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● 見つけよう 新しい自分 素敵な仲間 ●

発行日：2021年4月
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アイドルダンス〈年中〜〉

まなびの場、ひとの集い、
ここにあります。

森下照子

ダンスインストラクター

NiziU、
TWICE、
乃 木 坂、
K-POP、
すべてのカワイイを踊りつくそ
う。
ダンスの基礎やリズム感も
身につけて、
たのしくアイドルし
ましょう。

月３〜４回（火）
17:00 〜 18:00
月額4,719円〜 (税込)

3/23（火）

第4(日)14:00 〜 15:30
月額2,750円(税込)

4/1・8・15・22（木）

クラフトバンド

広地克江

ナチュラルヨガ

1,980円

①
（ポワントなし）

ボビンレース

健康空手体操

②
（ポワントあり）

①1,595円
②2,145円

赤穂要二郎

Maman

タイ・カービング

篆刻

●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。

0725-50-5560

［電話受付］10:00〜20:00（日曜10:00〜18:00）
《お電話・店頭・WEBでお申し込みいただけます》

〒594-1101 大阪府和泉市室堂町824-36
コムボックス光明池 1F
https://culture.jeugia.co.jp

検索 JEUGIAカルチャー

全6回15,180円（税込）

清水麗子

中川智子

発達支援教育士認定講師

1日 ①4/24㈯ ②6/26㈯
講座

10:30 〜 17:00
全1回16,500円（税込）テキスト代・認定料 7,150円（税込）

0725-50-5560

※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。

尚武館講師

佐々木 麻帆

曽我直子

①月3 〜 4回（金） ②月3 〜 4回（土）
17:00 〜 18:00【初級】 16:30 〜 17:30【初級】
18:10 〜 19:10【中級】 17:40 〜 18:40【中級】
月額4,686円〜 (税込) 月額4,686円〜 (税込)
①4/9・16・23（金）②4/10・17・24（土）

Kid'sジャズダンス〈小学生〜中学生〉
YUKO

月3 〜 4回（火）

【①キッズ】

18:00 〜 19:00

【②ジュニア】

4/17・24・5/1（土）

1,925円

子供フラダンス〈4歳〜 12歳〉

20:00 〜 21:00
月額4,719円〜 (税込)

子供のフラ、すべてのものに感謝して、
自然を愛する心を
育てます。ハワイ語をフラを通して憶え、そうしてすべての
ものに感謝して自然を愛する心を育てます。音楽に合わ
せて踊れるようになりましょう。
お子様だけでも、親子でもレッ
スンを受けていただけます！

第2・4（日）10:30 〜 11:30
月額5,170円(税込)

2,585円

4/13・20・27（火）

1,573円

バトントワリング〈年少〜小学生〉
西松 梢

ケアラオカプアアツコ

HISAEバトンスタジオ講師

思い通りにバトンが操れるよう
になることを目標に、
まずはバ
トンに慣れることからはじめ、
回す、投げる、取る等の技がで
きるよう楽しく指導します。

ミニキッズHIPHOP〈3歳〜小1〉
ダンスを始めたい子集まれ〜
☆基礎から丁寧に教えます。
きっとダンスが好きになるよ!
みんなで発表会にでよう!！

月4回（月）15:30 〜 16:20
月額6,820円〜 (税込)
4/12・19・26（月）

1,705円

こども日本舞踊〈3歳〜中1〉
花柳波吟

花柳流師範
堺日本舞踊協会会長

第1・3(日)10:00 〜 11:00
月額5,170円(税込)
1,650円

4/18・5/2（日）

【②初級ポワント】

4/10・24（土）

【①プレクラス】1,320円【②初級】1,430円【②初級ポワント】1,980円

2,585円

①〈3歳〜〉②〈小学生〜〉

安田若紗

【①ジュニアA】

【②ジュニアB】

月4回（金）
月4回（土）
17:00 〜 18:00
12:30 〜 14:00
月額6,270円(税込) 月額7,260円(税込)
①4/9・16・23（金）②4/10・17・24（土）

プティフィーユバレエスタジオ講師

基礎から優しく指導します。
クラシック音楽に合わせて
体を動かし楽しく踊りましょ
う！年 に １ 回 発 表 会 開 催。
（自由参加）

月3 〜 4回（火）
月額6,600円〜 (税込)
【②チャイルド】

【①幼児】

16:00 〜 17:00 17:00 〜 18:00
4/13・20・27（火）

①1,567円②1,815円

あとりえほしみらい〈年中〜小6〉
ひかり☆アート・絵本教室

12か月のお花あそび＆〈5歳〜〉
こどもが楽しむお花の教室

彌園まりこ

西原まさひろ

片山裕子

大阪芸術大学芸術学部卒

星未来工房所属

キッズワールドフラワースクール専任講師

頭に描いたものが形になる
喜び、思わぬものが出来てし
まう驚きを１人１人に感じて
もらえる教室を目指します。

水彩、色鉛筆でイメージして
描こう！デッサン、色 彩、４コ
マ、絵本、造形等。心を絵で表
現しよう。

季節のお花と人との触れ合いが
楽しい”大人も子供もハッピー ”
になれるお花の教室です。
さぁ
今から始めてみませんか？

第1・3（月）17:00 〜 18:30
月額6,160円(税込)

第1・3（火）17:00 〜 18:30
月額5,170円(税込)

第3（土）10:30 〜 12:30
月額2,860円(税込)

4/19・5/3（月）

4/20・5/18（火）

3,080円

4/17・5/15（土）

2,585円

子供書き方教室・親子教室〈年少〜中3〉

こども書道〈4歳〜小6〉

多田里花

暁書法学院講師

芝 恵里子

鉛筆の持ち方、50音の読み書
き漢字の書き順等を正しく指
導します。

鉛筆、筆の持ち方、
しっかりし
た線が書ける事が文字を書
く第一歩です。基本を大事に
指導します。親子でのご参加
も大歓迎です。

聴く・歌う・弾くを楽しみなが
ら身に付けることができます。

第2･4(月)16:00 〜 18:00（90分）
月額3,630円(税込)

第1・3・4(金)17:00 〜 19:00(60分）
月額5,610円(税込)

第2・4（月）15:00 〜 19:00（1回30分）
月額5,060円(税込)

4/12・26（月）

1,815円

4/16・23（金）

375円

1,100円

4/12・26（月）

200円

こども合気道・護身法〈年長〜小6〉

キッズギター〈4歳〜〉

ギター＆エレキベース〈小学生〜〉

ギター〈年中〜〉

米川輝美

玉尾昌之

合気道研修会講師

山田直樹

大西伸弥

矢倉利一

自分の身は自分で護る。いじめに
立ち向かう勇氣や、異年令の仲間
との交流を楽しみながら、合氣道
を通じて礼儀作法や心・技・体を
育みましょう。

合氣道の技を楽しく学びな
がら、正しい姿勢と礼儀を会
得します。一緒にけいこして
いきましょう。

月3 〜 4回(月)17:00 〜 18:00
月額4,554円〜 (税込)

月4回(日)11:30 〜 12:30
月額6,160円(税込)

4/12・19（月）

1,518円

4/11・18・25（日）

カポエイラ〈年長〜〉

細田隆之

芝脇尚志

競技、
スポーツとしての空手ではな
く、
自己のペースで行える鍛錬（身体・
精神）護身として、道場の仲間と協力
し、互 い の 上 達 を目 指 す 空 手 道。体
格・力の優位な者だけが上達するの
ではない、誰にでもできるʻサバキ系
空手道ʼを基礎から指導いたします。

第1・2・3（日）16:00 〜 17:15 月4回（日）16:00 〜 17:15
月額4,125円(税込)
月額5,280円(税込)
4/11・18・25（日）

1,320円

Lagoa do Abaete Japan 認定講師

ブラジル民族音楽に合わせて
ダンスや技を繰り広げる武道
です。格闘技でもあり、
スポー
ツでもあるカポエイラ。
蹴り技
や側転などもあり、
ダンスの要
素もある楽しい武道です。

4/11・18・25（日）

1,320円

小学生の為の〈小学生〉
ステップトレーニング教室
東膳勇士

柔道整復師・ゆる体操インストラクター

様々なステップを音楽に合わせて
踏む事で、
リズム感・体幹・柔軟性
を同時に鍛えます。鍛えられなが
らケガの予防効果も有ります。

第1・3（木）17:00 〜 18:00
月額4,620円(税込)

第1・3(日）16：00 〜 17：30
月額3,960円(税込)
4/18・5/9（日）

第1・3（火）
15:30 〜 18:00（1回30分）
月額7,260円(税込)

月4回(日)10:30 〜 11:30
月額5,280円(税込)

巧心空手道＜子供クラス＞〈5歳〜中3〉
総主師範

楽器の持ち方、音符の読み方か
ら丁寧に指導します。みんなでギ
ターを楽しみましょう！

日本武道の中で神秘的で合理的な
無理のない動きで誰でも上達でき
ます。心と身体の護身強化法。特に幼
児期に礼儀作法を重んじる環境を
与える事で精神力の強い人間に。大
人クラスと一緒に稽古します。

1,540円

1,980円

4/15・5/6（木）

日本ギター協会正会員

1,100円

4/20・5/18（火）

第1・3（火）16:30 〜 20:50（1回40分）
月額6,490円(税込)

第1・3(土)19:00 〜 21:10（1回40分）
月額6,270円(税込)

4/20・5/4（火）

第2・4（火）
17:50 〜 20:30（1回40分）
月額7,260円(税込)
4/13・27（火）

中原由賀里

赤ちゃんのお肌の事、使用オイル、ベビーマッサージの目的・
効果・歴史などの基礎知識から、
ご家庭やお仕事ですぐに実
践して頂けるテクニックを１日でお教えし
ます。実技の講習は人形で行いますので、
赤ちゃんを同伴せずに受講して頂きます。
試験は無く、履歴書にも書いて頂けるので
大注目の資格講座です。
（認定修了証発行）
講座

12:30 〜 15:30
全1回11,500円（税込）
5,500円（税込・テキスト代、修了証込）

3,135円

フェイスラインスッキリ＆小顔に魅せる！

さとう式リンパケア初級認定講座

ロイヤルセラピスト協会認定講師

1日 3/28㈰・4/25㈰・5/30㈰

3,630円

4/17・5/8（土）

3,245円

初級ベビーマッサージ講座

フルート講師

フルートに少しでも興味のある方、
一緒にフルートのきれいな音色を
奏でてみませんか？音楽を聴く喜
びから奏でる喜びへ、一緒に広げ
ていきましょう！

大阪音楽大学短期大学部ギタークラス卒

楽譜が読めなくても大丈夫！初心者用
テキストを使用して、基本からゆっくり
と練習します。
とにかくゆっくり学ぶ事
が大事。

楽しく始めるフルート〈6歳〜〉
経田耕一郎

ギターインストラクター

2,530円

和音やメロディを使った基礎を身につ
けるレッスンを展開しています。楽しく
効率よく上達してみませんか？ＰＯＰ
Ｓ・ＲＯＣＫ・ＦＵＳＩＯＮなど、幅広
いジャンルを楽しんでいただけます。

3,630円

2,200円

ピアノ講師

元気が出る合氣道教室〈5歳〜小6〉
心身統一合氣道指導員 合氣道五段

2,860円

ピアノ教室〈年長〜〉

日展入選・日本書芸院一科審査員
読売書法展幹事・寒玉会理事

こども合氣道〈小学生〉
公益財団法人合氣会 七段

2,200円

アトリエみその
こども絵画教室〈5歳〜小6〉

関 小瑞

幼児期に身につけた作法は生
涯の宝です。
日本の伝統文化
に触れながら楽しく身体表現
をマスターすることで自信につ
なげ、
自然と礼儀作法も身につ
けていきます。

月3回(月)17:00 〜 18:00
月額5,610円(税込)
4/12・26（月）

1,100円

POBU & ERIKO

ダンスインストラクター

カッコイイダンスを踊ってみません
か？必ずあなたもダンスが好きにな
るはず！
！一緒に楽しく踊りましょう。

月3回（土）11:10 〜 12:10
月額5,775円(税込)

4/11・25（日）

①〈年少〜小4〉
STREETJAZZダンス ②
〈小5 〜大人〉

【②初級】

こどもクラシックバレエ

バレエ講師

お子様の個性を尊重した温かみ
あふれる楽しいレッスンを通し
て、美しい 姿 勢・集 中 力・豊 か な
情緒性を育みましょう。

月4回（土）
月4回（土）
月4回（土）
15:00 〜 16:00 16:10 〜 17:30 16:10 〜 18:00
月額5,280円(税込) 月額5,720円(税込) 月額7,920円(税込)

①4/12・19・26（月）②4/11・18・25（日）

1,562円

AYUMI

フリーダンサー

バレエの動作を取り入れながら、激し
くしなやかに踊るクラスです。ダンス
に必要な筋力・リズム感・柔軟性を身
につけていける様に指導していきま
す。元気いっぱい楽しく踊りましょう。

【①プレクラス】

①月4回（月）17:30 〜 18:30 月額5,060円(税込)
②月4回（日）10:00 〜 11:00 月額5,060円(税込)
②月2回（日）10:00 〜 11:00 月額3,080円(税込)

11,500円（税込）

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！

yui

スタジオバレエインターナショナル講師

10:30 〜 16:30（休憩含む）
全1回9,900円（税込）

JEUGIAカルチャーセンター堺タカシマヤ

「地域」＋「会場名」＋「フリーワード」
の３つを使って検索!

〈3歳〜〉
はじめてのクラシックバレエ ①
②〈小学生〜〉

プレバレエ・初級・初級ポワント
基本的なクラシックバレエのス
テップを学び、音楽性、芸術性を
育てます。

講座

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▶▶

①〈3歳〜 7歳〉
MAHOバレエスクール ②
〈8歳〜 12歳〉

合気道は、動きに無理がない非常に合理的な武道
です。一つひとつの技も、
自然の動きに順応して創ら
れています。楽しく体を動かし柔軟な身体を作りまし
ょう。
日曜クラスは子ども・大人も一緒に稽古します。

1日 6/27㈰

JEUGIAカルチャーセンター堺タカシマヤ

10時〜20時
（日曜10時〜18時）

生前整理アドバイザー1級認定指導員

生前整理とは、物・心・情報を整理して、
今よりもっと幸せに生きるための究極
の片付け。最高の人生を送るために・・・
テレビでも紹介されました！生前整理の
資格講座です。是非この機会にお受け
くださいませ。

ノーマライゼーションの理念に基づき、子どもたちが障害の有無に
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、保護者や家族、関わりを持つ身近な人
たちが子供の自立をファシリテイト(＝促す)
方法を一緒に考えます。発達障害・グレーゾ
ーンと言われ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紹介します。

〈年長〜小6〉 ②日曜合気道〈年長〜〉
①合気道（少年部）

初めての方でも大歓迎!!
JAZZをベースにしたかっこいいダンスを皆で
一緒に踊りましょう。

1,100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

KID'S JAZZ HIP HOP〈小1 〜小6〉
ダンサー

4/10（土）10:30 〜 11:30

4/15・5/20（木）

生前整理アドバイザー2級認定講座

JEUGIAカルチャーセンター堺タカシマヤ

●体験・見学・受講等、事前のご予約をお願いいたします●

第1・3（土）10:30 〜 12:00

発達支援教育士認定講座

10:30 〜 18:00
全2回38,500円（教材費・認定料込・税込）

ニュースも是非!

手相は誰一人として同じ人
は いませ ん。手 相 を 勉 強し
て、
あなただけの開運法を手
に入れてください。手相初心
者のための入門講座です。

レクリエーション介護士2級講座

2日 ①4/17㈯・18㈰
講座
②5/22㈯・23㈰ ③6/12㈯・13㈰

当会場の
TOPページは
こちらから

全6回

東明学院専任講師

日本ミニチュアフード協会認定講師

初回5,500円（税込）
毎月2,200円（税込）

500円

2,530円

開運！幸せ手相講座

全6回

全6回21,384円（税込）

有名人も取得、今注目の資格です！！あなたの趣
味や特技を高齢化社会で活かしませんか！？介護
の現場ではレクリエーションサービスが重要視さ
れてきております。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。開催日（要2日間受講）

総合TOPは
こちら

4/19・5/3（月）

550円

［3回目までは途中入会可］
2,530円

SUZUKIケンハモ認定講師

第1・3（月）10:30 〜 12:00
月額5,060円(税込)

第3（木）10:30 〜 12:30

4/17・5/15（土）
let'sプレイズゴスペル・ヒッツ

後藤寿美子他

日本ミニチュアフード協会認定レッス
ン。樹脂粘土で作る資格も取れるキュ
ートなミニチュアフードです。粘土の扱
いや成形の仕方などを学ぶ基礎課程
コースです。

第1・3（土）13:30 〜 15:00
月額5,060円(税込)

4/19・5/17（月）

3,630円

気軽に楽器演奏を楽しみたい方に
最適です。楽器が初めてでも楽譜が
読めなくても大丈夫！認知症予防の
効果も期待！
！手指を使うので認知
症軽減効果について日本音楽療法
学会で発表がありました。

ミニチュアフード

抽象画の名作から見どころと
表現技法を学んで制作に繋
げます。個別の指導で、初め
ての方も楽しく描けます。

第1・3（月）
17:00 〜 20:00（1回30分）
月額7,260円(税込)

美姿ウォーキングインストラクター

4/13・27（火）

造形作家

合同会社JCMG代表

初心者のための〈40歳〜〉
大人の鍵盤ハーモニカ

第2・4（火）10:30 〜 11:30
月額3,960円(税込)

抽象画（鑑賞と制作）

羊毛フェルト

3,355円

正しい姿勢と歩き方は免疫
力をあげ、引き締まった身体
を作ります。楽しみながら美
と健康を手に入れましょう。

19:30 〜 20:50 19:30 〜 21:20
月額6,380円(税込) 月額8,580円(税込)

4/12・19・26（月）

4/16・5/7（金）

美しく締めるウォーキングレッスン
Mie

500円

お子様の可能性は無限大に存
在します。幼いころからボイトレ
を始めれば「声変わり」や「声の
掠れ」
を最大限に抑えることが
できます。基礎を学んでお子様
の可能性を引き出しませんか。

〜正しい姿勢で免疫力アップ〜 〈20歳〜〉

スタジオバレエインターナショナル講師

ストレッチ、筋力アップ、
そしてバレエ基礎
を学ぶクラスです。
クラシック音楽を楽し
みながら、伸び伸びと身体を動かします。
初めての方、
ブランクのある方でも大丈夫
です。大人クラスと一緒にレッスンします。

月4回（月）

Shion

第1・3（金）
17:00 〜 19:30（1回30分）
月額6,710円(税込)

1,100円

こどものための〈小学生〜〉
ヴォイストレーニング

ヴァイオリン講師

楽器が初めての方も楽譜が読めなく
ても大丈夫！楽器の持ち方・姿勢など
基礎から丁寧にご指導いたします。楽
器の取り扱いから始め、構え方、基本
的 な ボーイングと左 手 の 音 程を学
び、曲も弾きながら基礎も学べる教
本を進めていきます。

クラシックバレエ基礎〈小学3年〜〉
はじめてのカメラ写真教室

5/2（日）

1,815円

こどもヴァイオリンレッスン〈3歳〜〉
櫻井理世

第2・4（火）15:00 〜 15:45
月額3,960円(税込)

サイエンスコミュニケーター

月4回（木）17:00 〜 17:55
月額7,260円(税込)

相愛大学音楽部ピアノ専攻卒

4/13・27（火）

城戸研仁

チアリンクス講師

身近な科学を通じて学び、勉強を遊び
に変えていきます。様々な実験に挑戦
し、論理的思考や想像力を
育み、豊かな視点を身につ
けよう。

1,573円

「聴く」
「見る」
「さわる」
で感性を
育てます。
ピアノを習う前に身に
つけたい「音感」
「リズム感」
を楽
しく学べます。

〈年中〜小6〉

こども実験教室

チアは、皆さんに
「元気、勇気、笑
顔を伝えるスポーツで す。さぁ
始めてみましょう！ポンポンを持
ってチャーミングな笑顔で踊りま
す。楽しみながら、表現力や運動
機能を伸ばす教室です。

音感を育てるリトミック教室〈1歳〜〉
藤本亜津子

学び×遊び

キッズチア教室〈年中〜〉

茨木恵美

さとう式リンパケア認定インストラクター

「肩コリ・お顔のシワ、たるみもアゴの筋肉の硬さが原因か
も！？」若々しさを決定しているのは『筋肉』です。毎日の洗
顔やお手入れ、何気ない習慣でしている動作が『老け顔』
の原因というのもありがちなことです。老け顔回避の方法
と効果的なお手入れ方法を知りたくはありませんか？ 簡
単にどなたでも肩こり、首こりやお顔のリフトアップが で
きるようになり施術メニューにすぐ取り入れて頂けます。

1日 4/18㈰・4/20㈫・5/18㈫ 13:30 〜 16:00
講座

全1回7,500円（税込） JEUGIAカルチャーセンター堺タカシマヤ
7,500円（税込・テキスト代・ディプロマ（認定証）含む）

