少年少女将棋教室
山元 隆吉

【5〜16歳】

!
新 学期 こ ど も 講 座 特 集
【年中〜小6】
理科実験×ものづくり教室
脇本 涼

将棋教室指導員

MAOO

放課後研究室 ナンデヤ？主宰

この教室の魅力は、遊びながら「理科の基礎を学べる」こと。教科の垣根を
超えた学びSTEAM教育をワークショップに取り入れ、今までにない形の
教育ツールを開発しています。
生
保護者 未満は
同伴

3

3/28（土）, 4/4（土）

1,000円

29（日）

小川 和美

KSKパソコンスクールインストラクター

図形ブロックを
ついにプログラミング
2020年、
教育が小学校で必修化!!
組み合わせて
キャラクターを動かし
基本的な操作から
ゲームやアニメーショ
ンを作りながら学べ
る楽しい講座です。

第1・3（金）17:30〜19:00
月額4,500円(税別)

村田 敬史

カワイ体育教室専属専任講師

月3〜4回（月）

年少〜年長 15:00〜16:00
小1〜小6 16:15〜17:15

3/6（金）
, 3/27
（金）19:00〜20:30

2,250円

3/2(月), 3/16(月), 3/30(月)

元気・笑顔・思いやりを大切に基礎から丁寧
に指導いたします。
イベントや大会でチア
デビューしましょう！

（水）
3 歳 〜 16:00〜17:00
小学生〜 17:00〜18:00

月額6,600円(税別)

堀 良三

【小学生〜】

今、
メディアで話題！奈良県ではここだけ！
親子・祖父母との参加もOK！
麻雀は最高峰の
頭脳ゲームです。
主体的なコミュ
ニケーション能
力を育みます。

第1・3
（火）
17:20〜18:50
月額3,000円(税別)・親子ペア5,000円(税別)
3/17（火）, 4/7（火）

1,000円
（通常1,500円）

石濱 阿里紗

奈良芸術短期大学
洋画コース専攻科修了

絵画や工作を学び
ながら幅広い表現を
楽しんでみませんか。
楽しい内容の課題で
創作意欲を伸ばします。

第2・4（土）
10:30 〜 12:30
月額4,100円(税別)
2/29
（土）
3/14
（土）
2,050円

4/26（日）開講

年中･年長
小学生

1回

話し方レッスン
ー 面接練習にも対応いたしますー
マンツーマンであなたの声を磨きます!
就活、面接、プレゼンに活用下さい。
※日時はご相談
完全予約制
（120分）5,000円
（税別） 下さい。

中山由美子

1,000円
（通常2,000円）

フリーアナウンサー、
カラーアナリスト
日本カラーコーディネーター協会認定講師

1日で資格取得!!
発達支援教育士
認定講座
清水 麗子

発達支援教育士認定講師

発達障害の子を理解し知識創造生活活動を支援
していくことが
できる講座

大塚 裕美

インテリアセンストレーナー代表認定講師

申込締切:10日前

認定料

5,500円（税込）

1日で資格取得！

JOPHダイエットアドバイザー取得講座
日本肥満予防健康協会名誉講師
美肌食マイスター講師、
健康美導塾代表

・3/22（日）12:00〜18:00
・4/19（日）13:00〜19:00
・5/11（月）10:30〜17:30

認定料

550円（税込）
13,200円（税込）

1日（3時間）で資格取得！

初級リフレクソロジスト養成講座
ロイヤルセラピスト協会認定講師

1日（3時間）で資格取得!

初級ベビーマッサージセラピスト養成講座

1日で資格取得！

美肌食マイスター資格講座
・3/16（月）・4/26（日）・5/24（日）
13:30〜18:30

11,880円（税込）

・3/4（水） 10:10〜13:10
・4/13（月）10:10〜13:10
・5/24（日）12:30〜15:30

10,455円（税別） 申込締切:2日前
5,000円（税別）
（テキスト代、修了証込）

10:30〜15:00

54,800円（税込）
15,000円（税込） 申込締切:10日前

★2日間の受講で環境省が定める動物取扱責任者
（保管、訓練）になることができます！
★取得後、
全国どこでも即開業することができます。

10:30〜15:30

52,800円(税込)
10,120円（税込）
（受験料、
認定料、
修了証込）

・3/29（日）10:30〜17:30

［昼休憩1H］ 申込締切:3日前

・4/26（日）12:00〜18:00

アロマハンドトリートメント養成講座
サロンドフルールアカデミー非常勤講師
JAAアロマインストラクター

1日でアロマハンドトリートメントの実技を取得で
きます。アロマの香りとあな
たの手のぬくもりが極上のリ
ラックスタイムを作り出しま
す。サロンのプラスメニュー、
自宅での施術や開業に。

修了証

レッスン内容

･トリートメント手技の説明
･トリートメント実技練習
･アロマの基礎知識･法令

11,112円（税別）
3,000円(税別)（テキスト･オイル代）
10,000円（税別）
（希望者のみ）

1日で資格取得！

数秘＆カラー・プレゼンター
認定講座〔Basicコース〕
草竹 ひろこ

防災備蓄収納マスタープランナー

防災備蓄と収納の基礎知識を学ぶ
講座です。ご家庭や事業所で活かせる
プログラムが組まれた認定講座です。

1日で資格取得！

・3/21
（土）・4/20
（月）
・5/22
（金）13:00〜17:00

1日で資格取得！

防災備蓄収納2級プランナー
認定資格講座
坂口 忍

16,000円（税別）
6,000円（税込）
（テキスト、
ライセンス発行料）

大塚 美智代

・4/12（日）
・6/7（日） 13:00〜16:00

10,455円（税別） 申込締切:2日前
5,000円（税別）
（テキスト代、修了証込）

12,454円（税別）
11,880円（税込）

12,454円（税別）

15,000円（税別）
2,200円（税込）

TVで紹介‼ 主婦の副業、高収入№1

・5/10
（日）
, 5/31
（日）
・7/5
（日）
, 7/19
（日）

「何を」
「どれくらい」
「どのようにしまう」
3大疑問が1日で解決できます！

・3/22
（日）
・4/29
（水）
・5/30
（土）10:30〜17:30

12:00〜19:00

15,000円（税別）
1,650円（税込）

ハウスキーピング協会
整理収納アドバイザー認定講師

人気の資格を1日で取得！
習ったそばから自宅や職場ですぐ
役に立つ。皆が注目の講座を
この機会にぜひどうぞ。

・5/31
（日）・6/28
（日）

10:30〜17:00

廣瀬 千秋

土谷 尚子

日本ペットシッター協会講師
〜開業への近道〜

※平日の受講もOK! ご希望の日時ご相談ください。

整理収納アドバイザー
2 級認定講座

住み心地の良いインテリアは、
感性
をベースにして実現化します。
本講
座は感性のあり方を追求し、
それを
多くの人に伝える事によって、
より
充実した個性豊かなインテリアを手
に入れられると考えています。

一般社団法人日本ヒーリングサポート協会認定
アニマルコミュニケーター養成講師

（テキスト1冊、
CDテキスト3枚、
認定証書）

1日で資格取得！

インテリアセンス
トレーナー 認定講座

アニマルコミュニケーター養成講座 ペットシッター士資格認定講座

数秘＆カラー認定トレーナー

・4/15（水）
・5/20（水）

15,000円（税別）
1,900円（税別） 10:30〜16:30
・6/14（日）12:00〜18:00
［休憩無し］ 認定料 5,000円（税別）
25,850円（税込）
（教材費・修了証込）
［休憩無し］

2日で資格取得！

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
介護の現場ではレクリエーションサービスが重要
視されています。介護や高齢者に対する基礎知識
を学び、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、
ボランティアをしたい
方におススメです。
【定員20名】

1日で資格取得！

M-Style Luxeリボン
認定講師ディプロマ講座
川口 恭子

M-Style Luxe Ribbon認定講師

（教材費･認定料込）

上記以外にも短期間で取得できる資格講座を多数ご用意しております。
詳しくはＨＰをご覧ください。
入会と受講のご案内

〒634 - 0837 奈良県橿原市曲川町7丁目20番1号 イオンモール橿原3F
10:00〜21:00

0744-20-3025

体験・見学・受講等
事前のご予約を
お願いいたします

ご入会受付中
体験・見学も承ります!

当社から、教室の出席確認や講座情報や
ホームページ からもお申し込み承ります。《お客様へ》
各種サービスの告知、イベント案内のご案内を差し

検索 JEUGIAカルチャー

上げる場合がございますので、ご了承ください。

JEUGIAカルチャーセンターは全国58会場有り
［十字屋Culture株式会社／本社：京都市］

●入会金は5,000円(税別)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。
●消費税は別途要します。
●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。

フロアマップ

JEUGIA
カルチャーセンター

…消費税は別途要します。
（税別表記）
…税別表記ですが、講座により税込の場合もあります。

講師募集

色々なジャンルで
ご活躍されている
講師の方々を随時
募 集 し て い ま す。
詳細は、
JEUGIA
カルチャーセンター
ホームページ「講師
募集」ページをご覧
下さい。

発行：十字屋Culture株式会社

愛犬愛猫の長寿命で幸せな
毎日に役立つお家ケアを、
中国伝統医学からわかりや
すく、食養生や反射区ケア
まで学べる実践講座。
第3
（火）10:30〜12:00
全6回 15,000円(税別)

3/25（水）, 4/1（水）まんが家気分でペン入れ体験
500円

1,000円（通常2,400円）

西上 華世

市販の調味料に頼らず、糀の発酵調味料をメインにした
安心安全・手作りなモノで、健康で豊かな食を。糀の発酵
調味料から季節の保存食、手作り調味料と毎月バラエテ
ィー豊かな仕込みごとを楽しんでもらいます。糀エヴァ
ンジェリストが手作り発酵調味料で作る活用料理も
お伝えいたします。
（レシピ有）

1,100円

全6回

山田 凰聖

数秘術師

550円

ピースクラブインストラクター

顔相（人相）+ほくろ占い

4/10（金）
開講

甲月 あさ美

甲斐四柱推命学院学院長

よくわかるタロット占い

4/10（金）
開講

甲月 あさ美

甲斐四柱推命学院副学院長

4/24（金）
開講
全6回

甲斐四柱推命学院副学院長

現役鑑定士の鑑定秘話や実践テクニックなど面白おか
しく人生のお悩み解決を紐解くタロットカード占いで、
ご自身や身近な人を占える楽しさを学びませんか。
カードで未来設計、すすむべき方向の目安を。

第3（水）19:00〜20:30
全6回 18,300円(税別)

第2・4
（金）13:30〜15:00
月額6,100円(税別)

第2（金）11:00〜12:30
月額3,000円(税別)

第4（金）11:00〜12:30
全6回 18,300円(税別)

3/27（金）15:15〜16:15

4/9（木）
開講
全6回

アロマハンドトリートメント協会副理事長

オートクチュールを作りましょう！

服部 勝心

手作りの店遊布主宰

1,000円
（通常2,050円）

KSKパソコンスクール代表

金

葉ちっくオリジナルつまみ細工

2/26（水）, 3/25（水）

4/7（火）
開講
全6回

予防医学リンパセラピスト
モンテ学院 学院長

ご要望の多かった夜クラスに開講決定!!
顔のトラブルの7割は頭の歪みが原因。
頭の歪みを改善する技術と理論を学び、
小顔・たるみ等を改善します。
＜ディプロマ発行可。2,000円/税別＞
1,550円

森 慎司

全6回

第1・3（火）19:00〜20:00 無料説明会 3/31
（火）
全6回 15,300円(税別)
19:00〜20:00

主体美術協会会員

デッサン・油絵・水彩・色鉛筆…お好きな画材と技法で自由
に絵画を学べます。

第1・3（月）
10:30〜12:30
月額5,600円(税別)
3/16（月）,
3/30（月）

2,850円

4/17（金）
開講

つまみ細工葉ちっく主宰

小顔矯正
背骨コンディショニング体操 フェイスセラピスト養成講座
髙井 里香

たのしい絵画教室

3/30（月）

第2・4（月）18:00〜19:00
月額5,700円(税別)

背骨を整え、ひざ・腰・肩の痛みを和らげる

全6回

3/31（火）19:00〜20:00

美廷（キム・ミジョン）韓国語講師

2,800円

200円

手作り犬服教室 入門講座
秋山 美佐枝

4 /11（土）
開講

（社）日本ペット服手作り協会ドッグウェアクリエイター認定講師
手作り犬服教室「Miesa」

愛犬に手作りの服を着せたい！」
「犬服
満席につき
作りの基礎を学びたい！」
「犬服を作っ 土曜クラス
ているけど、自己流で自信が無い！」
増設
そんな方のお手伝いをさせて頂きます。
【定員5名、
先着順】
＜途中入会可＞

第2・4（土）13:30〜15:30
月額6,200円(税別)

3/20
（金）つるの2wayブローチ
1,500円
（通常3,000円）
2,500円

1,000円（通常2,000円）

第2・4（水）11:00〜12:10
月額3,100円(税別)

無料説明会

待望の入門クラスができました !!
韓国語の基本であるハングルから文法
まで分かりやすく丁寧に解説します。
旅行に使えるフレーズも交えて
実践的韓国語も取り入れたレッ
녕하세요
スン。韓国ドラマ好きの方も 안
楽しく学べます。

500円

小笹 葉子

予防医学リンパセラピストモンテ学院学院長

第1・3（火）20:10〜21:40
全6回 15,300円(税別)

第3
（金）
13:00〜15:00
全6回 18,000円(税別)

第1・3（土）15:30〜17:00
月額6,000円(税別)

背骨を整えると痛みが消える！
関節をゆるめ、骨を矯正することで
腰痛・膝痛・コリを解消し、ストレス
フリーな体をつくりましょう！

髙井 里香

4/7（火）
開講

身体の歪みを整え、
経路・ツボの位置を正しい位置に戻す事に
より、
リンパ・血行の流れを良くします。
ハンドマッサージ
テクニックを身につけ、
肩こり・便秘・むくみ等の症状を解
消。
家族の健康や、
開業、
資格取得を考えている女性にお
すすめの講座です。
<ディプロマ発行可2,000円/税別＞

つまみ細工葉ちっくのレッスンが
奈良で受講できるのはここだけ！
伝統技法にアレンジを加えた
新しいつまみ細工です。

「Illustrator」
や
「Photoshop」
を使える人材
がオフィスに1人は絶対に必要な時代とな
りました。
初めての方や初心者の方！この
機会にスキルを手に入れてください！

大谷 慎二

全5回

韓国語・超入門

編み物講師

3/27（金）, 4/10（金）

「Illustrator&Photoshop｣
必見！カルチャーセンターで
初心者基本講座 この価格で、
ここまで習える!!

背骨コンディショニング協会認定
パーソナルトレーナー

予防医学リンパセラピスト養成講座

4/20（月）
開講

オートリンパストレッチアドバイザー育成講師

第2・4（金）19:00〜21:00
月額4,100円(税別)

3/2（月）, 3/16（月）12:45 〜

3/21（土）, 4/4（土）

廣瀬 千秋

〜ウェアからニット雑貨まで〜
かぎ針・棒針、
はじめての方から経験者
まで、
お好みの作品を一人ひとりの
ペースに合わせてご指導いたします。

第1・3（月）13:00〜15:00
月額4,100円(税別)

小川 信二

オートリンパストレッチ講座

編みもの教室

大人の洋裁教室

無料説明会

自宅で
簡 単

1,000円（通常3,050円）

第3（月）10:30〜12:30
無料説明会 3/30
（月）
全5回 12,500円(税別)

1,500円（通常2,000円）

本格的な洋裁を学びたい方向けの
講座です。オリジナルの 型紙で製作
します。
個々の体型に合わせて世界に
1着しかない作品を作りましょう！

3/27（金）10:15〜11:15

体験料1,000円(通常3,000円）

リンパの滞りを解消する為、
老廃物をリンパ節
（ゴミ箱）
に流す事ができるセルフマッサージや他の人に施す
方法を教えます。
血流がよくなり冷え性、
肩こり、
膝痛、
むくみなども緩和します。
独学では、身に付けるのが難しいため、この機会に
是非学んでください。<修了証発行＞

第2（木）10:30〜12:00
全6回 12,000円(税別)

谷口 和子

3/27(金)13:30〜14:30

1,000円(通常3,050円）

いつでもどこでもできるアロマハンドトリ
ートメントは様々な不調を改善できる自然
療法です。
まずはご自身そして大切なひとの
ために手と手のコミュニケーションヒーリ
ングを始めてみませんか。
<途中入会可＞

入会金

1,000円（通常2,500円）

大人気の顔相･人相!! ほくろの簡単な
ワンポイントアドバイス等。人の顔や
パーツを通じて性格や癖、相性など、
開運の兆しなどを学ぶ講座。

井戸側 聡美

でご入会の方

3/31（火）

中医学の入門〜究極のスキンシップ（マッサージ）が出来るように

現役の鑑定士でもある講師が、
実践で得た秘法を交えて、基礎
から鑑定まで、楽しく分かり易
く指導します。

アロマハンドトリートメント2級講座

し
または体験な

なぜ中医学が注目されているのか?
宇宙（自然界）のつながり・中医学でできるケア
陰陽説・日本の四季と五行説
簡単な体質チェックで未病に気づく
食養生・未病へのアプローチ
反射区を知る・飼い主様だけのぬくもりケア（実技）

人生の目的や課題は何? どん
な才能があるの? 問題解決方
法は? 数秘術で答えを導きだ
せるようになりましょう。

3/18(水)

当日 にご入会

第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回

ストリートダンスの
水曜クラス
木曜クラス
基 礎から応用まで、 【小 学 生 】
17:45〜18:45 【幼児〜小2】16:30〜17:30
その高い指導力に定 【小6以上】
18:50〜19:50 【 小 学 生 】17:35〜18:35
評 あ り。ダ ン ス が 初
3/11（水）
3/12（木）
めてでも大丈夫！か
3/25（水）
3/26（木）
っこいい振付で楽し
1,500円
く踊ろう！
月額5,500円(税別)

［イメージ画像」

よくわかる四柱推命占い

4/15（水）開講

1,000円(通常3,050円）

早割

全6回

【18才〜】

本格派ダンススタジオ
『ピースクラブ』講師が丁寧に指導します。

3/24（火）塩糀と甘糀、手作りと市販の味比

数秘術占い
みほこ・きよ

RIO

4月 基本の発酵調味料「塩糀」
「醤油糀」
5月 美腸・腸活に効果てきめん！
米麹で作る甘酒「甘糀」
6月 絶対失敗しない梅干し作り
オシャレでカラフルな
7月
フルーツビネガー作り

1,500円（通常3,000円）

4/21（火）開講

キッズ・ストリート JAZZダンス

デリカ＆キッチン「HANA」主宰、栄養士・調理師
糀エヴァンジェリスト、おから再生プロデューサー

化学調味料から発酵調味料へ

発行日：2020.2.18

〒634 - 0837 奈良県橿原市曲川町7丁目
20番1号 イオンモール橿原3F
https://culture.jeugia.co.jp/

やまうち きくえ ペット東洋医学スペシャリスト

発酵食＆手づくり調味料

※一部、
割引対象外の講座あり。
※他の割引との併用は出来ません。

5,500円（税込） 認定料他 36,300円（税込）

【小1〜】

まんが家
イラストレーター

第1・3（水）17:00〜19:00
月額4,800円(税別)

【期間】
2020年

体験

憧れのまんが家・イラストレーター教室

愛犬・愛猫 のための中医学

基本的なデッサンからまんがのデフォルメ、
テクニック
まで、上達のコツを教えます。初心者にはえんぴつで
イラストを描くことから、中級者にはまんがの道具の
使い方や四コマまんがの描き方を。上級者には自主制
作品を直接指導します。

3/30（月）

3/31㈫

ホームページ

からも
体験・見学・受講等
事前のご予約を お申し込み承ります。
お願いいたします 検索 JEUGIAカルチャー

プロのまんが家・イラストレーターが教えます。

（税別）

バレッタやカチューシャなど
10アイテムのリボンを作成。
サロン開校、人気ネット
ショップもOPENできます。

・3/18
（水）・4/5
（日）
・6/7
（日） 10:30〜19:00
・3/8（日）
, 3/29（日）申込締切:10日前
15,000円（税別）
・6/3(水）
, 6/17(水）
35,000円（税別）
10:30〜18:00

つづき 萌重

1,000 円 割引

リボンのプロを目指す！

0744-20 -3025

第2（火）11:00〜13:00
月額3,000円(税別)

生年月日から導き出す数秘の算出方法を色とコラ
ボしながら学びます。
修了後は数秘＆カラージュニ
アプレゼンター
として活動が可
能です。

STYLEY・チアダンス

憧れのまんが家･イラストレーター教室

2,000円

ペット関連資格講座

・4/4
（土）
, 4/18
（土）
・5/30
（土）
, 5/31
（日）
・6/6
（土）
, 6/20
（土）

10:00〜21:00

新規

3/5（木）, 3/19（木）, 4/2（木）

癒しのお花とキャンドルと

● 見つけよう 新しい自分 素敵な仲間 ● ジャンル豊富に250講座以上が集う 総合カルチャーセンター

まで

・4/1(水）
・5/13(水)
・6/10(水)

1日で資格取得！

【2歳〜】

大阪音大器楽学科ピアノ専攻

はじめて楽器にふれる小さなお子様から
経験者のお子様ま
で、一人一人の年齢
やペースに合わせ
てレッスンします
ので、安心してご参
加いただけます。

1,550円

「愛犬・愛猫と飼い主の通訳者」
として、
動物の気
持ちに寄り添い、
その気持ちを飼い主さんに伝
えるお仕事をしませんか。

6,000円（税別）

竹本 明香

第1・3（木）14:00〜17:30
月額5,100円(税別)［1回30分］

3/1（日）, 3/15（日）

荒巻 敦子

※日時はご相談下さい。

腕の振り方やスタート
の姿勢など、
かけっこ
が速くなるフォームを
身につけて走る事が
楽しくなります。

3/22
（日）
10:15〜

1日で資格取得！

月額3,100円(税別)

《1日1名様120分 完全予約制》

第4（日）10:15〜11:15
全3回 6,000円(税別)

13:30〜14:30
14:40〜15:40
1,600円(税別)

月額3,100円(税別)

あなただけの
カラーとメイク診断。

春の特別教室

【2歳〜】

公立学校ALT講師

第1・3（日）

4〜5歳 10:15〜11:00

パーソナルカラー診断とメイク術

3/10
（火）
, 3/31
（火）

1,450円

骨盤低筋ヨガセラピー

お申し込み受付中です

・3/27（金）

【年長〜小6】

楽しく元気にダン
スの基本を身につ
け、HIPHOPを基
にかっこよくかわ
いく踊ります。
ダンス好きな子供
達集まれ!!

︽お電話・店頭・WEB にてご予約承ります︾

春休み中に苦手を克服しよう！
逆上がりや前回りの、
基礎とコツを
学びます。
【定員12名】

かけっこが速く
なりたい子の為の

Akinyele Brandley

4〜5歳 14:00〜14:30
5〜6歳 15:10〜15:55

1,550円
200円

【3歳〜6歳】

ハッピータイムダンススクール所属

Brandleyのキッズ英語 2歳から始めるこどもピアノ

個人レッスンのお知らせ

全 3回

Beeスポーツ代表

【年中〜小3】

2〜3歳 11:45〜12:30
3〜4歳 11:00〜11:45

中根 由佳里

1,650円

英語のシャワーをあびよう〜★
小さな時期に、外国人講師の生の英語の発音に
触れることで英語脳を鍛えることができます！
※他の年齢のクラスは
お問合せ下さい。

第2･4（土）

2/29
（土）
, 3/14
（土）

50円

【2〜5歳】

リトミック研究センター認定講師

楽しい音楽あそびを
通してこどもたちの
あらゆる可能性を引
き出します。
集中力･
創造性･協調性･感じ
る心を育てます。

春休み
かけっこ教室
1日鉄棒マスター教室
別府 真樹
カワイ体育専任講師

當内 祥子

3/11
（水）
, 3/25
（水）

2,050円

3歳から始めよう!! HIPHOP

（火）
16:30〜17:15
月額5,800円(税別)

大会クラス 18:00〜19:00

3/14
（土）
, 3/28
（土）

1,500円

【3歳〜】

STYLEY専任講師

ロサンゼルスオリンピック選手

こどもマージャン教室 こどもアートスクール
親子リトミック
【3歳〜小学生】
ニューロン麻雀スクール講師

STYLEY・チアダンス

【小学生〜】

第2・4（土）16:30 〜 18:30
月額4,100円(税別)

月額5,000円(税別)

保存版

1,000円(通常2,050円)

オリンピックで
注目のフェン
シングをやって
みたいあなた！
基本から指導
いたします。

楽しい運動遊びのレッスン！
マット･とび箱･鉄棒･ボール･
なわとびなどを使い、
多種多様な運動を
体験します。

講座案内

3/7（土）, 3/21（土）

1,550円
500円

キッズプログラミング講座 カワイ体育教室【年少〜小6】 フェンシング
【7歳〜】

人気グループの
K-POPダンスを
完コピしよう！
ダンス経験者歓迎。
第1・3（土）
19:20〜20:20
月額4,100円(税別)

第1・3（日）10:30 〜11:45
月額3,100円(税別)
※小学

第1・3（土）10:30〜12:00
月額3,000円(税別)

ダンスインストラクター

体験・見学・ 入会

まずは駒の種類や動き、ルール
を学びます。テキストによる実
践、詰将棋、戦法解説などを大
盤にて説明し、理解できるまで
丁寧に指導いたします。

春期号

K-POPダンス 【小3〜】

無料説明会

定
シニア限

3/28（土）

春企画！1日健康教室

スポーツウエルネス吹矢
東 俊光

日本スポーツ吹矢協会公認指導員5段

今話題の人気のスポーツ吹き矢をやってみませんか。

「腹式呼吸」+「胸式呼吸」
=吹矢式呼吸
・3/13
（金） ・3/20
（金）
10:30 〜12:30

1,000円（税別）

シニアのゆったりヨガ
MOMO

ヨーガ講師

体 が 硬 い、運 動 経 験 が な い、
ヨガは全く初めて、という方
の為のプログラムです。気軽
にお試しください。

・3/23
（月） ・3/30
（月）
12:00 〜13:00

1,000円（税別）

