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日本ヴォーグ社認定インストラクター
ポーセラーツ＆プリザーブドフラワー progress主宰

フランス伝統のクラフトを学び
ながらインテリア小物が作れ
ます。初心者の方にも安心して
ご受講いただけます。

イオンモールりんくう泉南
150

1,100円
1,650円

大人のそろばん

おうちでDIY

ハワイアンキルト

●体験・見学・受講等、事前のご予約をお願いいたします●

072-480-4710

左記のコードをスマートフォンで読み取ると
当会場のホームページをご覧いただけます。

〒590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜3-12
イオンモールりんくう泉南 2F

［3歳〜］

はじめよう 子供書道

［4歳〜］

手古泰苑

ayana ballet studio

子供のうちから正しい鉛筆の持
ち方を学び、
正しい文字の形が
書けるように！
！個人のペースに
合わせて学べます。

第1・2・3（日）
14:45〜15:45
月額5,610円（税込）

第1・2・3（金）
16:30〜18:00
月額5,445円（税込）

バトントワリング
新谷舞子

1,100円

［3歳〜］

日本マーチングバンド･バトントワーリング協会
準公認指導員

バトンに興味のある方、楽
しみたい方、一緒にくるく
る回したり投げたり、バト
ンを使って曲に合わせて
踊ったりしてみませんか。

〈会員〉
1,100円
〈一般〉
1,925円

美しく健康に 名曲を歌いましょう
神田ゆみ

HIPHOPキッズ
POBU

大阪音楽大学声楽科卒業

第1・2・3（日）13:30〜14:30
月額5,610円（税込）

山村愛澄幸

ダンスインストラクター

第2･4（火）17:00〜18:00
月額5,060円（税込）

〈会員〉1,100円 〈一般〉
1,650円

1からはじめる大人のケンハモ

（鍵盤ハーモニカ）

〈会員〉1,100円 〈一般〉2,530円

初めてのウクレレ
藤田青生

SUZUKI認定ケンハモ講師

腹式呼吸で演奏をして免疫力を
アップ！楽譜が読めなくても大丈
夫！様々なジャンル の 曲 を 一 緒
に楽しみましょう！

初心者のための入門講座です。
日本の歌・ポップス・ハワイアン
などの曲を、歌いながら弾けるよ
う楽しくレッスンします。体験時
は楽器の無料レンタルあり。

第1･3（金）13:00〜14:10
月額4,000円（税込）

第1･3（木）11:30〜12:30
月額4,400円（税込）

第2･4（水）15:15〜16:15
月額4,070円（税込）

4/16・5/7（金）13:00〜

1,100円

4/15・5/6（木）11:30〜

1,100円

初級リフレクソロジー講座
井口訓子

ウクレレインストラクター

全身で歌えると、他には無い爽快
さと幸福感で心が満たされます。
換気機能のある広いスタジオで、
安心して、
ストレッチ・発声、
そして
名曲を歌いましょう。

4/14・4/28（水）15:15〜

全1回 各3,300円（税込） 申込締切 ①4/15・②6/13
①1,500円（税込）②2,500円（税込）

ロイヤルセラピスト協会認定講師

1,100円

●入会金は5,500円(税込)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

入会と受講の
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
ご案内
ておりません。●記載の金額は消費税を含みます。●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。

申込締切3日前

発達支援教育士認定講座

スポーツ吹矢は性別・年齢問
わず誰でも楽しめる生涯スポ
ーツです。腹式呼吸をベースに
健康効果も期待できます。

防災リュック講座
防災士・整理収納アドバイザー

いざという時に必要な防災リュッ
ク（非 常 持ち出し袋）。な ぜ 必 要 な の
か、
どんな場面で使うのか、
イメー
ジできていますか？初めての方で
も、すでに準備されている方でも
楽しく学んでいただける講座です。
お気軽にご参加ください。

1日 4/17㈯・6/20㈰・8/21㈯
講座
10:30〜12:30

レクリエーション介護士 2級講座
介護や高齢者に対する基礎知
識を学び、自分の趣味や特技を
活かした介護レクリエーション
を企画・提案･実施できるように
なる事を目的とした資格です。
介護に携わっている方はもちろん、介護業界に興味の
ある方や、ボランティアをしたい方におススメです。

①発達障害とは ②支援方法の基礎
③視覚支援とコミュニケーションのヒント
④服の管理と身だしなみ
⑤お金を上手に使える子になるための工夫と取り組み
⑥実例のご紹介

全1回16,500円（税込）
7,150円（テキスト代・認定料/税込）

申込締切3日前

1,100円
200円

一般社団法人日本アクティブコミュニティ協会認定講師

発達支援教育士認定講師

1日 5/8㈯・7/10㈯
講座
10:30〜17:00

日本スポーツウェルネス吹矢協会
公認指導員

全1回4,950円（税込）申込締切3日前

《カリキュラム》

1日 4/24㈯・5/22㈯・6/19㈯
講座
13:30〜16:30
全1回11,500円（税込）
5,500円（税込）

全1回3,300円（税込）申込締切3日前

発達障害・グレーゾーン、特性のある
子ども達の生活をサポートするため
のアイデアやヒントをご紹介します。

「癒しの技術」
リフレクソロジ
ー。
この講座では理論と15分
程度の実技が、3時間で学べ
ます。終了後は修了証をお渡
しします。
ご家族の健康増進
にもおすすめです。

スポーツウェルネス吹矢

増田もとこ

カラー＆イメージコンサルタント

1日 4/24㈯・5/30㈰・6/26㈯
講座
15:45〜（1人30分）※時間はお問い合わせください

清水麗子

2,750円

4/17・5/1（土）10:20〜

ドレープ（色布）
を胸元にあ
て、
あなたにお似合いにな
る色のグループを丁寧に診
断します。似合う色を知るこ
とによって、洋服やメイクの
色選びがしやすくなります。

1日 ①4/18㈰・②6/27㈰ 13:30〜16:00
講座

4/20･5/18（火）18:30〜

第1･3（土）10:20〜12:20
月額4,620円（税込）

パーソナルカラー（似合う色）診断
北野恵子

スマイルウッド認定講師

第1･3（火）18:30〜19:30
月額6,160円（税込）

下戸正弘

〈会員〉1,100円 〈一般〉2,805円

1,100円

おうちで木工DIYを始めてみた
いと思ったけれど、何を準備した
らいいのか分からない。女性講
師による丁寧なレッスン＆手ぶ
らで参加できるお手軽講座です。
電動工具デビューを一緒にして
みませんか！

日本の伝統文化であり、美しい
所作が身につく日本舞踊を学
んでみませんか。
ご用意いただ
く物 は、浴 衣と足 袋 だ けで す。
気軽に始めてみましょう。

Halau Hula o Kamele aloha
インストラクター

第2･4（土）
13:00〜14:30
月額5,610円（税込）

① 2Lサイズのフォトフレーム
② 雑貨屋さんの飾り棚
三山純代

〈会員〉無 料
〈一般〉1,100円

心地よい音楽に合わせ、
自然のパワーをいっぱい
に受け体を動かすフラは、
あなたの心を癒し、体も
元気にしてくれます。

4/11・4/18・5/9（日）13:30〜

山村流師範

4/18・4/25（日）11:25〜

田村小枝子

一般社団法人日本DFWALK協会認定PWC

「歩き方」
「姿勢」
「所作」を意識す
ることで、
自分史上最高の『自分』
に なりま せ ん か。ちょっとし た
コツで姿勢も変わり、痩せて健康
に美しくなるお手伝いをさせて
いただきます。

土曜のフラハワイ〈入門〉

ayana ballet studio

第1･3（水）16:30〜20:30
月額5,170円（税込）

［4歳〜］

吉田水香

第2･4（日）11:25〜12:25
月額4,730円（税込）

美容バレエ

550円

健康＆ビューティーウォーク

ハングル講師

第1･3（金）15:30〜16:30
月額3,300円（税込）
1,100円

〈会員〉1,100円 〈一般〉3,000円

モデルが教える

近くても今は訪れることはでき
ない韓国。いつか行ける日に
備えて、今のうちに、基礎から
しっかり学びましょう。全く初め
ての方、今がチャンスです！

バレエの基本を重点的に、美尻
＆美 脚 に つ な がるクラシック
バレエクラスで す。インナーマ
ッスルを強 化し、美しい ボディ
ラインを目指しましょう！

こども日本舞踊

得熙

半透明の専用用紙を使用し、
浮き彫りや穴あけ等の作業を
施し、繊細で美しいレースの様
なカード、
ウエディングボード
等を作る手芸です。

1,100円
2,200円

4/13・5/11（火）10:30〜

安

IPCA認定講師

第3（金）13:00〜15:00
月額3,000円（税込）

指先を使って手軽にできる
そろばんで、脳のリフレッシ
ュをしましょう。
レベルアップ
を目指す方は検定試験の受
験も可能です。

ayana

1,100円

月4回（火）
①17:25〜18:25
②18:30〜19:30
月額6,600円（税込）

真由子

［5歳〜］

日本芸術いけばな協会特別会員
大阪府花道家協会評議員

〈会員〉1,100円 〈一般〉2,585円

［5歳〜］

泉佐野商工会議所
珠算能力検定試験委員

できたらいいな・やってみたいな！
素直な心で花と遊び、小さな命を見
つめる心を育てていきます。感性豊か
なこどもの時期に花にふれ、日本の伝
統文化を体験できるレッスンです。

4/16・4/23・5/7（金）16:30〜

音楽を楽しみながら、基本のステップなどを中心
に、
リズム感をしっかり身につけます。楽しく元気
に踊りましょう。

【3歳〜小学低学年】16:40〜17:40
【小学高学年】
17:40〜18:40

月3回（月）
月額5,775円（税込）

速水義子

文化書道学会師範

あらゆるスポーツ、
ダンスなど
の基本と言われるクラシック
バレエ。
楽しく身につけませんか。

こども池坊

佐々夕子

(一社) グルージュエル協会認定講師

ハングル入門

4/16・4/23・5/7（金）15:30〜

講座の詳細、
ニュースなど是非ご覧ください。

こどもクラシックバレエ

4/11・18・5/9（日）14:45〜

和紙ちぎり絵教室

お電話・ホームページからもお申し込み承ります。

［電話受付］10:00〜20:00

ayana

犬服入門講座

中辻智子

第2（火）
10:30〜12:30
月額3,300円（税込）

4/15・5/6（木）10:30〜

やさしいベリーダンス

パーチメントクラフト [資格取得可]

スワロフスキーストーンを使用して自分好みにデ
コレーション。他にはない、
あなただけのアクセサ
リーを作りましょう。

第1･3（木）13:00〜15:00
月額7,700 円（税込）

田中真由美

大人かわいい デコアート

○5/9・16㈰ ○7/11・18㈰
10:30〜18:00（休憩含む）

申込締切10日前

全2回38,500円（教材費・認定料込/税込）

《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。

チラシに掲載の他にも各種講座がございます。
詳細はホームページをご覧ください。検索 JEUGIAカルチャー

JEUGIAカルチャーセンターは全国54会場有り
［㈱十字屋／本社：京都市］

