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● 見つけよう 新しい自分 素敵な仲間 ●

発行月：2022年2月

幼児のためのマナーバレエ
ayana

［3歳〜6歳］

ayana ballet studio

①先生のお話を聞くことが出来る
②ルールを守ってお友達と関わることが出来る
③美しい姿勢・立ち居振る舞いが出来る

イオンモールりんくう泉南

第1･3（日）14:45〜15:45
月額3,740円（税込）

17:00〜18:30
月4回（金）16:00〜17:00
月額4,400円（税込） 月額5,280円（税込）

月3回（木）17:00〜18:30
月額5,445円（税込）
3/10・3/17・3/24（木）
17:00〜18:00

［年長〜小1］

1,100円

072-480-4710

〒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

「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!

藤田青生

https://culture.jeugia.co.jp

版画基礎教室

初めてのオカリナ

辻

多田佳代

義弘

春陽会版画部所属 アートスクール講師

版画は木版画だけではありません。
塩ビ版画、
銅版画
（直接技法）
、
コラグラフ、
紙版画、
木版画、
リトグラフ、
ペ
ーパースクリーンなどの技法があります。
木版画は実際
には難しいですから、
他の易しい技法から始めません
か。
まずは、
塩ビ版画から。
新しい発見を楽しみましょう。

1,500円

4/14・4/28
（木）14:00〜15:00

500円

ミドルとシニアのベリーダンス

話し方教室

Akiyda

吉村佳美

ベリーダンスチームHaﬂat主宰

和み朗読教室主宰 一般社団法人日本朗読協会
パートナースクール講師

免疫力アップ！足腰を鍛えるス
トレッチ後、美容と健康に良い
ベリーダンスを同年代の仲間
と一緒に楽しみませんか。

いつまで続くかわからないマスク生
活の中、
滑舌が悪く何度も聞き返され
る、
また、
人前で話す時あがってしま
って思うように話せないという悩みを
お持ちの方におすすめの講座です。

月3回（金）15:45 〜 16:35
月額4,980円（税込）

第2･4（火）10:10〜11:10
月額9,900円（税込）
1,100円

2/22・3/8・3/29（火）10:10〜

ボディメンテナンス ピラティス

自力整体教室

AYAKO

古西秀子

FTP認定ピラティス講師

2,200円

自力整体ナビゲーター

月2回（木）
14:00〜15:45
月額4,730円（税込）

4/5（火）開講
申込締切 3/27（日）

カイロプラクター

カイロプラクティック療法による座学と運動
の教室です。座学では、骨盤、背骨の骨格の
しくみから起こる不調の原因についてお話し
し、生活習慣のクセの見直しをしていきます。
座学の後、正しい骨格の位置に整えるゴム
バンドを使った簡単な運動をする充実の全6回レッスンです。

第2･4（水）13:30〜14:45
月額4,000円（税込）

1,100円

1,100円

カラー＆イメージコンサルタント

顔タイプ診断であなたのお顔
の印象をもとに、似合う洋服の
テイストをご紹介します。
どの様な洋服や小物、
アクセサ
リー、ヘアスタイルがお似合い
になるかを詳しく説明します。

1日 3/26㈯ ･ 5/7㈯
講座
13:30〜18:00

全1回 5,500円（税込）

第1･3（火）10:30〜12:00
全6回 24,000円（税込）教材費他 13,000円（税込）

西村和美

月3回（月）10:25〜10:55
月額3,795円（税込）

2/24・3/10・3/17（木）14:00〜

日本美腸協会認定講師

体の悩みリセット＆
簡単ゴムバンド運動

身体の内側の流れ
（気・リンパ・血液等）
を良くし、
体
調を整え健康美UP。
骨盤等のケアで介護不要の人
生を共に歩みましょう。
整
体お試しのチャンス！お得
な月3回コースもあります。

1,100円

田中乃梨子

ストレスの多い現代人が抱える
お腹の悩み。腸に関する専門的
な知識や正しい腸もみ技術を身
につけ、健やかな心と身体を手
に入れましょう。
自分の腸がわかる
「入門講座」
と、
自分に合ったセル
フケアが学べる
「プランナー講座」
の、
お得なセットコースです。

正しい呼吸法･正しい姿勢
で、柔軟性と筋力を向上さ
せます。1日の疲れを翌日に
持ち越さない、疲れにくい
身体をつくりましょう。

3/28・4/4・4/11（月）10:25〜

美腸ストレッチ＆プランナー
全6回
認定講座（全6回）

3/23・3/30
（水）13:30〜

1,100円

申込締切 3日前

入会と受講の
ご案内

開運手相術で運勢アップ！

1,100円

テキスト代 3,000円（税込） 申込締切 3/31（木）

幸せをつかむ人相学
加藤真莉子

日本お香アロマインストラクター協会認定講師

1日 4/18㈪ ･ 6/12㈰
講座
10:30〜12:00
全1回 2,750円（税込）
1,540円（税込）

申込締切 3日前

1日 3/31㈭ ･ 5/26㈭
講座
7/28㈭ 13:30〜15:30
全1回 3,300円（税込）
550円（税込）

申込締切 3日前

レクリエーション介護士 2級講座
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

《カリキュラム》

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
申込締切3日前
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

1日 3/27㈰ ･ 5/21㈯
講座
10:30〜17:00（休憩含）

占い師

人相には人生の秘密がたくさん隠さ
れています。
この講座では「眉」に焦
点を置き、
占いの基礎や人相、
歴史上
の人物や社会現象を人相学から学ん
でいただき、幸せをつかむ眉メイク
の描き方まで充実の1DAYです。

発達支援教育士認定講座
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。

申込締切 3日前

全6回

第1･3（木）13:30〜15:00
4/7（木）開講
全6回 15,180円（税込）

お香とアロマで 癒しとストレスケア
田村佳寿美

4/22（金）開講
申込締切 4/19（火）

東明学院専任講師

3/3・4/7（木）
・3/9・4/13（水）

清水麗子

高野山真言宗本山布教師

座禅はお寺でするものと思って
いませんか。海の見えるスタジオ
で 気軽に体感してみましょう。
お帰りの際には心がスッキリ♪
（椅子席もございます）

1日 2/24㈭ ･ 4/23㈯
講座
6/23㈭
10:30〜12:00
全1回 3,300円（税込）

8,030円（税込）

長 所、才 能、考え方、全 て
手 相 で 読 み 取 れ ま す。
まずは自身を知り、
そして
未来を知って自分らしく
生きましょう。

こちらの講座では、
「お香アロマアドバイザー基礎講
座」
で使用するお香と日本精油を、実際に体験して
頂き、匂い袋とルームスプレーを作ります。
お香とアロマの良さを知り、
健康に毎日を過ごしましょう。

座禅あり！瞑想あり！笑いあり
浅田慈照

第4（金）10:30〜12:30
全3回 4,950円（税込）

ジャズボーカリスト

第2（水）･第1（木）
個人40分（時間はお問い合わせください）
月額4,950円（税込）

顔タイプ診断 (個人60分）

1,100円

1,100円
550円

ジャズスタンダード曲をご自身の声
の高さに合うよう譜曲作成します。
初 め ての 方 から経 験 者 まで、生 の
ピアノにあわせて楽しく歌います。

3/4・3/18・4/1（金）13:00〜

北野恵子

手作り醗酵食で美腸美肌を手
に入れて健康的な毎日を過ご
しましょう。初回は、
「ミネラル
手 作 り 味 噌」、第2回 は「旬 の
果物で作る生の酵素ドリンク」。
第3回は「ミネラルキムチ」。1day参加も可能です。

4/15・5/20
（金）13:00〜

宇根崎緑

ウクレレインストラクター

全3回

和久真以子

IPCA公認講師

ジャズボーカルレッスン (個人40分）

第1･3（金）13:00〜14:00
月額4,070円（税込）

音楽健康指導士 あいのHappyオカリーナ主宰

第2･4（木）13:30〜14:30
月額6,500円（税込）

3/8・3/22・4/12（火）10:30〜

3/4・3/18・4/8（金）15:45〜

オカリナ奏者

手軽で優しい音の「オカリナ」をはじめてみませんか。
年齢や音楽知識にかかわらず、無理なく
自分のテンポで上達できるように配慮さ
れたプログラムです。
まずは、体験教室で
オカリナに触れてみて下さいね♪

第2･4（火）10:30〜12:30
月額6,000円（税込）

1,100円
200円

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。

JEUGIAカルチャーセンターは全国53会場有り
［㈱十字屋／本社：京都市］

純子

1,100円

ミネラル醗酵食教室

レースのような パーチメントクラフト

第3（金）13:00〜15:00
月額3,000円（税込）

初めてのウクレレ

検索 JEUGIAカルチャー

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

1,100円〜

トレ ーシング ペ ー パ ー に エン
ボスやカットでレースのように
仕 上 げ ま す。体 験 で 美しさ を
味わってみて下さい。

3/2・3/16・4/6・4/20（水）13:00〜

《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。

［小2〜小6］

2/25・3/4・3/11・4/1（金）

浜

第1･3（水）13:00〜14:30
月額5,170円（税込）

●体験･見学･受講等、事前のご予約をお願いいたします● 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

文化書道学会師範
東京ペン時代社 無鑑査

基礎から気軽に飾れる漢字･か
な･かなまじりの創作作品まで
幅広く丁寧に指導致します。筆
記用具は、毛筆･筆ペン･ボール
ペン･鉛筆等、
ご希望に応じて。
午前クラスもございます。

お琴教室

新美術協会会員

以上のような子どもを目指して、様々
なジャンルのダンスの基礎である
クラシックバレエを学びましょう。

伊藤陽苑

油彩･水彩･アクリル画入門

泉川恭子

泉佐野商工会議所 珠算能力検定試験委員

［年中〜小6］

絵の具などで、対象物をよ
く観察し,自分だけの色で描
い たり、紙 粘 土、石、木 など
を使って、
ドキドキ楽しみな
がら創作します。

くらしの書道･趣味の書道

HIPHOPキッズ

田中真由美

子ども あとりえ

［年長〜小6］

そろばんは、
目で見て正確に指先を動
かす事で、脳を活性化させ「集中力」
や「記憶力」
「判断力」が高められます。
また、持続して問題を解くことで計算
力がつき、やれば出来るのだと自信に
繋がり、挑戦する力も身につきます。

3/6・3/20・4/3（日）14:45〜

和紙ちぎり絵

珠算･暗算

全1回16,500円（税込）

7,150円

（テキスト代･認定料/税込）

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。

4/17 ･ 24㈰ 10:30〜17:30
6/19 ･ 26㈰ （休憩含）

○

○

申込締切10日前

全2回38,500円（教材費･認定料込/税込）

●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
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。●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。

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。

