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発行月：2022年2月

和のイラスト講座〜はがきに描く〜

【木曜日クラス】

和のイラストレーター
グラフィックデザイナー

あゆゆう

鮎裕

第2(木)13:30 〜 15:30
月額3,190円(税込)

ニットアドバイザー

所神根孝二

第2(金)13:00 〜 15:00
月額2,640円(税込)

2,750円

クラシックバレエ／ミィバレエスタジオ

500円

2,640円

暮らしを豊かに はじめての木彫り
平野和夫

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。
写真画像「スマホスタンド」

生涯学習開発財団認定 ビーズインストラクター

ビーズステッチ・ビーズ刺
繍・ジュエリークロッシェ
など、
さまざまな技法を基
礎から学べる講座です。

第4(木)10:00 〜 12:00
月額2,530円(税込)
2,530円

グループCaroハーブ講師
JAMHA認定ハーバルセラピスト

岩橋恵子

880円

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

2,000 〜 3,000円

ハーブとアロマで暮らしを楽しく【初級】

木彫はちのす会所属講師

2,970円

五反田都美子

KOBE Pearl Collection 代表

古くなったネックレスを念珠にリメイクしたり様々なバリエー
ションのネックレスへとイメージを変えながら製作できます。
ご自宅で眠っている真珠を素敵なパールアクセサリーにリメ
イクしましょう。真珠の知識も学べま
す。天然石やパールをマッチングさ
せ、
オリジナルのアクセサリーもお
作りいただけます。

第1(火)10:00 〜 12:00
月額2,750円(税込)

永田紗戀の花咲く書道

第2･4(月)14:00 〜 16:00
月額5,940円(税込)

真珠屋さんの
パールアクセサリー＆リメイク講座

初めての方は、編み物の基
礎から始め、季節小物・雑貨
などを作ります。
ご経験者は
レベルアップを目指します。
個々のレベルに合わせた充
実したレッスン内容です。

画家

6色の透明水彩絵の具で描きます。
お手本がありますから初めての方
でもわかりやすい内容です。

1,650円

2,750円

かぎ針編み教室

新世写真塾 ―フォトアドバイス―

やなかしのぶ

紙レジンアクセサリー協会認定講師

体験会3/19(土)「彩夢（あやめ）ネックレス」

500円

ニット作家CORON

関 智恵子

第3(土)13:00 〜 15:00
月額2,750円(税込)

体験会3/10(木)「桜（花便り）」

3,190円

6色で描く水彩画

折り紙をレジン
（樹脂）
でコーティ
ングします。折り紙なのでとっても
軽くてツヤツヤのかわいいアクセ
サリーに仕上がります。全国でもカ
ルチャースクールで初の講座です。
親子での参加も大歓迎です。

あっさり少ない筆遣いでホッとす
るやさしい雰囲気の「和のイラス
ト」
をはがきに描きます。初めて
の方でも楽しんでいただけます。
＊金曜日クラスもあります。

まなびの場、ひとの集い、
ここにあります。

紙レジンアクセサリー

1,650円

楽しく美しく きもの着付け
つる谷美千緒

（公社）全日本きものコンサルタント協会会員

季節と共に変化するハーブの
魅力、園芸、
クラフト、手芸、化
粧品、料理、色々な切り口で楽
しく学んでいきます。香りの文
化を一緒に楽しみましょう。

着物姿でちょっとお出かけした
い！そんな憧れを実現する入口
に最適なレッスンです。

第1(金)10:00 〜 12:00
月額2,860円(税込)

第4(月)13:00 〜 15:00
月額3,300円(税込)

＊中級クラスもあります。

第1･3(金)13:30 〜 15:30
月額6,600円(税込)
2,200円

リフレッシュ☆ナイトヨガ

カービングレッスン

タティングレースのアクセサリー＆ドイリー

はじめてのタップダンス
池田康子

キッズストリートダンス・ジュニアストリートダンス

こども書道教室

〒560-0002 大阪府豊中市緑丘4-1
イオンタウン豊中緑丘2F

まで

3/31㈭

総合TOPページは
こちらから

当会場の
TOPページは
こちらから
検索 JEUGIAカルチャー

第1･3(水)10:30 〜 12:00
月額5,500円(税込)

第2･4(木)10:30 〜 11:30
月額4,510円(税込)

体験会3/15(火)

2,750円

2,750円

宇治鉄平

A級ファイナリスト

森信雄七段 こども将棋教室〈年中〜中3〉
森 信雄 日本将棋連盟棋士 七段 森 幸士
大久保優子 日本将棋連盟棋士 普及指導員

gaプログラミングスクール専任講師
IT企業のプロが教えるプログラミング教室です。選べる3つのコースがあ
ります。
・ゲームコース(Scratch、
Unity)・ロボットコース(LEGO・Python)
・動画コース(Adobe Prｅmiere Rush)

①第1･3(水)17:00 〜 18:30
②第1･3(水)19:00 〜 20:30
③第2･4(水)17:00 〜 18:30
④第2･4(水)19:00 〜 20:30
⑤第1･3(金)16:30 〜 18:00

⑥第1･3(金)18:30 〜 20:00
⑦第2･4(金)16:30 〜 18:00
⑧第2･4(金)18:30 〜 20:00
⑨第2･4(土)14:30 〜 16:00
⑩第2･4(土)16:30 〜 18:00

⑪第2･4(土)18:30 〜 20:00
⑫第1･3(日)10:30 〜 12:00
⑬第2･4(日)10:30 〜 12:00

月2回コース9,790円(税込 / PCレンタル費・教材費・運営費込)
月4回Wコース16,500円(税込 / PCレンタル費・教材費・運営費込）※ロボットコースは別途ロボット代

第1･2･3(日)
13:30 〜 15:00 Ⓐ【入門〜初級】 第1･3(日)
15:05 〜 16:35 Ⓑ【初級〜中級】 13:30 〜 15:00 Ⓐ【入門〜初級】
月額6,600円(税込)
月額4,400円(税込)

06-4865-3530

楽しいテコンドー（WT）入門〈年少〜小6〉

島田 築

田島宏美

全日本空手道連盟公認三段

挨拶や礼儀作法、
また基礎的な
体力作りを空手道を通して楽しく
学べます。
【入門】

(月)17:00 〜 18:00
(月)18:00 〜 19:30
月額4,400円(税込)
月額4,840円(税込)
第2･4(月)17:00 〜 18:00
第2･4(月)18:00 〜 19:30
月額2,200円(税込)
月額2,420円(税込)

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♪

月3回(水)18:00 〜 19:00
月額4,950円(税込)

第1･3(木)16:45 〜 17:45
月額3,960円(税込)

＊小学生未満は保護者同伴。

1,100円

こどものためのクラシックバレエ
アートダンスプロダクション所属

バレエ発表会で素敵に踊るた
めのクラシックバレエの基礎
をじっくり丁寧に練習するクラ
スです。

月3〜4回(水)
15:45 〜 16:30 【プレジュニアクラス】
（年中・年長）
16:45 〜 17:45【ジュニアクラス】
（小学生）
月額5,610円〜 (税込)
2,200円

バトントワリング
斉藤麻紀 他

バトントワリングクラブm★STAR主宰
日本バトン協会公認指導員

美しい 姿 勢を身につ け、柔
軟性やリズム感を養い、バト
ン技術を習得するなかで集
中力・協調性を育みます。

6,820円（税込 / 材料費込） 申込締切 5/14(土) ［各定員12名］

やなかしのぶ

子ども感性を育む絵画の世
界。幼い頃の体験は心の力
になります。個性に応じ経験
豊富な講師がていねいにお
教えします。

2,200円

12ヶ月のお花あそび ＆〈年少〜大人〉
＊年少は保護者同伴
子どもがたのしむお花の教室
片山裕子

キッズワールド
フラワースクール講師

1,100円

森 幸士

キッズマナーインストラクター

日本将棋連盟棋士
監修森信雄七段

入門からOKのこども将棋教
室です。やさしく親切に指導
します。将棋にチャレンジし
ましょう！

〈小学生〉

第3(金)16:30 〜 17:10 第3(金)17:20 〜 18:10
月額2,200円(税込)
月額2,420円(税込)
2,420円

第1･3(木)17:00 〜 18:30
月額4,400円(税込)
2,200円

100円

ママと
一緒に！

ハッピー・リトミック

木下めぐみ

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2･4(水）
10:30 〜 11:30【ステップクラス】(2020.10.1〜2021.9.30生)
11:30 〜 12:30【ジャンプクラス】(2019.4.2〜2020.9.30生)
月額4,290円(税込)
体験会4/13(水)

2,200円

〜物を掴めるダンボールロボットアームを作ろう！〜

〈小3〜〉＊保護者同伴の場合小3以下でも可。

普及指導員

小寺 誠

クラフトマンエッセンス代表

軽いものなら掴めるダンボールで出来
たロボットアーム作りの工作教室です。
輪ゴムなどの力をうまく利用して作る
ため、仕組みなどの勉強にもなります。
組み立てた後は色塗りなどをして、
自
分だけの作品に仕上げてみましょう！

1日 3/29㈫10:30 〜 13:00
講座

会員1,650円（税込）一般1,980円（税込）
1,300円（税込）

堀田愛子

アトリエ彩の森

1日 3/31㈭

第2(火)10:00 〜 12:00
月額2,750円(税込)

申込締切 3/23(水)

申込締切 3/24(木)

楽しく学べる アコースティックギター

二胡を楽しもう

7,150円（税込 / 認定料込）

中国楽器演奏家

なべとびすこ

第1(月)10:00 〜 12:30
月額2,860円(税込)

ワードゲーム
『57577』

気づきと学びのマナカード
マナカードアカデミー認定マナカードセラピスト

第3(火)11:30 〜 12:30
月額2,750円(税込)
体験会3/15(火)

イメージで覚える易タロット
南谷真理子

1,000円

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！

2,530円

コピー代程度

甲斐四柱推命学院准教授

作る楽しみ+つける楽しみ
=楽しさ2倍！使 い や す い
手作りワイヤーと天然石を
主 に 使 い、
自分 好 み に 作
れるようサポートします。

池田康子

歌人

第2(土)10:00 〜 12:00
月額2,530円(税込)

800円

ワイヤーアクセサリー認定講師
角線ワイヤーアクセサリー認定講師

1,650円

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。

基礎から学ぶ実践手相学

RuRin

3,685円

短歌 はじめの一歩〈中1〜〉

(月)10:30 〜 11:45
月額12,540円(税込)

南谷真理子

小江南曲社主宰

3,685円

これから英語を学びたい方、やり
直したい方におすすめのクラス
です。ゆっくりとしたペースで日
常の英語の聞きとり方、話し方、
文法、
フレーズなどをご一緒に勉
強しましょう。

2,750円

主宰

ワイヤーアクセサリー

第2･4(土)
13:30 〜 14:30【入門】15:40 〜 16:40【中級】
14:35 〜 15:35【初級】16:50 〜 17:50【アンサンブル】
月額7,370円(税込) ※楽器レンタル可

CELTA英会話教師

3,135円

10:30 〜 17:30（休憩1時間含む）
16,500円（税込）認定料・テキスト代 7,590円（税込）

アンサンブルクラスを新設。楽しく演
奏しましょう。
ちょっとしたヒントで上
手くなるコツをお教えします。

初心者の英会話
東堂マリナ

講座

村田順一

大阪音楽大学 ジャズ科卒

第1･3(日)10:00 〜 17:00[1回30分]
第2･4(木)13:30 〜 21:00[1回30分]
月額7,370円(税込)

1,650円

ダンボール工作教室

豊中緑丘こども将棋教室〈年中〜中3〉

社会生活で必要なマナーを身につ
けるのは幼少期から！子供を伸ばす
3つ のH（ほ める・は げます・ひろげ
る）
で、
自己肯定感を高め、
自立でき
る子供を育むお手伝いをします。

2,200円〈小学生〉

500円

第3(土)14:30 〜 16:30
月額2,860円(税込)

キッズマナー教室

〈年長〉

2,200円

一般社団法人防災備蓄収納プランナー協会
防災備蓄収納マスタープランナー

1日 3/30㈬ 10:30 〜 17:00（休憩1時間含む）

「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

第2･4(土)
13:00 〜 14:30〈年中〜小2〉
15:00 〜 16:30〈小3 〜小6〉
月額4,400円(税込)

体験会3/28(月)

森 絹代

やさしいパステルアート
粉状にしたパステルと型紙を
使って描く、優しい色彩の癒
しのアートです。経験問わず
絵心ない方でも気軽に楽し
んでいただけます。

森下周央彌

美術講師

上手に描くことよりも、形や
色を楽しむことでそれぜれ
が持つ本来の感覚を辿り、発
想力や表現力を育みます。

第2･4(月)17:00 〜 18:00
月額4,400円(税込)

1,100円

〈年長〉

久次米都

画家

防災備蓄収納2級プランナー
認定資格講座〈15才〜〉

災害から自身や家族を守るために
必要な防災備蓄について基礎から
しっかり学んでみませんか。

16,500円（税込）

こどもおえかき教室

（株)いわさき 特販部BtoC担当
食品サンプル製作体験インストラクター

講座

心理カウンセラー 産業カウンセラー
整理収納教育士認定講師 発達支援教育士認定講師

講座

個性を豊かに

子ども絵画教室〈3才〜小6〉

藤丸直子

〜食品サンプルのパイオニア企業「いわさき」へ〜
会社見学＆食品サンプル製作体験〈5才〜大人〉
＊小3以下は保護者同席

1日 5/21㈯ ①10:00 〜 12:00 ②13:00 〜 15:00 ③15:30 〜 17:30

1,650円

「発達支援教育士認定講座」は発達障害のお子さまをお
持ちの親御様やそういったお子さまとの関わり方を学び
たい先生、福祉のお仕事をされている方な
どに人気の講座です。子ども達が障害の有
無に関係なく、社会の中で、家庭の中で、役
割を持てる人に成長できるよう、子どもの自
立を促せるアイデアやヒントを学びます。

1,100円

毎月季節のテーマにそって、季節
のお花を使い、
自然に触れ合い
ながら、
オリジナルな夢のあるア
レンジ、
ガーデニングを楽しみま
しょう。

(月)
16:00 〜 17:00〈3才〜幼児〉
17:10 〜 18:10〈小学生〉
月額6,380円(税込)

山下顕子

ASAMI

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!

街中の飲食店で見かける「食品サンプル」。実際に会社を訪問
し、日本が誇る食品サンプルの歴史や製法技術などを知り、草創
期技術のロウを使用したり、現在の技術を使い『ミニ弁当製作体
験』をしていただきます。本物当てクイズ、面白サンプル撮影、コ
ンペ優秀作品も鑑賞できます。食品サンプルの楽しさ、魅力をぜ
ひお楽しみください！
（食品サンプルキーホルダーのお土産付）
【会場】(株)いわさき本社（大阪市東住吉区西今川1-9-19）

発達支援教育士認定講座

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

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。

1,100円

北條知子バレエスクール

キッズチアダンス〈年少〜小3〉

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U50型選手

現地
講座

3/30（水）
に体験無しで
ご入会の方には初回教材
（なわとび・ボール/2,200円）
をプレゼント！

体験会3/30(水)

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!

山田律雄

)

子供空手教室〈4才〜小6〉

2,200円

講座検索
ページは
こちら▶▶

アップスポーツクラブ講師

月3 〜 4回(水)
15:30 〜 16:30〈年少〜年長〉
16:30 〜 17:30〈小学生〉
月額5,610円〜 (税込)

2,200円

第1･3(月)13:00 〜 14:10
月額4,400円(税込)

2,200円

マット運動や鉄棒、跳び箱、なわとび、ボールなど豊富
なメニューにチャレンジ！運動が得意な子も苦手な子も
楽しく身体を動かしましょう。

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。

無料体験会随時受付中！

鬼塚翔太

SCA認定パーソナルトレーナー

「一生痛みのない身体を
つくる！」仙骨のゆがみを
整え、
全身の不調を根本
から改善する運動プログ
ラムです。

月3 〜 4回(土)
15:00 〜 16:00【中級ラテン】
16:00 〜 17:00【中級スタンダード】
17:00 〜 18:00【初級】
月額5,940円〜 (税込)

アップこども体操教室 3/30(水)スタート！！

日本将棋連盟棋士 普及指導員

宮田英明

JBDFプロダンスインストラクター

●体験・見学・受講等、事前のご予約をお願いいたします● ※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。※記載の金額には消費税を含みます。

gaキッズプログラミングスクール〈4才〜15才〉

背骨コンディショニング

生涯楽しめる社交ダンスはあなたの
暮らしに彩りを与えてくれます。現役
競技プロダンサーとレッスンしてみま
せんか？

1,870円

10時〜20時

2,255円

鉄平の社交ダンス

財)日本ボールルームダンス連盟1級インストラクター・Ａ級審査員

https://culture.jeugia.co.jp

【ロボットコース】
【ゲームコース】
【動画コース】＊お好きなコースが選べます。

Studio Maria代表

第3(火)13:00 〜 14:00
月額2,750円(税込)

月3 〜 4回(金)14:00 〜 14:40
月額5,610円〜 (税込)

「特集・いまコレ!」
や
「総合ニュース」
も
是非ご覧ください

ニュースも是非!

花田直子

nani pua pikake主宰

緊張したり疲労した体や心を
開放する時間。深い呼吸を丁
寧に行い、姿勢を整えて、ゆっ
くり体を動かしてポーズを味
わいます。

音楽に合わせてステップを踊り
脳を活性化させ、体全身を動か
し、運動不足やストレスを解消し
ましょう。個人のレベルに合わせ
てレッスンします。お気軽にご参
加ください。

★割引キャンペーン★
期間：2022年

佐藤英子

心身スッキリヨガ

aloha！楽 し くHula始 め ま せ ん
か？表 現 力 豊 か に 美しく踊 る
Hulaをお教えします。気軽に一度
体験しませんか？

山田雅人
齋藤亜紀

［電話受付］
10:00〜20:00

ピカケのハワイアンHulaダンス

YJWチーフダンスインストラクター

ゼロから始める健康ラテンエクササイズ

●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。
《お電話・店頭・WEBでお申し込みいただけます》

3,300円

2,000円〜

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。椅子に
座っての参加も可能です。

〜親子で作ってレーシング〜 ミニ四駆教室

06-4865-3530

2,860円

1,100円

よくわかる四柱推命占い
南谷真理子

甲斐四柱推命学院准教授

甲斐四柱推命学院准教授

手の中には自分の特徴や未来が
現れています。手相の見方を、基
礎から実践までわかりやすくお教
え致します。

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。

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)

第1･3(木)14:45 〜 16:15
月額7,370円(税込)

第1･3(木)13:00 〜 14:30
月額7,370円(税込)

体験会4/21(木)10:30 〜 11:30

3,685円
今回のみ1,100円

体験会4/21(木)14:45 〜 15:45

3,685円
今回のみ1,100円

2,750円
220円

体験会4/21(木)13:00 〜 14:00

3,685円
今回のみ1,100円

