第2･4(土)
【入門】12:30 〜 13:30
【初 級】14:35 〜 15:35
【初中級】15:40 〜 16:40 月額6,100円(税別)

2,000円

入会金

第2・4（月）13:30 〜 14:40
月額4,000円(税別)

太りすぎ、肩こり、腰痛、高血圧等の予防に最適な健康体
操。運動不足も解消！ご高齢でも大丈夫です。
どなたでも
お気軽にご参加下さい。

神戸六甲二胡教室認定講師

YJWチーフダンスインストラクター

ゆっくりとダンスの基礎を行いタップの基
本のステップとたのしい振付を致します。
座っての参加も可能です。

吉田眞基子 他

＊個人レッスンもあります。

第1・3（水）13:00 〜 14:10
月額4,000円(税別)

タップ入門☆たのしいダンス
池田康子

〜日本最初の健康体操〜 自彊術

二胡は心に染み入る深い音色が魅力です。中国
曲や様々なジャンルの曲の演奏を一緒に楽し
みませんか？

ドレミのカナ付き楽譜と鍵盤シールで
憧れのピアノを弾ける喜びを！難しく考
えなくても大丈夫です。初心者の方で
もすぐに両手で弾けるようになります
よ。気軽にピアノを楽しみましょう♪

2,000円

体験会3/13・27(金) 今回のみ1,000円

1,000円

自分のペースで無理をせず、楽しみな
がら、
ストレッチと体幹を使って若々し
い身体を目指しましょう。

1,750円

二胡を楽しもう

ボードゲームクリエイター

第2・4(金)14:00 〜 16:00
月額4,000円(税別)

ストレッチ&体幹トレーニング

1,750円

中高年から始めるらくらくピアノ

石戸やす子

【小3 〜小6】

スタジオK専任講師

ヨガインストラクター

ボードゲームスクール
脳を鍛える要素「クリアしたい」
が本気の姿勢を引き出す非常
識な学び体験で、
ステキな私を
目指しましょう！

体験会3/13・3/27（金）

キレイに引き締めヨガ

気軽に出来る健康効果の秘訣は腹
式呼吸をベースとしたスポーツ吹矢
式呼吸法です。精神力･集中力が身
につきます。

河合泰代

第2・4(金）

脳のパーソナルトレーニング
まっさん

ボードゲームクリエイター

【小1 〜小2】

〜アロマの香りを感じながら〜

スポーツ吹矢健康法

主宰

2,400円
1,000円(税込)

自主性を伸ばすためには学ぶ目的を明
確にすること。学校や塾では教えてもら
えない、社会性が身につく習い事です。

AFFA認定
マットサイエンスインストラクター

ピラティス×ヨガで心と体を整えていきま
す。特に体幹部（コア）
に焦点をあて美しく
しなやかな体を目指します。

体験会3/5・19（木）

1,000円
2,000円

16:30 〜 17:30
17:30 〜 19:00
月額2,400円(税別) 月額3,000円(税別)

世界各国のリズムと音楽にのせて楽しく踊
るエクササイズ。脂肪燃焼や体力の向上な
ど嬉しい効果も期待できそう♪

小山英明

まっさん

〜美しくしなやかなカラダへ〜

アトリエ彩の森

粉状にしたパステルと型紙を使って描く、優しい色
彩のアートです。経験問わずどなたでも楽しんでい
ただけます。

ボードゲームスクール

日本健康麻将協会レッスンプロ

コア・ヨガ
ペガ

ZUMBAインストラクター

堀田愛子

第2(火)10:00 〜 12:00
月額2,400円(税別)

2,050円

ZUMBA 〜ズンバ〜

癒しのパステルアート

『考える力』
が身につく！

第2･4(金)14:30 〜 16:30
月額4,100円(税別)

ダンスフィットネスエクササイズ
ペガ

Ⓑ【初級〜中級】

当講座は
【飲まない・賭 け ない・吸 わ な
い】
をモットーとした健康マージャン教
室です。
ユニークな指導方法でマージャ
ンを覚え、楽しく脳の活性化が出来る空
間作りを目指しております。

第2･4(金)11:00 〜 13:00
月額4,100円(税別)

〜指で描く〜

日本将棋連盟指導棋士 初段

（経験無し）13:00 〜 13:45
体験会3/22(日)
（経験有り）14:00 〜 15:30

徳川孔明

当講座では、
ユニークかつわかり
やすくをモットーにマージャンを
教えます。初めての方でも、一から
丁寧に教えさせていただきます。

いい
ね！

06-4865-3530

［電話受付］10時〜20時（日曜：10時〜17時まで）

体験・見学・受講等
事前のご予約を
お願いいたします

■千里中央より
「緑丘」で下車する場合
3番乗り場より「西緑丘」経由
「豊中」いき乗車「緑丘」停留所すぐ

Ⓐ【入門〜初級】

1,500円

女性のための健康マージャン教室

※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。

レモンズガーデン（大阪府豊中市北条町3-4-26）

第1・2･3(日)

発行日：2020.2.21

〒560-0002
豊中市緑丘4-1 イオンタウン豊中緑丘 2F
https://culture.jeugia.co.jp/

13:35 〜 15:05
15:15 〜 16:45
月額6,000円(税別) 月額6,000円(税別)

3/24（火）17:30 〜 18:30

徳川孔明

ホームページ

元竜王の糸谷哲郎八段や、故村山聖九段ら11人のプロ棋士を育てた森信雄七段
が直接指導する教室です。初心者から経験者まで、
レベ
ルに応じて指導します。＊木曜日クラスもあります。

1,550円
マウスピース代100円

シニア 割

発行：十字屋Culture株式会社

2階

からも
体験・見学・受講等
事前のご予約を お申し込み承ります。
お願いいたします 検索 JEUGIAカルチャー

森 信雄 日本将棋連盟棋士 七段 森 幸士 日本将棋連盟棋士 普及指導員 來海孝之

クラフトマンエッセンス代表

第2･4(火)17:30 〜 19:00
月額6,000円(税別)

1,000 円 割引

①10:00 ②13:30 阪急電車宝塚線 服部天神駅 大阪（梅田）方面改札前 ＊会場直接も可。

バスをご利用のお客さま

な

ジュニアストリートダンス（フリースタイル）

永田紗戀の花咲く書道

【年中〜中学生】

全6回

「プログラミング学習」
と
「モノづくりの成功体験」
を同時に得られる特別カリキ
ュラム。
ダンボール素材のロボットを組み立て、専用アプリでプログラミングを
して自在に動かします。新しい時代に向けた子供達の才能
を伸ばしましょう！

（税別）

①10:30 〜 12:30 ②14:00 〜 16:00
各5,650円(税込／材料費・お花代込) 申込締切 3/17(火）

ご入会受付中
〒560-0002 豊中市緑丘4-1 イオンタウン豊中緑丘2F

小寺 誠

入会金

3/24（火）

9:50 阪急電車宝塚線 服部天神駅 大阪（梅田）方面改札前

ロボットプログラミング教室

または体

㈱レモンバーム代表取締役

ガーデニングとインテリアグリーンで人気
のガーデンショップ
「レモンズガーデン」。
50種類もの植物の特徴など分かりやすい
解説を聞いた後、
たくさんあるお花の中
からお好きな花を選んで自分好みのハン
ギングリース作り体験をします。

申込締切 4/17
（金）

お得

水曜絵画教室 水彩〜油絵

森信雄七段 こども将棋教室

【小2〜小6】

2,050円

!
割引 3/31㈫

日 4/25(土)
1
講座

12:00 〜 13:00
1,800円(税別)

3,510円(税込／保険料・材料費・食事代込)

＊飲酒を含みますので20歳未満の方、及びお車・バイクでのご来場は固くお断りします。

骨盤の歪みやねじれは、下半身太り
や冷え症の原因。整体師が骨盤改
善と、気になるポッコリお腹・むくん
だ太もも・タプタプ二の腕・二重ア
ゴ・顔のたるみなどの改善方法をお
伝えし、
日常生活でもできる簡単な
エクササイズをご指導します。

日 3/28(土)
1
講座

4/22（水）
10:00 〜 13:00

11:40 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅北改札前

整体師
日本肥満予防健康管理士認定講師
元日本ウェルネス専門学校講師

猫背は万病のもと。様々な病気に
深く関係します。頭痛・肩こり・首
こり・慢性疲労…など。
また、内臓
への負担で、胃腸の位置が下がり、
ポッコリお腹や便秘、消化不良も。
整体師が猫背タイプ別に改善方法
をご指導します。

完全自家製麺でダシにもこだ
わる
「うどん屋 山善」で店主
から直接手打ちうどんのノウ
ハウを学びます。体験後のう
どんはその場で美味しくいた
だきましょう。
うどん種（4人
前）は お 持 ち 帰り。
ご家庭で
も、手作りの味をお楽しみく
ださい。

12:00 〜 15:00 申込締切 3/29（日）
6,490円(税込／飲食代込)

整体師の骨盤改善と もう太りたくない！！
気になる部分集中ケアエクササイズ

整体師の健康になるための

現
地
講
座
〜ワイン満喫！〜
きき酒体験！！〜こだわり抜いたお酒と料理〜 大阪ダシで人気のうどん店
北摂の隠れ家名店ビストロでワインを学びワインを描く 日本酒の魅力を味わう
「山善」で手打ちうどん体験
NOANOＡ ＣＨＡＬＫＡＲＴ ＷＯＲＫＳ 主宰
PERTICAシェフ

日本人物画協会会員
日本顔学会会員

06-4865-3530

「才能を伸ばす！」小学生向け

まで

講座 13:00 〜 14:30
2,500円(税別)

藤丸直子

教育改革が進む現代社会において子ども達には
『自
分で考える力』
が必要とされています。
自立と自律
をテーマに大人達がどのようにサポートするかを学
びます。

整理収納アドバイザー
整理収納教育士認定講師

10:00〜20:00
（日曜17：00迄）

はじめての☆似顔絵

絵本作家

第1･3（月）
10:30 〜 12:30
月額4,100円(税別)

整理収納アドバイザー 2級認定講座

整理収納教育士認定講師

やさしい植物画
矢間芳子

1,500円
800円（税込）

自考力マイスター認定講座

3,050円

ヴィクトリアンフラワークラフト

● 見つけよう 新しい自分 素敵な仲間 ● ジャンル豊富に150講座以上が集う 総合カルチャーセンター

新規

第1･3(土)10:00 〜 13:00
月額6,100円(税別)

季節の草花を観察
しながら描きます。
花 た ち をくわしく
見 て いると自然 の
美しさや不 思 議さ
を発見します。

2,100円
2,800円（税込）

1,000円

1日 3/9（月）

日本舞踊指導

日 本 舞 踊(古 典、小
曲、端 唄、小 唄）、現
在リズ ム の 曲 を 着
物で、
日本舞踊の振
にて踊ります。

第1･3(金)10:00 〜 11:15
月額3,800円(税別)

花文字ソムリエ協会認定講師

第1(土)
10:30 〜 12:00/13:30 〜 15:00
月額2,400円(税別)

粟飯原直子

若柳昭翠

Na Lei Anuenue Hula Academy主宰

【中学生〜】

初心者のための「写真教室」

お申し込み受付中です

Fleuｒ Joue 主宰

縁起を招く花文字を描き飾りましょう

第4(火)
15:00 〜 16:30
月額2,100円(税別)

『触れるだけ』世界
一簡単なペットケ
ア。大切なペットと
の毎日をより楽し
く！ペットの為の健
康法。

Ｎａｌｅｉａｎｕｅｎｕｅｏｋｅｋａｉ
（多賀洋子）

1,550円

吉祥花文字は縁起の
良い絵柄を使って描
く文字です。絵が苦手
でも大丈夫。楽しく花
文字を描きましょう！

国際ウェルネス協会公認セルフケアマスター
さとう式リンパケア公認インストラクター

HULA（フラダンス） 若柳流 日本舞踊

1,900円

季節に応じたデザインを
提 供し、作り込 んだアレ
ンジに仕上げます。
自然
の花にはない色合いや質
感を半永久的に保て、贈
り物やインテリアに最適！

アニマルセラピーペットケア講座

1,000円

︽お電話・店頭・WEB にてご予約承ります︾

西山めぐみ

（月）19:30 〜 20:30
月額6,200円(税別)

アメリカで生まれた
ペーパークラフトホ
ビーです。思い出の
写 真を使って 素 敵
な作 品を作りませ
んか？

2,100円

第2・3・4（金）16:00 〜 18:00
月額4,050円(税別)

1,000円

(金)18:30 〜 19:10
月額4,000円(税別)
1,000円

サクラクレパスメモラビリアート
スクラップブッキング認定講師

松下稔子

子供の時に、正しい
書き順・書き方を身
につ けることが 大
切 で す。硬 筆・毛 筆
か、
または両方を学
んでいただけます。

ハワイのエインズ
レイ先生が認定し
た講師が基礎から
優しく丁寧にお教
えし ま す。笑 顔 で
楽しく踊れます。

（月）17:30 〜 18:15
月額5,200円(税別)

1,000円

スクラップブッキング

暁書法学院講師

1,000円

ダンスインストラクター

1,500円
1,500円

【4才〜中3】

岡本飛雲

第2･4(水)
16:00 〜 17:00
17:00 〜 18:00
月額2,000円(税別)

1,000円

【小4〜小6】

第1（火）
第3（火）
18:00 〜 19:00 18:00 〜 19:00
月額1,500円(税別) 月額1,500円(税別)

第1･3(水)
16:00 〜 17:00
17:00 〜 18:00
月額2,000円(税別)

【3才〜6才】

師範代

体 で 感じ知る事か
ら始め体の働き方
を学ぶ。美しい身の
こなしこそ躾です。
和して動ぜずの合
気の心を育てます。

【3才〜中3】

リズムでダンス

【小1〜中3】

松田良和

【4才〜6才】

保存版

子どもかきかた教室
〜筆と硬筆〜

日本ペン習字研究会理事・審査員

基礎から始め、硬筆・毛筆練習
可能。正しく書くコツを学び、
き
れいに書く楽しさを実感し、上
達しましょう！

（火）19:40 〜 20:55
月額6,200円(税別)

春期号
講座案内

体験会「チョークアートを描こう！」3/17（火）

1,000円

【日ペン】子ども習字教室
〜硬筆と筆〜
佐藤秋香

基礎をかため、応用させてダンス
のスキルを上げていきます♪筋
トレなど、体作りもしっかりしてい
きます。

2020

第3(火)17:00 〜 18:00
月額1,500円(税別)

【ジャンプクラス】
（1歳7ヶ月〜）

500円

ダンスインストラクター

ダンスの持つ、楽し
さ、
かっこ よ さ を、
みんなで共有しま
す。初 心 者 の 方 も
大 歓 迎 で す。み ん
なで踊りましょう！
！

【年少〜】

NOANOA CHALKART WORKS 主宰

鉛筆デッサン、水彩画、
チ
ョークアート、
スクラッチ
アート、
ステンシル、
アクリ
ル画…。いろいろなアート
の世界を楽しみましょう。

第2・4(水)

スポーツチャンバラ

講座 10:00 〜 12:00/13:00 〜 15:00
3,520円（税込）
3,800円(税別)

鳴海愛子

【ステップクラス】
（7ヶ月〜1歳6ヶ月）

500円

協力:株式会社タミヤ☆

こどもアート教室

大阪音楽大学音楽学部卒
ママと一緒に！ハッピーリトミック専任講師

音を聴き、感じ、感覚で理解する楽しい音楽レッスン。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。伸びる可能性を大
きく育てます。

第1･3(土)12:30 〜 13:30
月額3,000円(税別)

1日 4/18（土）または5/23（土）

ママと
一緒に！
木下めぐみ

【小学生】

体験・見学・ 入会

遊びながら育む論理的思考力と想像
力！
！タミヤのコンピューターを使わな
い親子カムプログラムロボットを親子
で組み立て（一部組み立て済）、
モノづ
くり体験を通して発想力や創造性を豊
かに育み、具体化するために必要な論
理的思考プロセスを身に付けます。お
やっさんと一緒に楽しく学びましょう。

ハッピー・リトミック

キッズスポーツチャンバラ

【小1〜】

体験会3/19(木)10:30 〜 11:30

3,050円
今回のみ1,000円

コピー代

はじめてのマナカード
池田康子

マナカードアカデミー認定マナカードセラピスト

44枚の美しいマナカードは
ハワイの植物や神話等描か
れ深い意味があります。
ご一緒に癒しと共に学びま
せんか！

第3(火)11:30 〜 12:30
月額2,300円(税別)
体験会3/31(火)

2,300円
200円

