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(株)ECC監修オンラインレッスン《4/19(火)開講》3ヶ月全10回

初心者でも実践できる 5ヶ月全10回
タロット占い《4/9(土)開講》

〜 ECCメソッドで学ぼう！〜 大人が楽しい英会話
ECC専属講師

占い師「R」

バイリンガル日本人講師

(火)13:30 〜 14:30 申込締切 3/27(日)
3 ヶ月全10回16,500円(税込)

占い師

L占 い で 大 人 気 の 講 師 が
JEUGIAに 登 場！占ってもらう
価値ありの講師です。お一人
たっぷり15分で1,100円！定員
10名先着順です。お早めのお
申込みを！

日常の小さな迷いを自分で解決でき
るようになりたいと思いませんか？本
を読んでもなかなかピンとこない・・・
そんな人こそ、
カンタンに覚えて実践
できるように一緒に学びましょう。[途
中入会不可〕

簡単なフレーズで日常英会話を楽しみましょう！優秀なECCの講師
から学ぶオンライン英会話です。あなたは教室に来るだけ！なんの
準備も要りません。テキストもECCメソッドオリジナル他では手に
入りません。動き出す日はきっと来る。さあ、今から始めませんか！

まなびの場、ひとの集い、
ここにあります。

タロットで占う
あなたの今年の運勢

1日 3/26㈯ 13:00 〜 16:00

第2･4(土)10:30 〜 12:00
前期5回16,500円(税込)
後期5回16,500円(税込)

テキスト代 2,970円(税込)

3/15(火)13:30 〜 14:30 申込締切3/12(土)

講座 お一人15分先着順(お時間はお問合せ下さい)

全1回1枠15分1,100円（税込）

ライダーウエイト版タロットカード(持ち込み可能、購入の場合5,500円(税込) ［定員先着10名様］

バレエ教室 はJEUGIAカルチャーセンター光明池で！！
ゆかバレエスクール〈3歳〜中学生〉
磯本優佳

石野春奈・三澤由華

ゆかバレエスクール主宰

バレエの基礎を学び、
リズム感、身体能力UP、
想像力など、バレエを通して学びます。
またア
ドバンスクラスでは回転技、
ジャンプ、バレエの
優雅な動きや表現力、高度な技術を学びます。

第1･3(日)

【3歳〜初心者小2】

月3 〜 4回(日)

【3歳〜初心者小2】

【小学生〜中学生】

3/20・27(日)

【月2回ポワントあり】

1,100円

広地克江

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。

月4回(月)

【ポワント有】

19:30 〜 20:50 19:30 〜 21:20
月額6,380円(税込) 月額8,580円(税込)
3/14・21・28(月)

想いが伝わる筆文字〜伝筆(つてふで) 〜

あとりえほしみらい ひかり☆アート・絵本教室

安田若紗

寺地達弘

クリスタルジュエリー

【プレクラス】

せき まきこ

赤穂要ニ郎

★割引キャンペーン★
まで

検索 JEUGIAカルチャー

3/17(木)

松嶋恭子

きよ・弥渉琴

ホリスティック・スピリット学協会代表

自分や人の本質を知り、なぜ生まれて来たの？どう生きるべ
き？等の疑問を数秘学を通じて読み解きます。☆生年月日や
名前を全て数字に置き換えて、自分や
人のことを占えるようになります。ま
た、普段よく目にする数字のメッセー
ジを理解できるようになります。

第2(土)14:00 〜 15:00
月額2,310円(税込)
4/9(土)

2,310円

東明の楽しい算命学

6ヶ月全６回

《4/22(金)開講》

〜最高の自分発見〜
東明学院専任講師

腸が変わればココロもカラダも変わる！

【午後の部】

10:00 〜 11:30 12:30 〜 14:00
3 ヶ月全3回9,900円(税込)
10:00 〜 14:00(昼休憩あり)
3 ヶ月全6回19,800円(税込)
【コロナ時代に役立つ！風水スキル】
3/16(水)10:00 〜 11：30

易占い入門

第4(土)10:30 〜 12:00
6 ヶ月全6回16,500円(税込)
3,300円

3ヶ月全６回

《4/7(木)開講》

日本美腸協会認定講師

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。

第1･3(土)10:30 〜 12:00
3 ヶ月全6回24,000円(税込)

教材費他13,000円(テキスト類・認定証発行料込)
申込締切 3/26(土) ［定員6名］

ミニキッズHIPHOPダンス〈3歳〜〉
TRY-CREW主宰

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!！コンテスト優
勝経験多数の楽しい先生だよ。

月4回(月)15:30 〜 16:20
月額6,820円(税込)

日本ミニチュアフード協会認定講師

玉尾昌之

STREET JAZZ ダンス〈年少〜大人〉

【ジュニア（小5 〜大人）】

19:30 〜 20:30

3/15・22・29(火)

1,573円

Ⓐ月3 〜 4回(金)
17:00 〜 18:00【初級】
18:10 〜 19:10【中級】
月額4,686円〜 (税込)

倉橋みどり

Ⓑ月3 〜 4回(土)
16:30 〜 17:30【初級】
17:40 〜 18:40【中級】
月額4,686円〜 (税込)

Ⓐ3/18(金) Ⓑ3/26(土)

1,562円

YUKO

西松 梢

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。

(土)11:10 〜 12:10
月額5,775円(税込)

3/19・26(土)

バトントワリング〈年少〜〉

1,925円

HISAEバトンスタジオ講師

尚武館講師
合気道は、動きに無理がない非常に合理的な武道
です。一つ一つの技も、自然の動きに順応して創ら
れています。練習方法は、
まず基本技や受け身を反
復練習し、足さばきや、手、腕、腰の動きをしっかりと
身体に覚え込ませ、無理に技をかけるのではなく、自
然に技をかける動きができるようにしていきます。

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
指導いたします。

第1･3(日)、第2･4(日) 月4回(日)
10:00 〜 11:00
10:00 〜 11:00
月額3,080円(税込)
月額5,060円(税込)

月3回(月)17:00 〜 18:00
月額5,610円(税込)
3/14・28(月)

日曜合気道〈小学生〜中学3年〉

1,870円

3/20・27(日)

1,100円

3/13・20・27(日)

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

「あなたを待っているペット達がい
ます」飼い主とペットの架け橋にな
るペットシッター士。2日間の講座
でペットシッター士を取得すると、
実務経験を経て第一種動物取扱業
の中の「保管」
と
「訓練」の認定を取
得できるようになります。※2022年7月より価格変更

2日 ①4/9㈯・23㈯ 各日13:00 〜 17:00
講座
②7/9㈯・23㈯（休憩あり）申込締切 各回7日前

①
②

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。当資格は介護や
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。

10,120円（税込・受験料込）
13,200円（税込・受験料込）

全2回52,800円（税込）
全2回60,500円（税込）

1,320円

2日 ①3/12㈯・13㈰ ②5/28㈯・29㈰ ③7/23㈯・24㈰
講座

各日：10:30 〜 17:30(休憩あり) 申込締切 各回10日前
全2回38,500円（税込/教材費・認定料込）

春の ご当地講座
奈良の専称寺で尋源桜（しだれ桜）
を愛でる
〜豪華お花見弁当付き〜

中川隆宏

奈良市観光大使、俳人

檜皮葺の美しい本堂は、木造建築の最盛期である鎌倉時代に造られ、当
時の先駆的で代表的な作例として国宝に指定されて
います。ふだんは非公開の本堂内部を特別に拝観しま
す。お斎（とき）
とも呼ばれる精進料理は塔頭の一つ、
薬師院で。寺伝の心尽くしをご堪能ください。

1日 ①3/30㈬ ②4/26㈫ 11:00 〜 14:00
講座

※お食事の写真はイメージです

全1回【一般】7,260円（税込/保険料・食事代込）
【会員】7,040円（税込/保険料・食事代込）
当日別途：拝観料300円・バス代片道260円

申込締切 各回7日前 ［定員10名］

kid'sジャズダンス〈小学生〜中学生〉

2,750円
1,100円

奈良市観光大使と行く小さな奈良旅
〜国宝長弓寺拝観と精進料理

ダンサー

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。

月3 〜 4(火)
月額4,719円〜 (税込)

18:00 〜 19:00

1,100円

(日)16:00 〜 17:15
月額〔月3回〕4,125円(税込) 月額〔月4回〕5,280円(税込)

日本ペットシッター協会講師

10:30 〜 17:00(休憩含む)
全1回16,500円（税込） 申込締切 各3日前
7,150円（税込、テキスト代、認定料込）

総主師範

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です。
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。

ペットシッター士資格認定講座

発達支援教育士認定講師

1日 ①3/16㈬・②6/26㈰
講座

細田隆之

サイエンスコミュニケーター

3/27(日)・4/24(日)

2,200円

2,585円

巧心空手道（こども）
〈5歳〜中学3年生〉

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、
まずは学ぶことに楽しいと感じても
らうための実験教室。理論的思考
や想像力を育み、豊かな視点を獲
得してもらいます。

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。

星未来工房所属

3/15(火)・4/5(火)

3,080円

学び×遊び

KID'S JAZZ HIP HOP〈小1 〜小6〉
yui

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。

清水麗子

心身統一合氣道会審査員 合氣道五段

西原まさひろ

第4(日)14:00 〜 15:30
月額2,750円(税込)

2,860円

あとりえほしみらい〈年中〜小6〉
ひかり☆アート･ 絵本教室

こども実験教室〈年中〜小6〉

発達支援教育士認定講座

元気が出る合氣道教室〈小2 〜大人〉

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!

第1･3(火)17:00 〜 18:30
月額5,170円(税込)

城戸研二

申込締切 3/26(土)

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!

第1･3(月)17:00 〜 18:30
月額6,160円(税込)

キッズワールドフラワースクール専任講師

3/19(土)

1,100円

第1(土)10:30 〜 12:00
3 ヶ月全3回8,250円(税込)

2,585円
1,000円

大阪芸術大学芸術学部卒

3/7・21(月)

第3(土)10:30 〜 12:30
月額2,860円(税込)

古美術仏像研究会主宰

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。

1,980円

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。
お花に触れ合う時間を大切に。
さぁ今から始めてみませんか？

【神様カード色々・日本の八百万の神々の魅力】
4/19(火)13：30 〜 14：30

3/24・31(木)

ダンス講師

片山 裕子

樋口隆秀

頭に描いたものが形になる
喜び、思わぬものが出来てし
まう驚きをお一人、お一人に
感じてもらえる教室を目指し
ます。

12ヶ月のお花あそび＆〈5歳〜大人〉
こどもが楽しむお花教室

専任講師・助教授 占師

月4回(木)19:45 〜 21:00
月額6,160円(税込)

偶数月 第3(土)14:15 〜 15:45
6 ヶ月全3回9,900円(税込)

AYUMI

甲斐四柱推命学院

合気道の教えを実生活にも応用
し、正しい姿勢、規律正しい生活
を実践しませんか。技の動きも
無理が無いのでこどもから大人
までどなたでも学ぶことができ
ます。

樹脂粘土で作るキュートなミニチュ
アフード。お子様が夢見るようなおし
ゃれなパン屋さんを一緒に作りまし
ょう！6 ヶ月全3回 偶数月に開催、3
回のレッスンでひとつの作品を作り
上げます。夏休みの宿題にもぴった
りです。※型を使って形成し、色を塗
る工程をレッスンいたします。

【キッズ（年少〜小4）】
1,705円

全9回

第3(火)13:30 〜 15:00
月額3,300円(税込)

2,200円

3/8・22(火)

1,650円

一霊四魂の神々が持つ和魂、自然の宿る力やお
言葉や神託をカードに託して開運のヒントを感
じましょう。日本古来の神々降臨。貴方だけのメ
ッセージや神社の前に立つ神々しい気持ちがカ
ードに宿り日々の暮らしに役立ててくれる有難い
カードを学びませんか。改めて神々の魅力が深
まる講座です。超初心者向きの幸せ講座です。

6ヶ月全3回
こどものためのかわいい
《4/16(土)開講》
ミニチュアフード教室〈年長〜〉
Maman

第2･4(火）17:00 〜 18:30
月額3,960円(税込)

神様タロット占い《5/17(火)開講》
甲月あさ美

易占アドバイザー

《コインで占うあなたの未来》
3/17(木)13：30 〜 14：30

3ヶ月全6回

3/26(土)10:30 〜 11:30

3ヶ月全3回

講座検索
ページは
こちら▶▶

彌園まりこ

1,100円

おもしろ仏像講座《開講日4/2(土)》

アトリエみその
こども絵画教室〈5歳〜 12歳〉

公益社団法人日本将棋連盟公認指導員

1,980円

仏像の見分け方や、形などを通して
【仏像のこころ】 私達に向けての
メッセージを読み解いてゆきます。
石の地蔵さん！
！赤いよだれかけは、
なぜ？阿弥陀さんの頭はなぜアフ
ロヘアー？ 今さら 聞 けな い
素朴な疑問を読み解いてゆきます。

3/18(金)・4/1(金)

こども将棋教室〈4歳〜〉
村上信介

3/5・19(土)

500円

第1･3(金)13:30 〜 15:30
月額5,170円(税込)

心構えやマナー、礼儀をしっかり身につけ一
人でも勉強できるよう、棋譜を読めるように
する。基本的な駒組と考え方、詰みのパター
ン、駒の手筋、戦法（棒銀や中飛車等）、囲い
とその破り方を学ぶ。時々、格言カルタやミ
ニ大会、
リレー将棋などで楽しみます。プロ
の将棋、生徒の将棋の解説。

手相は誰一人として同じ人はいません。手相を勉
強して、
あなただけの開運方法を手に入れて下
さい。手相初心者のための入門講座です。手相の
見方を身に付ければ、人の長所や
短所、
才能、考え方などさまざまな
事が手のひらから見えてきます。

第1･3(木)13:30 〜 15:00
3 ヶ月全6回16,500円(税込)

美腸ストレッチ＆プランナー認定講座《4/2(土)開講》

3/21・28(月)

第3(水)

【午前の部】

6ヶ月全６回

開運！幸せ手相講座《4/23(土)開講》
東明学院専任講師

風水師

易は人生で進むべき道を示してく
れます。本講座では、易占いの基礎
知識及び占う方法について解説し
ます。

第4(金)13:00 〜 14:30
6 ヶ月全6回16,500円(税込)

POBU & ERIKO

北澤英実莉

お家にいる時間が長い今、
どのようなイ
ンテリア風水が良い気をもたらし人体に
影響を与えるのか学んでみませんか？

服部篤幸

算命学は生年月日より人の
運 命を読 み 解く占星 術で
す。
より自分らしい生き方を
一緒に見つけましょう。

田中乃梨子

3ヶ月全3回/全6回

インテリアと風水《4/20(水)開講》

小原流1級家元教授

第1･3(土)16:00 〜 18:00
月額3,960円(税込) 花代1,100円位〜

日本手芸普及協会 ペイント講師・京都墨彩画壇会員
アメリカンチャイナペイント認定講師

●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。

で

家の中にお花のある暮らしを始めま
せんか？季節の花等、丁寧に指導しま
す。初めての方大歓迎！
！

自由で楽しい教室です。墨彩画あ
り、
トールペイントあり、基礎から丁
寧に描きたいものを個々のペース
で仕上げます。小物のペイントから
始めましょう。初心者大歓迎です。

3,300円
700円

3/16(水)・4/20(水)

2,530円

0725-50-5560

数秘術占い《5/14(土)開講》

土井豊月

形の文化会会員

あとりえ あみ工房

ボタニカルクイリングジャパン認定インストラクター

第3(水)10:30 〜 12:30
月額3,300円(税込)

https://culture.jeugia.co.jp

造形作家

10時〜20時
（日曜10時〜18時）

【新規入門クラス開講】

【初級ポアント】

小原流いけばな教室《初心者限定》
〈小4 〜大人〉

第1･3(木)10:30 〜 12:30
月額5,060円(税込)

細長い紙をくるくると巻いて、色々
な形を作り、お花やミニチュアにし
ます。初心者の方でも簡単に楽し
く始められると思います。
ご一緒に
クイリングを楽しんでみませんか？

「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!

【初級】

15:00 〜 16:00
16:10 〜 17:30
16:10 〜 18:00
月額3,960円〜 (税込) 月額4,920円〜 (税込) 月額5,940円〜 (税込)
1,320 〜 1,430円
3/19・26(土)

【ジュニア】

上手に絵を描こうと技巧やジャンルにとら
われすぎると、表現の楽しさは半減します。
まずは描こうと思った初心でトライしましょ
う。いろいろな画材や描き方を経験しなが
ら、やさしくステップアップを図ります。

ボタニカル ペーパークイリング

0725-50-5560

3/31㈭

【チャイルド】

月3 〜 4回(土)

ミドルとシニアの絵画入門

〜紙で楽しむ小さな手作り〜

［電話受付］
10:00〜20:00
（日曜10:00〜18:00）

総合TOPページは
こちらから

スタジオバレエインターナショナル講師

月3 〜 4回(火) 月額6,600円〜 (税込)

ウクレレ講師

第2･4(水) 申込締切 4/6(水)
14:30 〜 15:30
全3回9,680円(税込)

●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》

当会場の
TOPページは
こちらから

佐々木 麻帆

プティフィーユバレエスタジオ講師

16:00 〜 17:00 17:00 〜 18:00 18:00 〜 19:00
2,200円
3/8・15・22(火)

ウクレレは初心者の方でも演奏
しやすい楽器です。憧れのウクレ
レに挑戦してみませんか？お得
な受講料でお試しいただけます。

期間：2022年

MAHOバレエスクール〈3歳〜 12歳〉
プレバレエ・初級・初級ポアント。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。

ウクレレおためし入門講座《4/13(水)開講》

〒594-1101 大阪府和泉市室堂町824-36
コムボックス光明池1F

500円

豊富な講師陣・信頼と実績の JEUGIAカルチャーセンター

ECCメソッドで学ぼう！大人が楽しい英会話

今日から弾ける
「沖縄三線」

3/12・26(土)

500円

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）
【幼児】

1,595円

【クラシックバレエ】

11:00 〜 11:45
11:45 〜 12:45
月額3,520円(税込) 月額3,960円(税込)

こどもクラシックバレエ〈3歳〜 15歳〉

全3回

ミドルとシニアの絵画入門

第2･4(土)

【バレエピラティス】

【高校生〜大人】

スタジオバレエインターナショナル講師

【ポワント無】

あなたの「踊りたい」
を叶えるクラス。美しい姿勢に、柔ら
かい身体に。
そんなあなたにぴったりの講座です。

16:30 〜 17:30 17:45 〜 18:45
19:00 〜 20:00
3/16・23・30(水)

いちやなぎ多鶴バレエ学園講師
ピラティスインストラクター

三澤由華

いちやなぎ多鶴バレエ学園講師

月4回(水) 月額6,600円(税込)
【ベビークラス3歳〜】【ジュニアクラス・小学生〜】

クラシックバレエ基礎〈8歳〜大人〉

あとりえ あみ工房

初心者でも実践できるタロット占い

いちやなぎ多鶴バレエ学園 土曜日〈高校生〜〉

海外留学やバレエコンクールで受賞歴多数の現役バレエダ
ンサーが楽しく、丁寧に指導いたします。

13:30 〜 14:10 13:30 〜 14:10
14:10 〜 15:00
14:10 〜 15:10
月額3,300円(税込) 月額4,950円〜 (税込) 月額5,775円〜 (税込) 月額6,600円〜 (税込)

雪の妖精シマエナガちゃんを作りましょう！

いちやなぎ多鶴バレエ学園 水曜日

11:00 近鉄奈良線

学園前駅北口改札前

1日 ①4/17㈰ ②5/20㈮ 11:30 〜 13:30
講座

写真家

全1回【一般】6,440円（税込/保険料･拝観料･食事代込）
【会員】6,110円（税込/保険料･拝観料･食事代込）

申込締切 3/24(木) ［定員15名］

14:00 近鉄南大阪線

二上山駅改札前

話題の世界遺産
古市古墳群見学と国宝秘仏拝観を愉しむ

樋口隆秀
ふじい

仏像ナビゲーター
古美術仏像研究会主宰

葛井 寺では、国宝秘仏の「十一面千手千眼観音菩薩坐像」
を拝観。18
日のみの貴重な開帳です。実際に千本以上の手を持つ観音様は坐像
として大変貴重な像です。葛井寺から世界遺産となった古市古墳群の
一部を見学。最後に道明寺の秘仏拝観となります。全行程、元添乗員
講師より
「おもしろ仏像講座」の解釈付です。

1日 6/18㈯ 13:30 〜 16:00
講座

※お食事の写真はイメージです

全1回【一般】6,190円（税込/保険料･食事代込）
【会員】5,970円（税込/保険料･食事代込）

申込締切 各回7日前 ［定員11名］

柏尾浩司

講座

日本紅茶協会認定ティーインストラクター

こだわりの美味しい紅茶を栽培するお話や、東海道五十七次（京街
道）
・森口宿にあたる歴史ある土地での
『文禄堤薩摩英国館』
を開館さ
れたお店の想いなどを聞き、薩摩英国館オリジナルの和紅茶を楽しみ
ながらアフタヌーンティーを楽しみましょう。

専称寺住職

1日 3/31㈭ 14:00 〜 17:00

大正15年建築 歴史ある
『文禄堤薩摩英国館』の
和紅茶で楽しむアフタヌーンティー

堰 幸子

浄土宗

二上山のふもと奈良県香芝市にある隠れ寺「専称寺（せんしょうじ）」は「尋源桜（じんげんざくら）」
と呼ばれているしだれ桜のお寺です。観光寺院ではないので、
そのひっそりとした佇まいは訪れた
人の心を癒してくれます。桜の季節に門をくぐると、境内には降りそそぐように溢れんばかりのしだ
れ櫻が迎えてくれ、
その姿は圧巻です。境内にはインスタ映えする
「ハートの
形の風鐸」があります。ぜひ探してみてください。住職のおもしろおかしい法
話や本堂・十一面観音特別拝観など阿弥陀様とお花見を楽しみましょう。

11:00 京阪本線守口市駅東改札前

全1回【一般】3,410円（税込/保険料込）
【会員】3,080円（税込/保険料込）
当日別途拝観料：1,000円 電車代160円(片道)

申込締切 6/11(土)［定員10名］

13:30 近鉄南大阪線藤井寺駅改札前

