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ホームページからも
ご予約お申込み承ります
JEUGIAカルチャー

〒604-8006 京都市中京区御池通河原町東入 御池阪急ビル3F ［地下鉄東西線「京都市役所前」駅①番出口正面］

ジャンル豊富に170講座以上が集う 総合カルチャーセンター

075-221-727210:00～20:00

河原町
御池

入会と
受講の
ご案内

●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、金融機関からの1ヶ月毎の自動引き落としでの納入をお願いします。※自動
引き落としの手続きが完了するまでに2ヵ月程度を要します。●受講料には特に明記した他は、教
材費・材料費・設備維持費・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。

《お客様へ》当社から、教室の出席確認や
講座情報や各種サービスの告知、イベン
ト案内のご案内を差し上げる場合がご
ざいますので、ご了承ください。

当社は、カルチャー教室事業、音楽教室、音楽・映像ソフト
（CD・DVD）、楽器等の販売を営んでいます。
カルチャーセンターは全国59会場有り。
［株式会社JEUGIA ／本社：京都市］［東証二部上場］

…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。

月2回(土)10:30 ～ 12:00
月額4,600円(税別)

第1･3(金)
14:00 ～ 15:30
月額4,600円(税別)

南米アンデス地域に古くから伝わ
る縦笛・ケーナ。楽譜が読めなくて
も大丈夫！独特の奏法・民謡を分か
りやすく紹介します。

呼吸法、発声の後は、歌
の世界、歌詞の背景を
探りながら童謡、唱歌、
日本の愛唱歌を歌いま
しょう。自然で美しい
声の出し方を身につけ
無理なく歌えるように
楽しく練習します。

アンデスの笛ケーナ
きしもとタロー ケーナ演奏家

歌えないあなたでも大丈夫！お手軽で可愛
い楽器「ウクレレ」ひとつで音楽を奏でてみ
ませんか？初心者さんでも大丈夫！南国気
分でウキウキ楽しく演奏しましょう！

ソロ・ウクレレ
川辺ぺっぺい プロミュージシャン

弦楽器の低音を支えるコントラバスは、
クラシック・ジャズにと大活躍です。
力強く、全身を使っての演奏で低音の響
きを感じてみてください。

コントラバス
串田遼造 オーストリア・ウィーン

国立音楽大学卒業

第2･4(日)
10:30 ～ 12:00
月額4,100円(税別)

室内楽やオーケストラの小品、映画音楽やポピュ
ラーな名曲など、参加者のレベルや編成に合わせ
たパート譜が作られます。初心者からベテランま
で楽しいアンサンブルに参加してみませんか？

アンサンブル入門

フォーラム・プチオーケストラ
山村和美 京都音楽院院長、ピエロポンピンおんがくかん館長

作編曲家

・ヴァイオリン
・チェロ
・フルート
・オーボエ
・クラリネット
・サックス
・ホルン
・トラペット
・マンドリン
・パーカション 等

憧れのサックスで懐かしいメロディ
ーを吹いてみませんか？経験豊富な
講師とのセッションで楽しく奏でま
しょう！【マウスピースをお持ちの
方は楽器レンタル可】

お父さんの為のサックスで歌謡曲!
清水利香 サックスプレイヤー　ビッグバンドGYAO主宰

ハープはどんな音がするのか、一度弾いて
みたいと思われたことはございませんか？
習ったその日からすぐに音が出せます。優
しい音色に包まれて楽しいレッスンができ
るよう丁寧にご指導いたします。まずはト
ライアルレッスンにお越しください。

アイリッシュハープ・サウルハープ
今村桃子 ハープ奏者

3 ヶ月 手ぶらでレッスン

3/10㈭・4/14㈭・5/12㈭
18:30～20:00
受講料/1回1,500円(税別)

アイリッシュ音楽を楽しみたい方におススメの
月1回のセッションです。自信がない・・・と思っ
ている方！まずは一度ご参加ください。
バイオリン、ギター、リコーダー、ハーモニカ・・・
どんな楽器でも楽しく仲間入り！
手拍子、鼻歌でも楽しめます。
みんなが主役！

アイリッシュ音楽を楽しもう
大城敦博 ヴァイパー

バイオリン奏者

ヴァイオリンを弾いて体が痛くなる、力ん
でしまい上手く演奏できない、そんな経験
はありませんか？ヴァイオリン骨体操で
は、身体を知り、無理の無い動きを学びま
す。良い演奏のための感覚を養いましょう。

美音のための身体作り
～美しい身体使いを知ってあなたの音を美しく～

山本純子 バイオリン骨体操指導員　バイオリン講師［定員5名］
中学生以上

［定員10名］

小学生の頃に吹いていた鍵盤
ハーモニカ、子供の楽器と思っ
ていませんか。大人でも遊べる
楽しく気軽な楽器です。

けんはも（鍵盤ハーモニカ）
聖代橋郁子 けんはも奏者

名曲の心を歌うコーラス
楽しい時間の共有を！ ～心のストレッチ!を歌で始めませんか～

基本的な発声法からリズム
の感じ方、表現方法やテク
ニックなどを個人のペース
に合わせてレッスン。
体から響く声で心の底から
歌いましょう。

月2回(金)15:00 ～ 16:00
月額5,100円(税別)

ゆっくり楽しくレッスン！『上手くな
らなくてもいいんですよ。休まずに通
って頂けたら100点満点！』がモットー
のクラスです。オカリナの優しい音色
でリラックスしてください。

上手にならなくていい オカリナ
宮名利育 オカリナ・フルート奏者

月2回(火)or(水)【各30分】
月額4,100円(税別)

声楽家

60歳以上! うた倶楽部
豊住征子

大阪音楽大学
ジャズ・ポピュラー・ヴォーカル科卒
ヴォーカリスト

JAZZ＆ポピュラーボーカル
ヴォイストレーニング

Ｇｕｔｓ

第2･4(土)
13：00～ 14:30
月額4,600円(税別)

しっかりした呼吸法によ
るイタリアンスタイルの
発声法で、サンレモ音楽
祭の名曲から、ナポリ民
謡を中心にトスティの歌
曲まで言語によって歌っ
ていきます。イタリア語
の読み方、意味など基本
から練習しましょう。

関西二期会正会員、相愛大学講師

出口武の

カンツォーネをうたう
出口　武 

第2･4(月）
10:00 ～ 12：00
月額5,100円(税別)

日本や世界の名曲の心
を合唱します。歌い終
えた時、明日への活力
が生まれていることで
しょう。美しく歌うこ
とだけにとどまらず、
その曲をよく吟味し、
作曲者の想いに触れて
みましょう！

作曲家、指揮者 葛西　進

第1･3(金)
10：00～ 11:30
月額4,100円(税別)

歌は、いろいろな場
所に旅することがで
きます。是非体験に
お越しください。
みんなが知っている
楽しい歌をイキイキ
歌ってみましょう。

山本音楽研究所所属 

歌おうみんなで
塩見雅子

第1･3(月)
10:15 ～ 11:30
月額4,100円(税別)

宵待草、夏の思い出、
浜辺の歌、エーデル
ワイス、サンタルチ
アなど、何回歌って
も何回聴いても飽き
ない美しい調べ「抒
情歌」今でも新鮮な
感動がよみがえって
きます。

声楽家

心に沁みる
抒情歌をうたう

大山直美

春休み！おもいっきり体を動かしてみよう！
マット、鉄棒、跳び箱などにチャレンジ！
元気いっぱい笑顔いっぱいのお子さま大集合！

元気クラブ
体操教室

京都スポーツ教室スタッフ

春休み

特別講
座

月2回(月)【各50分】
月額8,500円～(税別)

月2回(土)【各50分】
月額8,500円～ (税別)

月2回(土)【各50分】
月額8,500円～ (税別)

(月)【各50分】
月額8,500円～ (税別)

(水）
月額8,500円～ (税別)

楽器がなくても、はじめての方でも大丈夫です！
まずは3ヶ月のトライアルレッスンから
はじめませんか？

〈中学生以上対象〉

※曜日･時間はお問合せ下さい。
※トライアルレッスン期間中はレッスン時の楽器レンタル無料です。
※アルトサックスは、マウスピース、リードをご準備下さい。

3 ヶ月9回〔1回30分〕
3ヶ月6回〔1回45分〕
3ヶ月前納 22,500円（税別）

・バイオリン
・チェロ
・フルート
・ピアノ
・クラシックギター
・アルトサックス
・マンドリン
・アイリッシュハープ

受講料/1回1,500円(税別)

15:00～15:30〈3歳児クラス〉
15:30～16:30〈幼稚園児まで〉
16:30～17:30〈小学校低学年まで〉

3/24㈭・31㈭1日
講座
1

受講料/1回3,000円(税別)

14:00～15:303/31㈭
10:30～12:004/3㈰

1日
講座
1

人気の朝ドラ主題歌を自
信を持って歌えるように
指導いたします。年齢不
問。リズムに乗って楽しく
パフォーマンス♪人生は
紙ひこうき  飛んでゆけ  
飛んでみよう♪

ミュージカルプロデューサー

最新ヒット!
朝ドラを歌おう!
熊谷かおり

受講料/1回2,000円(税別)

10:30～12:00
3/23㈬

11:00～12:30
3/27㈰

1日
講座
1

今でもカラオケで人気の
「津軽海峡・冬景色」裏声や
ビブラートを上手に使っ
て演歌歌手になりきって
歌っちゃおう！ちょっと
のコツをマスターすれば
自信をもって歌えます！

ボーカリスト・ボイストレーナー

みんなで歌っちゃおう!
Season4「演歌の王道編」
北川夕花

受講料/1回2,000円(税別)

10:45～12:15
19:00～20:30

4/2㈯1日
講座
1

NPO法人ハウスキーピング
協会が認定する「整理収納ア
ドバイザー 2級」の資格を一
日で取得できます。整理の理
論を習得、実践的な収納のコ
ツをワークを通して楽しく
学ぶことができます。

整理収納2級認定講師　
インテリアアドバイザー

JEUGIA
こども表現教室講師 JEUGIAこども表現教室講師

整理収納アドバイザー
2級認定講座

小倉恵子

四条河原町にある『JEUGIA カルチャーKYOTO』で開催の特別講座のご案内

受講料/1回16,000円(税別)
教材費/5,389円(税別) ※申込締切:各3日前

10:30～17:30

3/13㈰
4/24㈰
5/22㈰

3/23㈬

4/2㈯

3/23㈬

3/23㈬
3/25㈮

1日
講座
1

肩甲骨の凝り固まり
が、声の悩みの大きな
原因。肩甲骨周辺をほ
ぐしながら、本来の自
分の声を引き出すヴ
ォイトレ。豊かに響く
あなた本来のナチュ
ラルヴォイスを目指
しましょう！

もし皆さまに正しい発声の
知識を持って頂くことがで
きれば、「通る声」「響く声」が
自然に（楽に）出せるように
なります。あなたの本当の声
に出会える120分。あなたの
「美しい声」はあなた自身も
元気にし、周りをも明るくす
る魔法の力があるのです。

声楽家　ヴォイストレーナー

～目からウロコの声事情～
魔法の120分で
あなたの声が美声に大変身!

ニューヨークスタイル
ヴォイス・クリニック
～声と肩甲骨のステキな関係～

磯野久仁子

受講料/1回5,000円(税別) ※次回は5/19(木)からはじまります。

14:00～16:00
18:30～20:30

3/23㈬1日
講座
1

声楽家
ヴォイストレーナー磯野久仁子

受講料/全3回(前納)10,500円(税別)
14:30～16:00 ／ 19:00～20:30

毎回大好評

3/17㈭・31㈭・4/14㈭

7 ヵ月～ベビークラス

1～2歳ピンキークラス

2～3歳キンダークラス

月2回(水)11:50～12:40
月額3,500円（税別）

月3回

月3回(水)9:50～10:50
月額4,350円（税別）

(水)10:50～11:50
(金)13:30～14:30

月額4,350円（税別）

光野仁美・木下未佳子こどもläraミュージカル専任講師木下めぐみ 光野仁美・村田美香・木下めぐみ

月3回(月)14:30～／ (金)15:00～
3・4歳児／1年間／1回60分ピッコロクラス

月額5,250円（税別）

月3回（1年目）
月3回（2年目）

(月)15:30～／(金)16:00～／(土)11:40～
(月)16:30～／(金)17:00～

年長～小1／2年間／1回60分アレグロクラス

1年目：月額5,850円（税別） 2年目：月額6,450円（税別）

月額7,700円（税別）

小学生～／1回30分プリマクラス
3 ヶ月10回 (月)17:30～18:30

(金)18:00～19:00
(土)〔1回30分〕

3ヶ月10回(土)14:45～
月額7,200円（税別）

年中～小1

3 ヶ月10回(土)17:00～
月額9,200円（税別）

3ヶ月10回(土)15:30～
月額7,700円（税別）

ミュージカルランド

小2～小6ミュージカルクラブ

小学校6年以上Teens☆オペラ

各クラス時間

幼児から小学生対象のステージパフォーマンスクラス。
声とからだと言葉の表現活動を通して一人ひとりの
才能と個性を伸び伸びと育てていきます。

歌おう! 踊ろう! 演技しよう!
未来につながる可能性

音を聴き、感じ、感覚で理解するたのしい音楽レッ
スン。音楽の力で優れた感覚や能力を育み、情操や
知育、運動など人間形成の大切な土台を培います。

おんがくランド
0～3歳の音楽情操・リトミック

音楽・動き・ことば・情操の総合表現教育教室です。JEUGIAこども表現教室

ピアノとの楽しい出会いを大切に、個人レッスン
とグループレッスンを組み合わせた新しいスタ
イルのピアノ導入コースです。

ドレミファらんど
幼児・小学生のための

※アレグロクラス
　卒業者対象

募集楽器

［定員8名］
一般社団法人
骨格スタイル協会本部講師

骨格スタイルアドバイザー
3級認定講座

小林万希子

受講料/1回12,000円(税別)
教材費・試験料・認定証発行料/10,800円（税込）
※申込締切：4/21(木)

13:00～18:004/24㈰1日
講座
1

3回
講座
3

「わたしの似合う」を知って楽しもう！自分の骨格
スタイルを学び、骨格スタイルから似合うファッシ
ョンについて学びます。講座内で、講師が参加者一
人一人の骨格スタイルを分析し、スタイルアップの
ファッションアイテム
や着こなしのポイン
ト、おすすめの素材や
形をアドバイスしま
す。「自分に似合うファ
ッションを選ぶポイン
トがわかる!」講座です。

お得な

割引!
体験当日または
体験なしで
即日ご入会

お手続き完了の方は早割
入会金1,000 割引（税別）

円
※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。

2016年

3/31㈭
まで

期間


