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キッズプログラミング教室〈小1〜小6〉

まなびの場、
ひとの集い、ここにあります。

キッズチアダンス
3歳〜小学校低学年を対象としたキッズチアダ
ンスです。ポンポンを持って楽しく元気に踊りま
しょう！未経験者大歓迎。見ている人に元気を与
えられるダンスを目標にレッスンしています♪

プログラミング学習用ソフト
「Scratch」
を使い、
基本的なプログラミング学習からゲーム作りま
で取り組んでいきます。
プログラミングの技術を
活かした学習で、子どもたちの創造力、
自己解決
能力を育みます。＊PC（パソコン）不要

第1・3(木)

第1・3(金)
Ⓐ17:00 〜 18:00 Ⓑ18:10 〜 19:10
月額5,500円(税込)
＊体験は17:30 〜 18:30

16:00 〜 16:40
16:45 〜 17:45
月額3,740円(税込) 月額3,960円(税込)

1,100円

500円

1,100円

森信雄七段将棋教室

遊べるおもちゃや実験道具を作ってみよう！

森 信雄

クラフトマンエッセンス代表

3,300円

暮らしを豊かに

季節を感じるフラワーアレンジメント
お花のある暮らし。大好きなお花
に触れて季節を感じましょう。時
と場所に合わせたアレンジなの
で、お部屋のインテリアや、
プレ
ゼントに最適です。心に残る花を
お楽しみ下さい。

第2(水)11:30 〜 13:00
月額2,310円(税込)
「ラウンドアレンジ」

カリグラフィー

こども空手教室

ジュニアストリートダンス（フリースタイル）

平野和夫

沖縄三線

ナイフ１本で石けんやフルー
ツに美しい模様を施していく
タイのアートです。初心者、
シ
ニアの方も大歓迎です。

第1・3(金)13:30 〜 15:30
月額6,600円(税込)

第1(木)10:30 〜 12:30
月額2,750円(税込)

2,310円
3,300円

「木の葉のトレー」
1,100円

2,200円

筆ペンはがき絵

駒林一輝

越智タツヱ

日本プロ麻雀協会所属

〒560-0022 大阪府豊中市緑丘4-1
イオンタウン豊中緑丘2F
検索 JEUGIAカルチャー

https://culture.jeugia.co.jp

鳴海愛子

第4(木)10:00 〜 12:00
月額2,530円(税込)

②【高1〜大人】

①【小1〜中3】

第4(日)14:00 〜 15:00
月額1,650円(税込)

第2・4(木)
16:00 〜 17:00【ケイキクラス】
（3才〜年長）
17:00 〜 18:00 【ジュニアクラス】
（小1〜中3）
月額4,070円(税込)

森信雄七段 こども将棋教室〈年中〜中3〉

豊中こども将棋教室 緑丘校〈年中〜中3〉

森 信雄

來海孝之

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

日本将棋連盟指導棋士

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。

当教室は幼稚園のお子様から
経験・未経験問わず通われて
おり、
どなたでも気軽に将棋
を始めることができます。

第1・2・3(日)
13:30 〜 15:10 Ⓐ【入門〜初級】
15:15 〜 16:55 Ⓑ【初級〜中級】
月額7,260円(税込)

第1・2・3(木)
16:00 〜 17:30 Ⓐ【入門】
17:30 〜 19:00 Ⓑ【初級〜中級】
月額7,260円(税込)

2,420円

【日ペン】子ども習字教室
〜硬筆と筆〜〈3才〜中3〉

佐藤秋香

日本ペン習字研究会理事・審査員

日本書芸院師範
読売書法会会友

550円

子どもかきかた教室

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！＊水曜日クラスもあります。

元気っ子集まれ！楽しくおけい
こし、挨拶もできる子に。毛筆・
硬筆練習可能。親子でのおけ
いこも大歓迎！

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。

第2・4(日)
14:30 〜 15:30/15:30 〜 16:30
月額2,860円(税込)

月3回(木)
17:00 〜 19:00＊ご都合のよい時間にお越し下さい。
月額5,280円(税込)

第2・3・4(金)
16:00 〜 18:00＊ご都合のよい時間にお越し下さい。
月額5,115円(税込)

200円

1,100円

1,100円

リズムでダンス〈3才〜6才〉

はじめてのダンス〈4才〜6才〉

NARU

Yuumi

ダンスインストラクター

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。

(月)17:30 〜 18:15
月額6,380円(税込)

大阪ダンス＆アクターズ専門学校卒 インストラクター

第1・3(火)17:40 〜 18:25
月額3,520円(税込)

(月)18:20 〜 19:20
月額7,480円(税込)

1,100円

子供合気武道〈小1〜中3〉
松田良和

白鳳流合気武道

三段

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。

1,100円

Lei Pua Melia 主宰

第1・3(火)18:30 〜 19:30
月額4,070円(税込)

1,100円

楽しく学べる〈10才〜小6〉[1回30分]

アコースティックギター
森下周央彌

大阪音楽大学 ジャズ科卒

第1・3(日)10:00 〜 17:00
第2・4(木)13:30 〜 21:00
月額6,160円(税込)

こどもフラ〈小3〜中3〉

第2・4(土)10:00 〜 11:00
月額4,070円(税込)

大鶴華子

1,100円

＊楽器レンタル無料

2,200円（税込）

縁起柄で文字を描く

楽しいコーラス
大野由香利

4,500円（税込）

花文字教室〈5才〜大人〉

コーラスリハビリ協会

野村豊晶

マスター講師

花文字ソムリエ協会認定講師

1,430円

体験会5/14(金)

ボディメイクストレッチ

2,200円
100円

美脚健康ウォーキング
〜やせる3拍子ウォーク〜
酒巻有紀

1,650円

日本DFWALK協会認定講師
フット＆シューズアドバイザー

若松明香

NPO法人日本ヨガ連盟認定インストラクター

一 般 社 団 法 人 日 本DFWALK協 会 代
表、山口まゆう著書「医者が絶賛する
歩き方 やせる3拍子ウォーク」
を実践。
姿勢作りから3拍子ウォークで健康的
で美しい歩き方まで日頃から実践で
きる方法をお伝え致します。

アロマの香りに包まれて、長
い間習慣づいた身体の偏り
を自分自身で感じ気付いて、
楽しく整えていきます。

第2・4(月)13:30 〜 14:40
月額4,400円(税込)

第3(火)13:00 〜 14:00
月額3,300円(税込)

第1・3(水)19:15 〜 20:30
月額4,400円(税込)

2,200円

ママと
一緒に！

ハッピー・リトミック
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

1,650円

3,300円

2,200円

ハワイアンセラピーマナカード
池田康子

パーソナルカラー講座
友田佳美

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！

2,750円

NPO日本パーソナルカラー協会認定本部講師

「何が似合うの？」
ってお洋服選び
に迷いはありませんか？パーソナル
カラーを知ることであなたに似合
う色選びが解決します。
ワンランク
アップの魅力を見つけることが出
来ますよ。

第3(火)11:30 〜 12:30
月額2,750円(税込)

1日 5/24㈪ 10:30 〜 12:30
講座

220円

800円

リラックスアロマヨガ

体幹を使ってストレッチを
することで、
メリハリのある
体のラインになり、美しい立
ち姿や背中をつくります。

第2・4(水)
10:30 〜 11:30【ステップクラス】(2019.10.1〜2020.9.30生)
11:30 〜 12:30 【ジャンプクラス】(2018.4.2〜2019.9.30生)
月額4,290円(税込)
1,100円

1日 5/9 ㈰ 13:00 〜 15:00
講座

第1(土)
10:30 〜 12:00/13:30 〜 15：00
月額2,750円(税込)

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(月)16:00 〜 20:30
月額8,360円(税込)

17,600円（税込） 申込締切 5/23（日）
テキスト代・認定料・試験料7,700円（税込）

第2･4(金)13:00 〜 14:00
月額4,400円(税込)

第2・4（金）10:00 〜 11:00
月額2,860円(税込)

木下めぐみ

大阪音楽大学卒

初心者から経験者、上級者の方までそ
の方に合ったレッスンを致します。
クラ
シック〜ポップスお好きな曲や憧れの
曲を楽しく演奏してみませんか？基礎も
しっかりと！腹式呼吸をしながら両手も
使いますので健康にも良いですよ！

1日 5/30㈰ 10:00 〜 17:00（休憩1時間含む）

縁起のよい絵柄を組み合わせて
艶やかな文字にします。絵が苦手
でも大丈夫。楽しく花文字を描き
ましょう！

1,100円

〜大人〉
楽しくフルートを♪〈小1
[1回45分]

＊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。

LiME(ライム)代表

声の若返りを目指す発声法
で一緒に歌を楽しみましょ
う。昭 和 ポップス、懐 かしの
曲で心も体もリフレッシュ。

1,100円

キッズHIP HOP〈小学生〉

米田悟史

南米発祥の打楽器
「カホン」
。
カホン
メーカー
「LiME Cajon(ライム カホン)」
の職人からカホンについて学び、
手作
りします。
デザインも名前を書いたり、
色を塗ったり、
スタンプを押したり…
自由に楽しめます。
最後に手作りカホ
ンで曲に合わせてみんなで演奏して
みましょう。

太極拳は年齢を問わず、健康法とし
て学べる運動です。ゆっくり呼吸しな
がら動くことにより、体幹が鍛えられ
ます。又、血液循環を良くし体力・免
疫力UPにつながります。
これから始
められる方におすすめの講座です。

スタジオK専任講師

第2・4(土)12:00 〜 13:00
月額4,070円(税込)

「アコギを楽しみたい方」
「基 礎 から学 び た い 方」
など、
それぞれのレベル
にあわせて楽しいレッス
ンをしています。
＊エレキギターも可

(金)18:30 〜 19:10
月額5,060円(税込)

Yuri Kaleonahe 木村

1,100円

1,100円

みんなでHIPHOP〈小学生〉

〈3才〜小2〉

フラは表情や手脚の動きなど、からだ全
体で曲に描かれた物語を表現します♪小
さな子供らしい曲を、楽しく踊りましょう。

音に合わせてジャンプしたりステ
ップをふんだりして、身体を動かす
楽しさを知ってもらいたいです！
！

講座

中国武術研究会指導員

オリジナルカホンを作ろう！

片づけ遊び指導士認定講師・整理収納アドバイザー・整理収納教育士認定講師

講座

1,100円

こどもフラ リコ(小さな花)

藤丸直子

1,100円（税込）

〜カホン職人直伝〜〈年長〜大人〉

片づけ遊び指導士認定講座
子どもの 興 味 は『遊 ぶ 事』
『おもち
ゃ』からはたくさんの学びがありま
す。遊びから整理収納を学ぶ力『指
導士』
を目指しましょう！

笹山真美

暁書法学院講師

(所要時間45分程度)

〈年中〜小6〉1,100円（税込）
〈中1 〜大人〉1,650円（税込）

整理収納教育士認定講師

21,670円（税込） 申込締切 5/22(土)
テキスト代・認定料・試験料12,930円（税込）

（株)いわさき 食品サンプル制作体験担当

食品サンプルのパイオニア企業(株)いわさきとの
コラボ企画！
！食品サンプルの歴史を学び、実際に
サンプル制作体験。
オリジナルのサンデーメモスタ
ンドを作ります。
「本物あてゲーム」
では正解者には
素敵なプレゼントをご用意しています。食品サンプ
ルの世界にふれ、楽しみましょう。＊パフェでも可。
1日 5/16㈰ ①10:00 〜 ②11:00 〜 ③13:00 〜
講座
④14:00 〜 ⑤15:00 〜 ⑥16:00 〜

子どもの自立力を促進させるための整理収納
教育方法を学べ、教育現場や日々の生活で活
用できるスキルを身につけられる認定講座で
す。教育者の方、お子様の忘れ物や片付けにお
悩みの方にぜひ！
（整理収納アドバイザー1級
予備講座の受講資格が得られます。）
＊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。

はじめての太極拳

〜筆と硬筆〜〈4才〜中3〉
岡本飛雲

藤丸直子

〈年中〜大人〉

〜サンデーメモスタンドを作ろう！
！〜 ＊年中・年長は保護者同伴

①10:30 〜 11:30 ②13:00 〜 14:00
1,650円（税込）

1日 5/29㈯ 10:00 〜 17:00（休憩1時間含む）

＊小学生以下は
保護者同伴。

千草会理事

講座名の一部または講師名を入れるだけでも検索できます！

「地域」＋「会場名」＋「フリーワード」
の３つを使って検索!

山田律雄

整理収納教育士認定講座

KUKKIWON
（韓国国技院）認定2段
リンクステコンドーアカデミー所属U40型選手

月3回(水)17:30 〜 18:30
月額4,950円(税込)

こども書道教室〈5才〜大人〉
久野梢雲

1,100円

体験会4/15(木)14:45 〜 15:45

3,685円 今回のみ1,100円

食品サンプル制作体験

1日 4/29(木・祝)
講座

第1・3(木)
14:45 〜 16:15
月額7,370円(税込)

簡 単 左記のコードをスマートフォンで読み取り 実施会場の選択を
検 索 講座検索ページにある「フリーワード」内に お間違いなく!

講座検索
ページは
こちら▶▶

NiziUを踊ろう！
！
①「Make you happy」②「Step and a step」
大好きな音楽に合わせて、楽しく一緒に踊りましょう！はじ
めての方大歓迎です。
ダンスの基礎やリズム感も身につき
ますよ。

体をたくさん動かしてストレス
発散！ストレッチから始めます
ので 運 動 不 足 の 方も安 心で
す。現役型選手が指導します。
親子での参加もOKです。

2,420円

3,685円

チアダンススクールclappies代表
元プロ野球専属チアリーダー

ASAMI

楽しいテコンドー（WT）入門〈年長〜小6〉
田島宏美

初段

イメージで覚える易タロット

〜人気曲の振り付けをマスターしよう！〜〈年中〜小6〉

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。

1,100 〜 1,650円

3,685円

体験会4/15(木)13:00 〜 14:00 今回のみ1,100円

ちびっこアイドルダンス

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。

1,650円

第1・3(木)13:00 〜 14:30
月額7,370円(税込)

体験会4/15(木)10:30 〜 11:30 今回のみ1,100円

06-4865-3530

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。

第1・3(木)10:30 〜 12:00
月額7,370円(税込)

※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。※記載の金額には消費税を含みます。

ハラウ オ ナーププヒククイマイカヒキナ専任講師

南谷真理子

甲斐四柱推命学院専任講師

世界で最もポピュラーなウェイト版のタ
ロットの初心者向けの講座です。パメラ
コールマンスミスが描く美しい絵柄を読
み解き、
カードにまつわる背景も覗き見
しつつ、
あなたの知らなかった未来を予
測してみませんか。

①1,100円 ②2,530円
100円

ニュースも是非!

よくわかる四柱推命占い

ウェイト版 タロット
大東あん

2,178円

2,530円

1,870円

歌人

月額2,200円(税込) 月額2,530円(税込)

ハワイアン・フラ

NOANOA CHALKART WORKS 主宰

生涯学習開発財団認定 ビーズインストラクター

第1(水)13:00 〜 14:30
月額1,870円(税込)

10時〜20時

日曜こどもアート教室〈年少〜〉

五反田都美子

暁学園所属

第2・4(金)11:00 〜 13:00
月額5,170円(税込)

第2(土)10:00 〜 12:00

●体験・見学・受講等、事前のご予約をお願いいたします●

〜基礎からはじめる〜

ビーズステッチ＆オートクチュール刺繍アクセサリー
自分時間を彩りのある楽
しい時間にしていただけ
ます。上 品で 普 段 使 いも
出来る作品をご用意して
おります。

これから短歌をはじめたい方
を対象に、色々なワークを通
じて短歌を作る講座です。
ま
だ作ったことがない方もお越
し下さい。

当会場の
TOPページは
こちらから

550円

筆ペンの特徴を利用して絵を描き
一言添える講座。筆を持ったこと
のない方でも絵に自信がない方
でも大丈夫です。
カラーの筆ペン
を使えば華やかに仕上がります。

短歌 はじめの一歩〈小1〜大人〉

総合TOPは
こちら

［電話受付］10:00〜20:00 《お電話・店頭・WEBでお申し込みいただけます》

「ソープカービング」

2,750円

女性限定の講座です。麻雀をしなが
ら楽しく頭の体操をし、友達作りをし
ませんか。麻雀をすることにより、頭と
指先をたくさん活用するので認知症
にも効果的です。初めてで不安な方
も講師が一から丁寧に指導します。

なべとびすこ

06-4865-3530

STUDIO SUK CAI認定講師

初心者の方は、彫刻刀の持ち方か
ら指導。写真額やお盆、鏡などを
各々の進み具合、
レベルに応じて
進めます。

女性のための健康マージャン教室

ゆっくり楽しむフラメンコ

●受講・体験・見学のお申し込みは、
事前のご予約をお願いいたします。

白須ゆき

木彫はちのす会所属講師

2,585円

英語でうたうジャズ＆ポップス

フルーツ＆ソープカービング

はじめての木彫り

フラワーデザイナー
クリスタルフラワーデザイナーズ公認講師

HIROMI

クラシックバレエ

七段

第2・4(月)13:00 〜 15:00
月額6,600円(税込)

第2・4(水)17:00 〜 18:30
月額4,400円(税込)

新世写真塾 ―フォト・アドバイス―

日本将棋連盟棋士

森信雄七段が直接指導する教室で
す。棋力に応じて的確なアドバイス
をします。

新感覚の工作教室。おもちゃを作って遊んだ
り、道具を作って、実験・観察します。
モノの仕
組みも学べ子供達の知的好奇心も育みます。

和のイラスト講座

【年長〜小3】

【年少・年中】

わくわく工作教室！〈小2〜〉
小寺 誠

チアダンススクールclappies代表
元プロ野球専属チアリーダー

ASAMI

プログラミング童子ラボ代表

3,300円（税込）

申込締切 5/17(月)

450円（税込）

