2022年

3-6月

お申し込み
受付中!!

Web会議システム「Zoom」アプリを使用して
ご自宅から受講いただけるオンライン講座です。

講座案内

23講座

自宅で
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る
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りから
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知識の習

【全1回講座】

ブラウンヌード

パワーストーン
ボールペン講座

パワーストーンボールペン＆
タロットカードリーディング

顔筋beauty
エクササイズ

こんまり®メソッド
ワークショップ

間取りプランナー
初級資格講座

整理収納アドバイザー
2級認定講座

食育インストラクター
4級取得講座

脳トレピアノ検定®認定
講師養成講座

anelaの
ドッグケア講座

anelaの
ドッグセラピスト講座

キンダーキッチン
こども料理教室

発達支援教育士
認定講座

栄養環境コーディネーター
認定講座

写真のような絵を描く
色えんぴつ教室

特別支援暮らし
アドバイザー認定講座

★和ばらのボトルティーも
一緒にお届けいたします★

※お花の色みは黄色・ブラウンヌード・ピンク・おまかせの4種類
よりお選びいただきます。
（おまかせ以外は数量限定）

※写真はイメージです。実際の使用品種は写真の品種とは異なる
場合がございます。

イメージに合わせてその日収穫できたばらよりお届けいたしま
す。品種のご指定は承れませんのでご注意ください。

※材料は講座前日にヤマト運輸常温便でのお届を予定しており
ます。天候によりクール便を使用する場合もございます。

京都産業大学 日本文化研究所 上席特別客員研究員
仏像ソムリエ＆京都観光おもてなし大使（京都市任命）

歴史上の人物に関わる寺院、
一宗一派の総本山、
民の信仰厚き寺、
文
人を魅了したみほとけを祀る寺院など、
京都府内の著名な寺院、
そし
てみほとけ
（仏像）
について、
解かりやすくご案内します。
また、
お寺に
お参りした時、
この仏さん
（仏像）
はどういう御方なんだろうか？とい
う素朴な疑問を持たれた方いらっしゃいませんか？そんな皆さんに数
ある仏像のグループ分けやその特徴、
プロフィールなど解説します。

『鞍馬寺の諸仏・諸尊たち』
10:30～11:45

4/30㈯［申込締切：4/27㈬］

『当尾（浄瑠璃寺＆岩船寺）の諸仏・諸尊たち』
10:30～11:45

6/11㈯［申込締切：6/8㈭］

【受講料】全1回 2,420円（税込/資料代込)

詳細ページ

㈱ECC監修オンラインレッスン
～ ECCメソッドで学ぼう！～

全1回 13,750円(税込/材料費・送料込)

おまかせ

オンライン講座一覧は
ホームページでご覧いただけます!

京都のお寺＆仏像

詳細ページ

※JEUGIA会員価格
12,650円(税込/材料費・送料込)
［申込締切：3/24㈭］

ピンク

お家で風水

【全1回講座】

滋賀県守山市の『ローズファームケイジ』
では
“世界で一番幸せになるばら”をコンセプトに、
琵琶湖畔の農園で世界でここにしかないオリ
ジナルの品種「和ばら」
が心を込めて大切に育
てられています。
その「和ばら」15本を使った
“わばらの花束”づくりを國枝健一さんにオン
ラインにてレクチャーいただきます。
普通のバ
ラとはひと味違う、日本らしい美意識が漂う和
ばらがご自宅に届きます。
お茶をしながらでも
OK。
おうちでゆったり思う存分和ばらを楽し
んでいただける講座です。

黄色

色相推命学
1日基礎講座

京都

滋賀

ローズファームケイジ（株式会社Rose Universe）
代表取締役

4/3

ECC
大人が楽しい
英会話

カサハラ式
足裏バランス改善法

【講師】小嶋一郎

【講師】國枝健一

【受講料】

京都の
お寺＆仏像

今すぐにでもお参りしたい

ローズファームケイジの
“わばらの花束”づくり

13:30
㈰ ～15:00

“わばらの花束”
づくり

大人が楽しい英会話【全10回】
【講師】ECC専属講師 バイリンガル日本人講師
日常会話で役立つ簡単なフレーズで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。教室で、自宅
で、本格ECCメソッドを学びませんか。
動き出す日はきっと来る。
さあ、今から始めましょう！

無料体験レッスン開催
（要予約）

3/15㈫ 13:30～
［申込締切：3/12㈯］

【全10回講座】※4/19㈫開講予定

毎週(火)13:30〜14:30
【受講料】全10回 17,820円（税込）
（運営費3 ヶ月分込）

【材料費】テキスト代2,970円(税込)

詳細ページ

※教室でのオンライン講座受講ご希望の方は大阪の下記 JEUGIAカルチャーセンターでのレッスン
となります。◆光明池（和泉市）◆堺タカシマヤ
（堺市東区）◆イオンモール堺北花田
（堺市北区）

※受講にはJEUGIAカルチャーセンターへのご入会が必要です。 ［申込締切：3/27㈰］

自宅で学べる！習いごと。
カサハラ式 足裏バランス改善法

色相推命学1日基礎講座
【講師】旭奈

【講師】関野ひろゆき カサハラフットケア専属講師
足に関心がないのは、
健康に関心がないのと同じです！現代人に激
増する
「外反内反」
「浮き指」
「アーチ不足」。足裏のバランスを整える
ことで、足・ひざ・腰・首の痛みや不調も改善できます。講座では足、
ひざ、股関節、腰、肩、首などお客様の「足と体のトラブル」について、
①足と体のカウンセリング ②自宅で出来る、自分で出来る解決
法のアドバイスを行います。教材として、履
くだけで足裏のバランスが整う
「3本指テーピング靴下」
をお
届けしますので、
その日から足と体のケアを始められます。
テレワークやおうち時間でも、足のお悩みが増えていると言
われています。
この機会にぜひご自身の足と向き合う時間を
作りませんか。

【全1回講座】

優

日本色相推命学会

会長

四柱推命をベースにした色で表す最新の占術です。性質
や向いている職業などが細かく、
占えるようになり、
この
講座終了後には簡単な鑑定も出来るようになります。
ま
た色彩学も同時に学べます。受講後にご希望の方には
日本色相推命学会発行の修了証書もお渡しいたします。

こんな方におすすめ!

・占いに興味がある方
・副業を考えている方
・人間関係に悩んでいる方

3/24 ㈭ 10:30
～12:00
4/14 ㈭ 10:30
～12:00
5/12 ㈭ 13:30
～15:00

【受講料】全1回 2,750円（税込)
【教材費・送料】1,690円（税込)
※開催1週間前を過ぎてからのお申込み
［申込締切：各2日前］は、教材の到着が講座終了後となります。

詳細ページ

【全1回講座】

2/22 ㈫、3/28 ㈪
4/25 ㈪ 各日
10:00～13:00

お家で風水
【講師】甲月あさ美

【受講料】全1回 8,800円（税込)
【テキスト代】2,200円（税込)【修了書・送料】3,520円（税込)
※希望者のみ
［申込締切：各2日前］

甲斐四柱推命学院 副学長 教授

快適に暮らそうコロナ禍。風水
ってなぁに？等々・・・聞いて得
するお家風水。2022年は楽しく開運づくりが
しやすい年。
ご自宅の空間を風水で調整する
ことで吉凶をコントロールしやすくご自身の
お家で風水のお手伝い！実践していただきや
すい方法を伝授します。

4/25㈪

13:30～14:45
【受講料】5,500円（税込)

鑑定希望の部屋の画像や間取り図をセミナー後に
郵送もしくはメールで事前にお送りいただきます。

(テキスト代込)

個別鑑定

セミナー

【セミナー ＋ 個別鑑定セット受講】

4/25㈪ 5/16 ㈪
13:30～14:45

詳細ページ

～開運アイテムを作ろう～

•セミナーのラストに質問コーナーがあります。
•個別鑑定は鑑定希望の内容が届いた順に
時間を振り分けます。

【セミナーのみ】

【講師：旭奈 優 プロフィール】
人物画とフラワーアレンジメン
トを融合させた「フローラルポ
ートレイト」
などの芸術作品の
創作をする中、人間についての
深い理解が創作活動に不可欠
と思い、
いろいろな学びをする
中のひとつとして四柱推命を学
び出したところ、
ドはまりする。
漢字ばかり出てくる、一般の人
にはとっつきにくい 四柱推命
を、
より直感的 に、だ れでも仕
事や人生に取り入れられるよう
にしたいと思い立ち、色彩心理
学を取り入れた新たな表現方
法を確立、
「色相推命学」
として
体系化する。
『自分を知り、自分
らしく生きる人を増やしたい』
と
の想いから、2019年に日本色
相推命学会を設立。現在同学
会会長として、
人物鑑定や鑑定
師の育成に精力的に取り組ん
でいる。

カラーセラピーも学べる！
パワーストーンボールペン講座
【講師】CHIAKI 恋愛専門タロット教室主宰
キラキラ輝く開運アイテム
「パワーストーンボールペン」
を作ります。色の持つ力や、パワーストーンの効果効能
についても学べます。
※金運・恋愛運・健康運・仕事運の中から2種類製作い
たします。
（お申込み時に希望する2種類をお知らせく
ださい。）
※ボールペンの画像はイメージです。

【全1回講座】開催日時はお問い合わせください

15:30～
お一人10分程度

（70分レッスン）
【受講料】全1回 1,980円（税込)
【教材費】全1回 2,500円（税込)

【受講料】7,700円（税込/テキスト代込)

［申込締切：4/20㈬］※鑑定希望画像等は5/9㈪必着

詳細ページ

［申込締切：1週間前］

詳細ページ

天然石で作るパワーストーンボールペン＆タロットカードリーディング
【講師】CHIAKI 恋愛専門タロット教室主宰

受講特典!

【講座内容】

風の時代をしなやかに生きる副業におススメの講座です。
①タロット予習 動画の視聴
サクッと学び、恋愛鑑定士デビューを目指しませんか。
②パワーストーンボールペン製作動画の視聴
受講後パワースト−ンアーティストの認定証が発行されます。 ※計4種類分のボールペンの材料がセットになっています
◆パワーストーンの効果効能
③パワーストーンアーティストの認定証が発行されます
◆パワーストーンボールペン製作（2本）
◆タロットカード 大アルカナ22枚 恋愛リーディング

【全1回講座】開催日時はお問い合わせください

（2時間30分レッスン）
【受講料】全1回 16,500円（税込)
【教材費・認定料】23,100円（税込)
［申込締切：1週間前］

※パワーストーンボールペンの販売及び認定校としての指導が
可能になります。
※講師登録料は含まれています。年会費などはございません。
※ストーン・テキストの購入が可能になります。

※修了後は占い師デビューサポート講座（個人レッスン）
の受講をおすすめしております。
1回コース
（Zoom 60分間）… 6,600円（税込）
2回コース
（Zoom 60分間×2回）…11,000円（税込）
※ボールペンの画像はイメージです。

詳細ページ

W
気

。

長時間の講座の場合はパソコン、
Web会議システム
「Zoom」を使用してご自宅から受講いただけるオンライン講座を展開中。タブレットなど、
大きな画面での
ご受講を推奨いたします。
気軽に学べるものから、資格取得講座まで、随時開催しております。

こんまり メソッドワークショップ

顔筋beautyエクササイズ

【講師】畑井美樹 こんまり流片づけコンサルタント

ヨガ・顔ヨガ・プレシャスソマティクス

【講師】つるた 薫 インストラクター

「人生がときめく片づけの魔法」の著者、
こんまりさん
こと近藤麻理恵さんが提唱する片づけ方「こんまり
メソッド」
を知って体験するワークショップ。片づけはい
つまでたっても終わらない、、、
とおもっていませんか？
片づけできないのは性格、遺伝、血液型などとはまっ
たく関係ありません。
こんまり メソッドの片づけは、
二度とリバウンドしない片づけ方。
"片づけ祭り"で片づければ、誰でも
片づけを終わらせることができるのです！片づけで悩むのはもうおしま
いにして、片づけを終わらせた後の暮らしをスタートさせませんか。

表情筋を使わないでいると、顔のたるみ
の原因にもなります。
また、顔の筋肉が凝
ったままだと全身をも緊張させます。顔や
デコルテを緩め、効率よく鍛えることで、
リラックスした美しい顔へと導いていき
ましょう。
表情癖改善、小顔、艶顔、若顔を
目指します。

【全1回講座】

5/10㈫ 10:30～12:00

【受講料】全1回 3,300円（税込・テキスト代込)
［申込締切：5/7㈯］

【全1回講座】

4/19㈫、5/17㈫ 10:30～12:30

詳細ページ

間取りプランナー初級資格講座
【講師】上田康允・他 認定講師

一般社団法人
日本間取り協会 代表理事

［申込締切：各3日前］

整理収納アドバイザー 2級認定講座
ハウスキーピング協会整理収納アドバイザー

13:30
4/27㈬ 10:30
～12:45 6/18 ㈯ ～15:45

整理収納アドバイザー２級認定講師が教える資格取得講座です。
基本的な“整理の考え方”、具体的な“整理の方法”、実践的な“収納の
コツ” を、事例を交えて詳しく学ぶことができます。

ノウハウ本を読んでも整理上手になれない・・・なんてお悩みのアナタ！
1日で資格が取得でき、
その日から実践していただける内容です。整理収納が苦手な
方から得意な方まで、今一度基礎から学べば目からウロコです。
グループでの演習も
あり、楽しく学べ、
内容も試験も難しくありません。男性の方も今まで多く受講されて
いますので大歓迎です。
学びたい方!
の知識や技術を
たい方!
正しい整理収納
仕事にも活かし

【全1回講座】
開催日時はお問い合わせください
（休憩含む全7時間レッスン）
詳細ページ

食育インストラクター4級取得講座

【受講料】17,600円（税込)【テキスト代・認定料】7,100円（税込)
［申込締切：1週間前］

脳トレピアノ検定 認定講師養成講座
【講師】柿本玉喜 総合音楽事業部統括部長

食育インストラクター 1級 かわなべあやこ食育料理教室主宰

脳がいきいき若返る介護予防プログラム付き
の、日常生活にも活かせる楽しいメソッド
「脳
トレピアノ 」
。
シニアの方に目からウロコの
ピアノコーチングができるようになります。認
定資格を取得すると、自宅教室開講、福祉活
動、
サロンなどで活かすことができます。

服部幸應先生が理事長を務めるNPO日本食育インストラクター
協会推進校「クッキングサロン エストレージャ」のベテラン講師・
かわなべあやこ先生のご指導で資格取得を目指します。
全6回の調理実習・座学を通して料理の基礎がじっくりと学べま
す。6回目に試験を行い、合格後に
「食育インスト
ラクター 4級」の資格を取得することができます。

【全6回講座】※日程はお問い合わせください

【全4回講座】※日程はお問い合わせください

第１
（日）14:00〜15:30 または 第4
（水）10:30〜12:00
随時
【受講料】全6回 81,180円（税込)
無料説明会開催中
【教材費・認定料】11,000円（税込)
（要予約）
［申込締切：各1週間前］

【受講料】全4回 35,200円（税込）
【メソッド代】1,100円（税込）
※講師認定料・講師年会費別途要

第1・3(木)13:30〜15:00

詳細ページ

を家族に
ワンちゃん
方
思っている
迎えようと
愛犬との絆を
講座 もっと深めたい方

anelaの

随時
無料説明会開催中
（要予約）
［申込締切：1週間前］

詳細ページ

癒し癒されて
グライフを！
ハッピーなドッ

ドッグセラピスト講座

ドッグケア

【講師】ドッグライフanela 原 五月 ドッグセラピスト

【講師】ドッグライフanela 原 五月 ドッグセラピスト

愛犬のために何か出来ることはないかと思っている方
から、
グッズの販売・ドッグカフェなどワンちゃんに係る
お仕事をされている方で＋αの知識を得たいと思って
いる方まで、一緒に楽しく学びましょう。

愛犬の健康管理、今からでもできる事、犬の身体、
犬の食事、
ドッグマッサージの基本を学びます。
◆犬の身体（犬の身体の事、骨格、健康チェック法）
◆犬の食事（市販のペットフードのメリット・デメリ
ット、原材料、手作りご飯について）
◆ドッグマッサージ（マッサージの効果、
リンパマッ
サージの基本テクニック）

◆犬の身体と健康に関する基礎知識
◆犬の食事と健康 ◆ドッグマッサージ
◆シニアドッグケアの基礎知識 ◆ドッグストレスサイン

4/20 ㈬、5/11㈬ 13:00
～17:30

【全1回講座】

【全1回講座】

10:30～12:00
3/22 ㈫、4/12 ㈫［申込締切
：各1週間前］

【受講料】2,200円（税込）【教材費】3,300円（税込）

詳細ページ

一般社団法人全国ゆうゆう塾協会

【講師】かわなべあやこ

anelaの

詳細ページ

【講師】魚林佐起子 ㈱整理収納教育士代表

「新築に戻れるなら間取りをやり直したい」
と考えている方は95%！
（日
本間取り協会調査）
この現状を受け、住みやすい間取りを作れるように
なる、間取りに特化した初めての資格「間取りプランナー講座」
が誕生し
ました。初級では日本の間取りの歴史・現状や、動線・通風・日照・騒音な
ど、間取り学の基本を学びます。新築やリフォームをご計画の方、
マンションなどを購
入予定の方、間取りに興味のある方、間取り図を見るのが好きな方、
どなたでもご受
講いただけます。講座受講後、修了証を発行いたします。
①日本の間取りの現状 ②動線 ③通風 ④日照
カリキュラム
⑤騒音 ⑥間取りの歴史 ⑦外国の間取り
【全1回講座】

【受講料】全1回 6,050円（税込・テキスト・認定料・送料込)
［申込締切：各1週間前の正午］

【受講料】全1回 3,300円（税込)

詳細ページ

［申込締切：各1週間前］
【受講料】11,000円（税込）
【教材費・ディプロマ発行料・送料】17,020円（税込）

詳細ページ

キンダーキッチン こども料理教室
【講師】かわなべあやこ

対象：小2

食育インストラクター 1級

〜中学生

主役はお子さま！Zoomで先生とコミュニケーションをはかりながら
楽しく料理を作ります。
お子さまが食事に対して前向きに考え、好き嫌
いや食の幅を広げる機会になればと願っております。
「多少の失敗も経験のうち！」
と保護者の方には広い心でお子さまを
そばで見守りサポートしていただきます。

3

ふわふわパンケーキ

4

絵本「しろくまちゃんのほっとけーき」を
再現したようなパンケーキを焼きましょう！

月
月

詳細ページ

【受講料】全1回 2,200円（税込)

母の日に作ってあげたい
ビーフストロガノフ・ご飯を炊飯器で炊いてみよう
デザートはキラキラゼリー

月

㈱整理収納教育士代表

【講師】魚林佐起子、他 発達支援教育士認定講師

発達障害・グレーゾーンと言われる子どもたちの
日々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。
特性のある
「子どもの自立」
を後押しするためには、環境を整えるだけでなく、子ども
とのコミュニケーションを円滑にしながら、
身だしなみ（衣類の管理）
やお金の使い方
（金銭管理）
を伝えていくことも大切です。子ども達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
近な人たちが子どもの自立を促す方法を一緒に考えます。

【全1回講座】

3/6 ㈰、4/10 ㈰ 10:30～11:30

5

発達支援教育士認定講座

日頃の感謝を込めて…お母さんやご家族に振る舞う料理を作ってみましょう！

5/1 ㈰ 10:00～11:30

3/18㈮、4/29㈮㈷、5/21㈯

各日9:30～16:00 【受講料】全1回 16,500円（税込)
※講座修了後、認定手続きの 【教材費・認定料】7,150円
（税込)
ため15分程度延長となる
［申込締切：各1週間前］
場合がございます。

特別支援暮らしアドバイザー取得講座
㈱整理収納教育士代表

【講師】魚林佐起子 発達支援教育士認定講師

一人ひとりに合った暮らし・空間支援を
おこなうことができる新しい資格です

【受講料】全1回 3,300円（税込)
［申込締切：各1週間前］
［定員 各回10名程度］

詳細ページ

写真のような絵を描く
色えんぴつ教室

発達障害の特性によって、家具・モノ・インテリアが暮らしの支障になる場合がある事
を知っていますか？発達障害と感覚過敏（五感）
などの特性を知り、暮らし支援を考え
た安心と暮らしを彩るインテリアを考える事が出来る講座です。

【全1回講座】

3/22 ㈫ 5/31㈫

13:00～16:00 9:30～12:30
【受講料】全1回 9,900円（税込)
【教材費・修了証代】6,600円（税込)

～ 1色で描く花の塗り方～
【講師】宝珍幸子

写真を超える色えんぴつアーティスト
NHKぐるっと関西おひるまえ出演

［申込締切：各1週間前］

事前に白黒写真と下絵を描いた用紙、
ホルベ 【全1回講座】
インの色えんぴつ1本をお届けします。何色が
届くかは開けてからのお楽しみ！白黒写真を見
本に色えんぴつ1色のみで、
カラーの花を2時
間で塗ります。本物そっくりに描くには、
あるが
ままをしっかり観察することと、色の濃淡を自
由に表現出来ることが大事です。
まずは1色で
細部までしっかり見る力と塗り方のコツを学び
ましょう。
レッスン後には、物の見方がかわり、
上達し、
あなたは色えんぴつの魅力に夢中に 各日14:00～16:00
なるはず！
【受講料】全1回 3,960円（税込)
【教材費・送料】880円（税込)

3/18㈮
4/15㈮
5/20㈮

［定員各回4名］
［申込締切：各1週間前］

◆暮らしと発達障害 ◆五感・感覚過敏
◆インテリア
◆建材・素材・家具（特性と感覚過敏を考えた）
◆一人ひとりに合った暮らし・
空間支援
※教 材・修 了 証 は原 則データ
にてお送りいたします。
教材の
み郵送希望の方はお申込み時
にお知らせください。

詳細ページ

栄養環境コーディネーター認定講座
㈱整理収納教育士代表

【講師】魚林佐起子、他 栄養環境コーディネーター認定講師
高齢者福祉、管理栄養を学ばれている方だけでなく、乳幼児、成
長期のお子様のママ、
シニア100年健康な体（維持）
を目指す方
へのお食事の栄養を考えている方にも受講して頂きたい認定
講座です。最新のサイエンスをベースに、整理の基礎理論から
栄養の管理を応用したメソッド。
どなたでも分かりやすく
「必要と不必要の区別」
を
「食品健康状
態の組み合わせ」
を応用しながら栄養をコーディネートする力を
身につけて頂きます。

【全1回講座】開催日時はお問い合わせください

【講師：宝珍幸子 プロフィール】
国立新美術館で行われる日美展で優秀賞、
ステッ
ドラー賞、審査員奨励賞受賞。上野の森美術館で
行われる日本の自然を描く展で入選、上位入選。
大人の塗り絵コンテスト受賞・入選。他多数の受賞
歴あり。
テレビ新聞雑誌ラジオ多数出演。

詳細ページ

（休憩含む全7時間レッスン）
詳細ページ

【受講料】全1回 16,500円（税込) ［申込締切：1週間前］
【教材費・認定料】12,650円（税込)

設定日以外での開催も可能です。詳しくは各講座ページよりお問合せください。

Web会議システム「Zoom」を使用してご自宅から受講
いただけるオンライン講座を展開中。気軽に学べるもの
から、資格取得講座まで、随時開催しております。

【オンライン講座規約】

●オンラインレッスンではWeb会議システム
「Zoom」
アプリを使用いたします。
●ご使用のパソコン、
タブレット、
スマートフォンなどに
「Zoom」
アプリのダウンロードを行って
ください。最新版へのアップデートも忘れずにお願いします。
●長時間の講座の場合はパソコン、
タブレットなど大きな画面でのご受講を推奨いたします。
●レッスンの受講に関するインターネット通信料金・接続料金は、
お客様のご負担となります。
●お客様の通信環境や通信機器、
あるいは
「Zoom」
サービス自体の不具合により、
レッスンの
受講に支障をきたした場合、
当社は責任を負いかねます。受講料の返金はいたしかねます
のでご了承下さい。
また、
アーカイブ配信はございません。
●受講料のお支払いは、銀行口座振込またはお近くのJEUGIAカルチャーセンター受付窓口、
また一部にWEB決済可の講座もございますので、何れかをお選びいただき、
申込締切日ま
でに完了をお願いします。
（お申込後にご案内いたします）
●お支払い完了の確認ができましたら、
「Zoom」接続用URL、パスワードを、
ご予約時にお伺
いするお客様のメールアドレスに送信させていただきます。
●お支払い完了後の、当日キャンセル・途中入室（遅刻）
・途中退室が理由による受講料の返
金はいたしかねます。
●開講人数に満たない場合により、
やむを得ずレッスンを中止する場合は、受講料を返金させ
ていただきます。
●講師の急病・事故、天災地変のため、
やむを得ずレッスンを中止する場合は、
日程を振り替
えレッスンを行います。
●各講座のホームページの注意事項に記載いたしておりますので、内容に同意いただき、
レッ
スンのご予約をお願いいたします。
●当日の入室方法ほか詳細につきましては、
お申込み時にご案内いたします。

詳細ページ

◀ オンライン講座一覧は
◀ 左記のコードを読み取り
◀ ホームページをご覧ください。
パソコン、
タブレットなど大きな画面
でのご受講を推奨いたします。

【取扱店】

カルチャー TOP
JEUGIAカルチャーセンターは、各地のショッピングセンターや商業 検索 JEUGIAカルチャー
施設などにあり、東北から九州まで全国53会場あります。
地域の皆様にとって、たくさんの“まなび”をご提案できる場として、 https://culture.jeugia.co.jp
ジャンル豊富に各種講座を取り揃えています。

【企画・主催】

カルチャー事業部
発行：2022年3月

