今だけの2 大特典 !! 1 入会金 3,240円

2017 年 9 月末日までに
お申し込みの方限定 !!

半額 2 体験受講料 1,080円 半額

日根野店 イオンモール日根野店２F サイゼリヤさん前

※キャンペーン期間以外の体験受講料は通常 1 回 1 講座につき 1,080 円となります。
※一部体験会を実施していない講座もございます。※他の優待との併用はできません。

楽しいスイーツ雑貨づくり
①木曜日のスイーツデコ ②土曜日スイーツデコ

法話講座（楽に生きる）

山村流

①第2（木）10:00〜12:00 ②第１（土）10:00〜12:00
月謝:1,620円

第1(水)10:00〜11:30
月謝:2,160円

第２・４（水）19:30〜21:00
月謝:4,320円

作家名 DOCOCHOCOLA-TA

講師 武田 章子

講師

粘土等で可愛くて美味し
そうなスイーツを作りま
す。初めての方から経験
者の方も楽しく作れます
よ 。一 緒 に 作 り ま し ょ
う！
体験会

①9/14（木）
・②9/2
（土）

本山布教師/高野山真言宗・
読書アドバイザー/
(財)出版文化産業振興財団

上方舞

9/6（水）

①第１・３（火）10:00〜13:00 ②第２・４（火）10:00〜13:00
③第１・３（土）10:00〜12:00
月謝:4,860円

9/13（水）
・9/27（水）

デコ巻きずし

第２・４（木）19:00〜21:00
月謝:5,832円

第４（金）10:30〜12:00
月謝:2,160円

心と身体を整えるヨガ
第1・3(土)14:30〜16:00
月謝:4,320円
講師

ヨガ教室プラヴァー主宰
ヨガ講師

第１・３（月）①13:00〜14:00 ②14:15〜15:15
月謝:4,320円
講師

根木 圭子

ヨガに興味がある方、初心者
の 方 、大 歓 迎 で す 。呼 吸 法・
ポーズ・瞑想をじっくり行い、
身体と心を整えていきましょ
う。無理の無い範囲で日常生
活にヨガを取り入れていける
事を目的にしています。
体験会

9/2（土）
・9/16（土）

ねこの手music ケーナ講師

体験会

9/14（木）
・9/28（木）

①こども書道 土曜日
③こども書道 土曜日

田中 美和

受付時間

講師 日本書芸奉人会 師範 花尻 翠泉
硬筆・毛筆を基本から指導します。文字を正しく丁寧に書く
力を養い、正しい姿勢や筆順なども身につけましょう。段級
を取得することも出来ます。

みんなで楽しむハンドベル講座

①防具付 空手道（小学生まで）
②空手・キック空手（中学生以上〜大人）

第１（水）14:00〜15:30
月謝:2,160円

第１・２・３・４（金）①18:00〜19:00 ②19:00〜20:00
月謝:4,968円

坂口 昇

①②9/6（水）
・9/13（水）
・9/20（水）
③9/4（月）
・9/18（月）④9/3（日）
・9/17（日）

oto-min倶楽部代表

講師 ふくだ みちよ

講師

ベルの演奏を気軽に楽し
みましょう。年齢性別、音
楽経験は問いません。ご
希望のジャンル・曲で、楽
譜が読めなくても演奏で
きます。あなたの音をお
待ちしております。

①ルンバやタンゴ・ワルツなど旅行やパーティなどで楽しく
踊れるようにします。②社交ダンスを始めてみませんか？素
敵な音楽を聞きながらルンバ・タンゴなどのダンスを楽しく
踊りましょう。③④受講生の方のご希望に沿った個人レッス
ンをします。
体験会

9/6（水）

9/1（金）
・9/8（金）
・9/15（金）
・9/22（金）
・9/29（金）

人前でアガラないトーク術

フラワーアレンジメント教室

ピアノのおけいこ個人レッスン(土)
①月２回講座 ②月3回講座

①第２・４（水）17:00〜19:00 ②第１・３（日）14:00〜16:00
月謝:3,240円

第１・３（土）13:00〜15:00
月謝:3,240円

第３（土）10:30〜12:30
月謝:2,160円

①第2・4（土）16:30〜19:00 ②第2・3・4（土）16:30〜19:00
月謝:①4,860円 ②6,480円

講師 安部 勝治・角谷 照夫

講師

日本の伝統文化である「将
棋 」始 め ま せ ん か ？ 「 礼
儀」
「 思考力」
「 集中力」
「決
断力」
「責任感」等を学べる
ことから、高い教育効果も
注目されています。初段
を目指しましょう！
体験会

①9/13（水）
・9/27（水）②9/3（日）
・9/17（日）

ラジオきしわだ パーソナリティ
毎木曜17時〜1時間番組

9/2（土）
・9/16（土）

9/16（土）

④チャレンジ！HIP-HOP＆イベントダンサークラス（併修コース）

講師

第１・２・３・４（木）①15:50〜16:40 ②17:00〜18:00
③18:00〜19:00 ④17:00〜19:00
月謝:①②③7,344円 ④11,664円
講師 アートダンスプロダクション ＴＯＭＯＫＯ 専任講師

田中 孝司

①③基本的な技を通して相手を投げたり、投げられたりして
思いやる心、丈夫な体作りを目指していきます。②④基本技
の反復練習で基礎体力をつくり、気心体の一致を目指しま
す。無理のない円運動ですので老若男女一緒に稽古できま
す。

体験会

①②レベルに応じた内容で4週目には参加者全員が踊れることを
目指した計画的なカリキュラム。③ ダンスの振付を数多く手が
ける振付師からダンスを学ぶチャンス！ダンスの技術はもちろ
ん、ダンサーとしての可愛さとカッコよさを身につけるチャンス
④2講座同時に受講すると受講料が「3000円割引」になります。

①②9/5（火）
・9/12（火）
・9/19（火）
・9/26（火）
③④9/3（日）
・9/10（日）
・9/17（日）
・9/24（日）

日根野店 イオンモール日根野店２Ｆ

サイゼリヤさん前

☎072-450-2070

受付
時間

〒598-0021
大阪府泉佐野市日根野２４９６−１ イオンモール日根野店２Ｆ
（サイゼリヤさん前）
●駐車場：3時間まで無料 駐輪場：無料

講師

全米ヨガアライアンス
ＲＹＴ２００全過程終了

10:00〜20:00
( 土日 18 時まで )

体験会 9/7（木）
・9/14（木）
・9/21（木）
・9/28（木）

入会と受講のご案内

個人情報の取扱い

●初回入会時は入会金（3,240円）が必要です。
（1day講座・体験は除く）
●ご入会いただくイオンカルチャークラブの会員資格に有効期限はござ
いません。
●受講料は全て1か月ごとのお支払となります。
（一部講座を除く）
●「第○週」の表記は目安です。詳しい日程はお問い合わせ下さい。
●受講料には材料費等は含まれておりません。別途、材料費等が必要な
講座もございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
●受講料とは別に運営維持費として毎月￥216（税込）が必要となります。
●定員に達しない場合や、その他の事情により開講できない場合がござ
います。
●講座によっては満員で受講頂けない場合がございます。
●受講料のお支払いは、イオンクレジットカード、その他各種クレジット
カード、または口座振替による月々の引き落としとなります。
●表記している価格には消費税がふくまれています。

入 会、受 講申込の際 には、氏 名、電 話 番 号、
メールアドレス等を頂いております。講座に関
する連絡やお知らせ、サービス向上のために
利用させて頂きます。又イオンカルチャー㈱
の個人情報保護方針により、機密保持には万
全を期し、大切にお取り扱いを致します。

講 師 募 集

そろばん教室
①火曜日 ②金曜日

NEW

NEW

あいのＨａｐｐｙオカリーナ♪ NEW
個人レッスン

①第1・2・3・4（火）17:00〜17:50 ②第1・2・3・4（金）17:30〜18:20

第4（木）11:45〜12:45

第1・3（日）10:00〜12:00

講師 新珠連 専任講師

講師

講師

月謝:4,320円

ｎｏｒｉｋｏ

おうちでできる
セルフエステ講座(全2回)
受講料:5,400円（全2回）
全国健康生活普及会会員

右脳が鍛えられる！と今
話題のそろばん教室。小
さいころからのそろばん
は、将来役に立ちます。そ
ろばんで鍛えた脳は、他
分野でも活かせるでしょ
う。
（レッスン回数は年間４２回）

健やかに生きる為の食生
活振り返りサポート(食事
日記)とハタヨガレッスン
で健康なボディスタイル
を目指しましょう!!

月謝:5,832円

藤原 真弓

ねこの手ｍｕｓｉｃオカリナ講師

お顔のたるみや足のむく
みなどでお悩みの方。ご
自身でケアする方法を学
びませんか？
（1回目：小顔調整リフト
アップ
2回目：フットケア）

あい

楽器の知識が無い方でも
分かりやすく、童謡や歌
謡曲などを使用。腹式呼
吸・耳・指など普段使わな
い部分を鍛えるオカリナ
で身体も心も癒されま
しょう♪

①9/5（火）
・9/12（火）
・9/19（火）
・9/26（火）
体験会 ②9/8（金）
・9/15（金）
・9/22（金）
・9/29（金）

9/4（月）
・9/11（月）
・
体験会 9/18（月）
・9/25（月）

楽しい絵画・造形

体験会 体験なし。本講座からのスタートとなります。

体験会 9/3（日）
・9/17（日）

ベリーダンス

楽しい♪キッズフラダンス講座

楽しい♪フラダンス講座

第3（日）12:00〜14:00

第1・2・3・4（木）13:00〜14:00

第2・4（土）12:30〜13:30

第2・4（土）14:00〜15:30

講師

講師

講師

講師

NEW

月謝:2,160円

アトリエメッセージ

月謝:8,316円

稲田 のぶよ

ベリーダンスチームHaﬂat 主宰

自由な発想で、色々な画
材を使い、造形、絵画を楽
しみませんか。心身とも
に成長できる講座です。

Warda

月謝:3,240円

マハロフラルーム主宰

健康増進、美容効果、イン
ナーマッスルを意識し使
うことで、ボディライン
を整えられ、またエジプ
トの色々な音楽を知るこ
とができます！

ミキ

月謝:5,400円

レフアマモ

マハロフラルーム主宰

音楽に合わせて体を動か
すことは心身の成長に繋
がります。小さなお子様
も、先生の指導ですぐに
お友達と仲良く踊れるよ
うになります。ママも安
心の楽しいキッズレッス
ンです。

ミキ

レフアマモ
週末のリフレッシュにフ
ラを踊りませんか？ハワ
イアンミュージックを聴
きながらステップを踏め
ばもう南国気分！日常と
は違う優雅な時間を過ご
しては？基本からわかり
易くお伝えします。

9/9（土）
・9/16（土）
・9/23（土）

チャレンジ！HIP-HOPダンス ①幼児クラス ②ジュニア 初級 ③イベントダンサークラス（HIP-HOP）

第1・2・3・4（火）①17:30〜18:30 ②19:00〜20:30
第1・2・3・4（日）③13:30〜14:30 ④15:00〜16:30
月謝:①③4,320円 ②④4,860円
講師

月謝:11,880円

ピアノを弾いてみたい、鍵盤に
さわってみたい、と思ったら始
めてみませんか。個人に合せた
レッスン内容ですので、初めて
の方も経験者の方も、気軽に受
講していただけますよ。ご自身
のペースに合せて、いろんな曲
に挑戦してみましょう。
体験会

NEW

第1・2・3・4
（月）11:00〜12:00

講師 田中 浩子

アーティシャルフラワーにプ
リザーブドやドライをプラス
オン、基本アレンジメントから
ブライダルブーケまで色々な
作品を作ります。移り変わる季
節に合わせてバリエーション
豊かなお花をご提案致します。
体験会

①火曜日の合気道（６歳〜１２歳）②火曜日の合気道
③日曜日の合気道（６歳〜１２歳）④日曜日の合気道

フラワーアレンジメント講師

講師 太田 育子

山元 大介

多感な時期に、人前アガ
リで苦しんだ経験者が、
その克服方法を伝授しま
す。人前のおしゃべりが
楽しくなり、対人関係が
飛躍的に向上する事を体
感しましょう。
体験会

ダイエットサポートヨガ

森島 学

①礼儀・いじめ対策・護身
術などを身に付けます。防
具を付けて安全に闘う武
道 で す 。② 護 身 術 や ダ イ
エット・ストレス発散に。
楽しく身に付く空手。女性
でも楽しく始められます。
体験会

10:00〜20:00( 土日 18 時まで )

総合空手 キック空手 善武會

楽しく将棋教室〜子供から大人まで〜
①水曜日 ②日曜日
（公）日本将棋連盟普及指導員

☎ 072-450-2070

体験会 9/9
（土）
・9/23（土）

第１・２・３（水）①11:30〜12:30 ②14:00〜15:00
③第１・３（月）16:30〜17:45 ④第１・３（日）12:30〜14:30
月謝:①②4,860円 ③④5,400円

体験会

日根野店

9/22（金）

第２・４（土）①10:00〜11:00 ②11:00〜12:00
③13:00〜14:00 ④14:00〜15:00
月謝:2,700円

9/4（月）
・ 9/18（月）

全日本ダンス協会連合会

うず まきこ

②こども書道 土曜日
④こども書道 土曜日

スタジオ ぽこ・あ・ぽこ

水曜日の社交ダンス ①初級（レッツダンス）②中級（シャルウィダンス）
③月曜日の社交ダンス（月２回個人レッスン）④日曜日の社交ダンス（個人レッスン）

講師

日本デコずし協会
カリキュラム委員

パーティやお弁当に大活
躍のデコ巻きずし。華やか
でかわいいお寿司は皆に
驚きと笑顔もプレゼント。
毎回季節に合わせた柄を
ご紹介。切る時のワクワク
感を是非ご一緒に！！
体験会

①イスに座って行うことで
ひざや腰への負担を少なく
します。高齢の方にもおすす
めです。②音楽に合わせて楽
しく身体を動かしリズムを
刻みましょう。運動が苦手な
方、男性にもおすすめです。
体験会

講師

Ｔａｋｕ

ケーナはアンデスの先住民
インディオの人達が創り出
した縦笛です。素朴で優し
い音色は風の楽器と呼ばれ
ています。楽譜の苦手な方
でも無理なくケーナを楽し
めるよう指導します。

初心者で音符が読めない方も、経験のある方も弾きたい曲を
個人指導。指先を動かし好きな曲に親しむことで脳もイキイ
キ、心もイキイキ。
気楽に初めてみませんか？

①椅子を使ったタップダンス
②タップダンス

9/6（水）
・9/20（水）

ケーナ

講師 的場 敦子

①9/5（火）
・9/19（火）②9/12（火）
・9/26（火）
体験会
③9/2（土）
・9/16（土）

着物で舞う新舞踊は、立い居
振る舞いも自然と身につき、
ストーリーに合わせて お芝
居をする様な楽しさもあり
ます。また下半身の強化に
も。気軽に日本文化に触れ
る機会になればと思います。
体験会

講師

新舞踊 西川流 師範

講師 西川 結華

大阪発祥の伝統文化「上方
舞」の教室です。初心者から
経験者までレベルにあった
レッスンになります。歌に
読み込まれた「心・文化」も
学べます。
体験会

①大人の趣味ピアノ（火） ②大人の趣味ピアノ（火）
③趣味ピアノ土曜日♪ 幼児〜大人（個人レッスン）

山村若佐紀上方舞研究所

第１・３（水）19:00〜20:30
月謝:4,320円

講師 山村 若稲紀

浅田 慈照

日々を楽に過ごすコツを、
「尼法師」慈照がお伝えしま
す。身近ですが少し縁遠い
仏教。その仏教の開祖お釈
迦様の教えやエピソード
は、現代の日常生活にも大
きなヒントを与えてくれる
ものです。
体験会

新舞踊講座

体験会 9/17（日）

体験会 9/7（木）
・9/14（木）
・9/21（木）
・9/28（木）

体験会 9/9（土）
・9/23（土）
・9/30（土）

体験会 9/9（土）
・9/23（土）
・9/30（土）

ビジョン体幹トレーニング
①高校生〜大人のクラス ②小学生〜中学生

はじめての木工ＤＩＹ講座

大人の書道
①午前 ②午後

花ほぴー プリザーブドフラワー講座
①木曜昼 ②月曜夜

第1・2・3・4（月）①18:20〜19:20 ②19:30〜20:30

第4（土）13:30〜16:00

第2・3・4（火）①10:00〜12:00 ②13:00〜15:00

①第3（木）10:00〜12:00 ②第2（月）19:00〜21:00

講師

講師

講師

講師

月謝:①5,184円 ②4,320円
ルーシーダットンインストラクター

広瀬 賢

月謝:2,700円

スマイルウッド認定講師

三山 純代
木工に挑戦したい、電動
工具を使ってみたい。そ
んなあなたに丁寧な指導
で夢が叶います。道具・木
工はこちらで用意してい
ますので、手ぶらでOK初
心者の方大歓迎です！

①パソコン・スマホによる
目の使い過ぎが、身体全体
に影響を及ぼしています。
日常生活が快適に過ごせる
ように、目と身体のトレー
ニングやケアを行います。
②「集中力がない、読み書き
が苦手」これらは目の使い
方が起因している可能性
も。ビジョントレーニング
で集中力を高めませんか。

月謝:4,860円

読売書法会幹事・新書派協会理事・師範

勝野 春雪

習われる方の希望に合わ
せて漢字、仮名、ペン字を
練習します。生活に役立
つ書から、教師取得、公募
展作品まで！

月謝:1,404円

花ぽぴー主催・フラワーモードデザイングループ会員

ご入会時にお持ちいただくもの

webサイト
「講師募集のご案内」
より
お申込みフォームにてご登録ください。

体験会 9/4（月）
・9/11（月）
・9/18（月）
・9/25（月）

入会金と受講料2ヶ月分
イオンクレジットカード、
その他各種クレジットカード、
または、銀行キャッシュカード

イオンカルチャークラブ

検索

体験会 9/23（土）

※写真はイメージです。※表記している価格には消費税が含ま
れています。※体験受講料は通常 1,080 円（税込）です。
※受講料は全て一カ月のお支払となります（一部講座除く）
※受講料の他に運営維持費（216 円）をお支払いいただきます。
※別途教材費をいただく講座があります。

体験会 9/12（火）
・9/19（火）
・9/26（火）

杉本 由美子

プリザーブドフラワーや
ナチュラルドライフラ
ワーや原色ドライフラ
ワー（生花をガラス容器
に密閉した物）など、初心
者から上級者まで各種ド
ライフラワーアレンジ講
習致します。

体験会 ①9/21（木）②9/11（月）

2017 年 9 月末日までに
お申し込みの方限定 !!

今だけの2 大特典 !! 1 入会金 3,240円

【表の見方】 第 1 週、第 2 週などの週の順番を表しています

講座

①②③④

週・曜日

火

半額 2 体験受講料 1,080円 半額

※キャンペーン期間以外の体験受講料は通常1回 1 講座につき1,080 円となります。
※一部体験会を実施していない講座もございます。

【表の見方】 第 1 週、第 2 週などの週の順番を表しています

曜日を表しています ※他の優待との併用はできません。

時間

月謝

講座

週・曜日

時間

月謝

講座

☎ 072-450-2070

日根野店

ご予約・お申込みはこちら

①②③④

週・曜日

火

受付時間 10:00〜20:00
( 土日 18 時まで )

※キャンペーン期間以外の体験受講料は通常1回 1講座につき1,080 円となります。
※一部体験会を実施していない講座もございます。

曜日を表しています ※他の優待との併用はできません。

時間

月謝

講座

週・曜日

時間

月謝

3,240円

はじめてのピラティス

①③

月 19:30〜20:40

3,240円

パソコン講座 個別レッスン（初級〜上級）

①③

月 10:00〜11:30

5,484円

ファッションカラー・コーディネート（全6回）

①③

木 11:00〜12:30

5,940円

絵手紙

②④

月 13:00〜15:00

3,240円

始めよう社交ダンス（火）初級
① Lady s class（月3回）

②③④

火 13:00〜14:00

4,860円

基礎から学べる韓国語会話教室

①②③④ 金 18:30〜19:30

5,400円

初心者のための華道

①③

金 10:00〜12:00

4,968円

チョークアート講座

③

火 10:00〜12:00

2,700円

始めよう社交ダンス（火）初級②（月3回） ②③④

火 18:00〜19:00

4,860円

韓国語会話教室 中級

①②③④ 金 19:30〜21:00

6,480円

プリザーブドフラワー資格認定講座

②

金 10:30〜13:00

3,996円

デッサン・スケッチ・日本画 絵画を楽しむ

①③

火 13:30〜15:30

4,320円

社交ダンス中級（火）
①Aクラス ペア専用クラス（月3回）

②③④

火 14:15〜15:15

5,670円

朗読入門

②④

土 10:00〜11:00

4,320円

初心者のための茶道

②④

土 10:00〜12:00

4,968円

笑顔文字・にがお絵教室

②

水 10:00〜12:00

2,160円

社交ダンス中級（火）① Bクラス（月3回） ②③④

火 15:30〜16:30

5,670円

朗読講座 中級

②④

土 11:10〜12:10

4,860円

楽しいマジック講座

③

土 19:00〜20:30

2,484円

朗読講座 上級

②④

土 13:00〜14:00

5,400円

楽しく学ぶ 本格タロット占い

①

土 10:00〜11:30

3,240円

朗読講座 個人レッスン

②④

土 14:10〜15:40

5,400円

【1DAY】ペンデュラム（振り子）占い講座 ②

日 10:30〜12:00

3,240円

はじめての手話会話

①③

日 10:30〜12:00

5,400円

ECCジュニア英会話 幼児

①②③④ 月 15:50〜16:30

6,480円

中高年から始める「らくらくピアノ」

①③

月 10:30〜12:00

4,320円

ECCジュニア英会話（小1〜小3）

①②③④ 月 16:40〜17:40

6,480円

昭和歌謡を歌う

①③

水 10:30〜12:00

4,968円

こどものためのハワイアンフラダンス①

②④

月 16:00〜17:00

2,160円

歌声フォークソングスクール

①③

水 12:30〜14:00

4,968円

こどものためのハワイアンフラダンス②

②④

月 17:15〜18:15

2,160円

基本から学べるピアノ講座（子供〜大人まで）

①②③④ 水 16:00〜18:00

8,640円

こども書道①

②③④

火 16:00〜17:00

3,240円

はじめての津軽三味線

①③

水 18:30〜20:00

5,400円
こども書道②

②③④

火 17:00〜18:00

3,240円

こども書道③

②③④

火 18:00〜19:00

3,240円

キッズ社交ダンス（月3回）

②③④

火 16:45〜17:45

3,240円

礒貝文子絵画教室

①③

水 16:30〜18:30

3,500円

ロイックス☆チアダンススクール
（年少〜年長クラス）

①②③④ 水 16:30〜17:20

4,990円

ロイックス☆チアダンススクール
（小学生クラス）

①②③④ 水 17:30〜18:20

4,990円

笑顔文字教室

②

水 13:00〜15:00

2,160円

社交ダンス中級（火）②（月3回）

②③④

火 19:15〜20:15

5,670円

筆ペンとボールペン（水曜日）

①③

水 13:15〜15:00

3,240円

50歳から始める「リラックスヨガ」

①②③④ 水 10:00〜11:00

5,400円

筆ペンとボールペン

②④

木 10:00〜12:00

3,240円

はじめての健康ピラティス（男女どちらもOK）

①②③

4,320円

水 19:30〜20:40

木 13:00〜14:30

2,700円

気軽に気功教室

②④

水 13:30〜15:00

3,024円

和紙ちぎり絵 しゅんこう

④

日 13:00〜15:00

1,620円

アロハフラダンス（昼の部）

①③

木 10:30〜12:00

4,320円

変色しにくい押し花教室

①③

月 13:00〜15:00

4,320円

アロハフラダンス（夜の部）

①③

木 19:30〜21:00

4,320円

ポーセラーツとポーセリンアート

①③

月 10:00〜11:30

3,240円

太極拳

①②③④ 木 10:00〜11:45

4,968円

スワロフスキー・デコ講座

①

火 10:00〜12:00

2,160円

50歳から始めるヨガ（木曜 夜の講座）

①②③④ 木 19:30〜20:30

5,400円

ポルトガル刺繍

①

火 13:00〜15:00

2,700円

50歳から始めるヨガ（木曜 夕方の講座）

①②③④ 木 18:00〜19:00

5,400円

木彫講座

①③

水 10:00〜12:00

4,320円

はじめての操体法

②

2,700円

ポジャギ講座（素敵なモノづくり）

③

水 10:00〜12:00

2,700円

トルコ伝統手芸 イーネオヤ講座

④

水 13:00〜15:00

カルトナージュ

②④

スクラップブッキング講座

木 10:00〜11:30

自彊術

①②③④ 木 15:00〜16:30

4,860円

2,700円

カイロプラクティック 骨盤体操教室

④

木 10:00〜11:30

2,484円

水 10:00〜12:00

5,400円

社交ダンス 60分個人レッスン（金）月4回

①②③④ 金 12:15〜13:15

47,520円

④

水 10:30〜12:30

2,160円

社交ダンス 30分個人レッスン（金）月4回

①②③④ 金 13:30〜14:00

23,760円

アートクレイシルバー

②④

木 13:00〜15:00

4,320円

始めよう社交ダンス（金）①

①②③④ 金 15:50〜16:50

6,480円

スペインタイル教室

③

木 10:00〜12:30

2,700円

始めよう社交ダンス（金）②

①②③④ 金 18:00〜19:00

6,480円

戸塚刺繍

②④

木 13:00〜15:00

3,996円

社交ダンス中級（金）①

①②③④ 金 14:10〜15:10

7,560円

簡単かわいいクラフトバンド手芸

①

木 10:00〜12:00

2,160円

社交ダンス中級（金）②

①②③④ 金 17:00〜18:00

7,560円

ソープカービング

生の葉でつくるバラ
（パンダリングローズ）全6回

②

金 10:30〜12:30
金 13:30〜15:30

2,700円
2,160円

体幹をきたえる 美ラックス
土曜日の合氣道（中学生以上〜大人）

①②③④ 金 10:00〜11:30
①②④

土 20:00〜21:00

生田流 お琴教室①

5,616円
3,888円

生活・趣味

ハワイアンキルト＆パッチワーク

①

楽しい二胡講座

②④
②④

水 16:00〜17:00
木 19:30〜20:15

5,400円
4,860円

生田流 お琴教室②

②④

木 20:15〜21:00

4,860円

沖縄三線

①③

木 14:00〜16:00

5,400円

はじめての大正琴〜歌謡曲を楽しむ〜

②④

金 10:00〜12:00

4,428円

フルート個人レッスン

①③

金 12:30〜15:00

5,832円

自分以外の着付けも覚えられる 着付講座

①

月 13:00〜14:30

3,240円

ラッピング

②

月 10:00〜12:00

2,160円

キッズ

③

音楽・舞踊

パステルアート

生活・趣味

月 10:00〜12:00

ダンス・健康

手芸・工芸

②④

語学・教養

美術・書道

絵手紙（午前の部）

学研 科学実験教室（年長〜小6）

②④

木 16:30〜18:00

4,320円

バトンワーリング講座（3歳〜6歳クラス）

①②③

金 15:45〜16:30

4,374円

①②③

金 16:30〜17:30

5,022円

書く力をつけよう！ワクワク作文教室

①③

土 10:00〜11:00

3,456円

小学生の音読講座

②④

土 15:50〜16:20

3,800円

バトンワーリング講座
（小学1年生〜6年生クラス）

ダンス・健康

楽しい趣味として☆女性マージャン教室

②④

月 10:00〜11:45

4,320円

楽しいマジック講座（月曜日）

③

月 13:30〜15:00

2,484円

はじめてのセルフジェルネイル

②

月 13:30〜15:30

3,456円

大人の花育

③

月 10:30〜12:30

2,160円

土曜日の合氣道（3歳〜小学6年生）

①②④

土 19:00〜20:00

3,888円

色で遊ぼう色彩心理講座

③

火 10:30〜12:00

2,484円

花育キッズアレンジ

④

土 10:00〜12:00

1,080円

①②③④ 日 15:30〜16:30

6,804円

④

日 10:00〜12:00

2,160円

居合道

①②③④ 土 19:00〜21:00

4,320円

ハワイアンフラダンス

②④

月 14:30〜15:45

3,996円

骨盤調整ヨガ

①②③④ 土 11:00〜12:00

5,400円

バレエヨガ

②④

月 19:45〜20:45

4,320円

健康スポーツ吹矢講座

①③

土 15:30〜17:30

4,104円

ルーシー・ダットン

②④

月 13:00〜14:00

3,888円

①②③④ 日 16:35〜18:05

6,804円

鏡を見ないスピード着付法

②④

水 10:30〜12:30

3,780円

日曜日のクラシックバレエ（3歳〜小学2年生）

50歳から始めるヨガ（月曜 夜の講座）

①②③④ 月 19:30〜20:30

5,400円

デトックス・ピラティス講座

①②③④ 日 11:00〜12:00

5,400円

アイシングクッキー講座

②

水 11:00〜13:00

2,700円

【１DAY】♪おやこであそぼ！ママといっしょに
④
パンダ・うさぎ・コアラ♪（生後２ヶ月〜１歳頃クラス）

火 11:15〜12:15

2,160円

やさしいヨガ

①②③④ 月 10:00〜10:45

4,320円

ＩＴＦテコンドー（小学１年生〜大人）

①②③④ 月 17:00〜18:00

4,968円

終活講座（全12回）

④

水 13:00〜14:30

3,240円

【１DAY】♪おやこであそぼ！ママといっしょに
パンダ・うさぎ・コアラ♪（１歳〜３歳クラス）

火 10:00〜11:00

2,160円

※写真はイメージです。
※表記している価格には消費税が含まれています。※ご入会の際には入会金
（3,240 円）
が必要です。
※体験受講料は通常 1,080 円（税込）です。 ※受講料は全て一カ月のお支払となります
（一部講座除く）
※受講料の他に運営維持費（216 円）をお支払いいただきます。
※別途教材費をいただく講座があります。

日曜日のクラシックバレエ
（小学3年生〜大人クラス）

講 師 募 集

web サイト
「講師募集のご案内」
より
イオンカルチャークラブ
お申込みフォームにてご登録ください。

検索

※写真はイメージです。※表記している価格には消費税が含まれています。※ご入会の際には入会金
（3,240 円）
が必要です。
※体験受講料は通常 1,080 円（税込）です。 ※受講料は全て一カ月のお支払となります
（一部講座除く）
※受講料の他に運営維持費（216 円）をお支払いいただきます。
※別途教材費をいただく講座があります。

講 師 募 集

④

web サイト
「講師募集のご案内」
より
イオンカルチャークラブ
お申込みフォームにてご登録ください。

検索

