
2,050円
体験日・時間はお問い合わせ下さい

時間はお問い
合わせ下さい

11/23(水)･12/14(水)11:00～ 1,000円11/22(火)･12/13(火)15:15～15:45

2,500円2,500円11/30(水)･12/14（水) 11/22(火)･12/13(火)13:30～

2,300円2,550円11/14(月)･11/28(月)10:00～ 11/18(金)･12/2(金)14:00～ 2,050円11/18(金)･12/2(金)10:00～

2,550円

2,500円

11/16(水)･12/7(水)13:00～/14:30～

2,500円 2,500円
11/7(月)･11/28(月) 11/9(水)･11/30(水)

2,500円 2,500円
11/14(月)･11/28(月)

2,050円
11/26(土)・12/10（土)14:00～

2,410円 1,850円
11/21(月)･12/5(月)10:30～

11/15(火)･12/6(火)14:00～

12/3(土)･10(土)18:30～

11/18(金)･12/2(金)15:00～

1,000円1,000円1,000円

家族
割引

発行：十字屋Culture㈱　発行日：2016.11

うた・各種楽器・ダンス・趣味・教養など160講座以上が集う 総合カルチャーセンター

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］

※ご入会手続きの際は、年齢確認のできる
　身分証明書をご提示ください。

家族みんなで習い事はじめよう

5,400円（税込）
 ➡2,700円

通常入会金（税込）

5,400円➡無料

半額入会金
ご家族はご家族は

075-221-727210時～20時

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・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。

《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。

…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。

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］

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

月2回(火)or(水)【各30分】
月額4,100円(税別)

第2･4(水)11:00～12:00
月額3,800円(税別)

いきいき歌声サークル
1970年代にタイムスリップ！フォーク
ソングやグループサウンズ、童謡等を懐
かしい歌声喫茶で歌っているような気
持ちで歌ってみましょう。楽譜が読めな
くても勢いがあれば平気です。やんちゃ
仲間と一緒に楽しい時間の共有を。

加藤　弘 元京都音楽院院長

第2･4(火)15:45～17:00
月額4,100円(税別)

0（ゼロ）からの楽譜
片山　歩 声楽家

月2回(月)【各30分】
月額(定)6,100円(税別)

和の心を感じる
尺八（都山流）

世界的にもよく知られている
日本の伝統楽器、尺八。基礎
から取り組んでいきますので、
若い方にも年配の方にもわ
かりやすくその方に合った指
導します。指導者は日本尺八
界を代表する講師です。

三好芫山 都山流竹琳軒大師範
邦楽アンサンブル風韻団長

第2･4(水)【各60分】
月額(定)10,000円(税別) ※時間はお問い合わせ下さい

声の基礎体力作り

英語の約５０個の母音・子音の発音を
ピックアップ。舌や表情筋のトレーニン
グ、腹式呼吸を体得します。まずは呼吸
から！舌の力や首まわりの筋肉を鍛える
ことにより誤嚥防止にもなります。

山城敦子 ボイストレーナー

第2・4(火)13:30～15:30
月額5,000円(税別)

痛みのない身体の使い方
これからも音楽を楽しむために
アレクサンダー・テクニークという知恵を
用いて、楽器を演奏するとき歌うときの、
楽でたのしい身体の使い方を一緒に
探求します。自分自身のことも音楽も、
今よりもっと好きになれる学習法です。

堤奈津子 アレクサンダー・アライアンス・ジャパン
アレクサンダー・テクニーク講師

第2･4（月）10:00～12：00　月額5,100円(税別)

楽しい時間の共有を！
名曲の心を歌うコーラス
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！

葛西　進 作曲家　指揮者 

第1･3(金)14:00～15:30
月額4,600円(税別)

６０歳以上！ うた倶楽部

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。

豊住征子 声楽家

第1･3(金)10:00～11:30
月額4,100円(税別)

～心のストレッチ～歌おうみんなで

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。

塩見雅子 山本音楽研究所所属

第1・3(水)13:00～14:30/14:30～16:00
月額5,100円(税別)

シャンソンとカンツォーネの
ボーカル教室
シャンソンやカンツォーネを中心に、日本の曲も交
え練習します。ピアニスト付きですので、高音、中
音、低音の高さで伴奏をします。自宅練習用に
メロディー入りとメロディー無しのカラオケを作
成。歌で人生の喜びや悲しみを歌いませんか。

吉永修子 日本シャンソン協会正会員
オフィスシャンテ主宰 楽譜を読んだり書いたりする為に必要な決まり事や約束事を

「楽典」といいます。なんだか難しそう…と思われがちですが、
このクラスで疑問を解決しながら音楽
を好きになっていけるはず。
これから音楽をはじめようと思う方に
是非オススメです。

〈中学生以上対象〉
・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

忘年会で歌う曲、何を練
習してますか？ 今年は解
散発表で再び脚光を浴
びたSMAPの「世界に一
つだけの花」を一年の締
めくくりにみんなで一緒に
練習しちゃおう！ 気持ちが
一つになって盛り上がる
事間違い無しです。

ボーカリスト・ボイストレーナー

忘年会で
盛上がる定番曲

みんなで歌っちゃおう! Season6

北川夕花

受講料/2,000円(税別)
18:30～20:0012/3㈯

10:30～12:00

①片づけ編 これだけやっておけば
年末はカンタンお掃除で大丈夫！

11/3

1日
講座
1

1日
講座
1

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！

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～

※次回は、2016年1月19日(木)スタートです。

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)
受講料/全1回3,000円(税別)

14:30～16:00/19:00～20:30

毎回大好評

11/10㈭・11/24㈭・12/8㈭3回
講座
3

©サカネユキ

※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）

お父さんの為の
サックスで歌謡曲！

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】

清水利香 サックスプレイヤー
ビッグバンドGYAO主宰

はじめてのピアノ

童謡、なつメロ、エリーゼ
のためにやAKB、お好き
な曲をピアノで弾いてみ
ませんか？まずは片手か
ら！はじめてでも大丈夫！

笠井由香 ピアノ講師

第2･4(土)
14:00～15:15
月額4,100円(税別)

やさしい
ストレッチ＆ダンス

身体の美しいラインと
バランスをつくりましょ
う。簡単なストレッチと
ダンスのウォーキングで
心も体もリフレッシュし
ましょう。

柴山多恵子
現代舞踊協会会員
東京アフロ舞踊団所属
ヨガフレンズ主宰

(金)19:15～20:45
ハーフクラス：月2回…月額4,600円(税別)
レギュラークラス：3ヶ月11回…月額8,184円(税別)

大人の為の初めての
クラシックバレエ

～本多恵子バレエ学園～

今からバレエを始めた
い方、久しぶりに踊って
みたい方、楽しく踊りな
がら、美しい姿勢としな
やかな身体をつくりまし
ょう。 基礎を大切にした
大人のクラスです。

松延一会 本多恵子バレエ学園
日本バレエ協会会員

第1・3(月)
10:30～12:00
月額3,700円(税別)

60歳からはじめる
ハワイアンフラ

いつまでも輝いて！の気持
ちで基礎からゆたっりし
た美しいフラまで、楽しく
レッスンします。
健康と笑顔とフラダンス！

歌津せつ子 ハラウ・フラ・カレイキニ

第1・3(火)
14:00～15:00
月額4,100円(税別)

3ヶ月10回 (土)18:30～20:30　月額7,000円(税別)

楽 タ々ップ

林実千代のタップダンス

体幹を鍛え、脚を動かす
事で健康な体を！

タップシューズをはけば貴方も素敵なダンサー！
プラスインナーマッスルを鍛えます。

林 実千代
林タップダンススクール主宰
舞踊家　振付師

あっと驚く お掃除ゼミ
知らないと大変な大掃除。
カンタン！ラクチン！な小掃除
が増えています。100均グッ
ズと３Ｓ（整理・収納・清掃）
で、4つめの「Ｓ」（smile）を
手に入れましょう♪

竹嶋貴代美 NPO法人日本ハウスクリーニング協会
認定講師

3ヶ月 手ぶらでレッスン
まずは3ヶ月はじめてみませんか？

月2回(金)
15:00～16:00
月額5,100円(税別)

ゆっくり楽しむオカリナ

『上手くなるよりも楽しく
レッスン！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。

宮名利育 オカリナ・フルート奏者

JEUGIAこども表現教室講師

JEUGIAこども表現教室講師

JEUGIAこども表現教室講師

11/5㈯･12/10㈯

11/9㈬
12/7㈬ 11/5㈯･21㈪・25㈮

12/10㈯・16㈮・26㈪

月2回(水)11:50～12:40
月額3,500円（税別）

月3回(水)10:50～11:50
月額4,350円（税別）※教材費別途

※各クラス共に
　教材費別途

※各クラス共に教材費別途

※教材費別途

※教材費別途

月3回(水)9:50～10:50
月額4,350円（税別）

木下未佳子

村田美香

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～  月額5,250円（税別）
3・4歳児［1年間／ 1回60分］ピッコロクラス

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）
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〕　　 月額7,700円（税別）

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

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 『JEUGIAこども表現教室』《0歳～小学生》

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

満65歳
以上の方は入会金無料です。です。

シニア割

ク
ロ
マ
チ
ッ
ク
ハ
ー
モ
ニ
カ
講
座（
写
真
左：錦
織
講
師
）

マンドリン講座（写真：川口講師） 声楽講座（写真：出口講師） ピアノ講座（写真奥：岡本講師）

受講お申し込み
受付中ですいつでも

お得に！

※時間はお問い合わせ下さい

月2回(水）【各50分】
月額8,500円～(税別)
※時間はお問い合わせ下さい

月2回(月)【各30分】
月額5,300円(税別)
※時間はお問い合わせ下さい

10:30～12:00

②大掃除編 今年はスッキリ！時短でラクラク！

12/18㈰1日
講座
1

12/16㈮ 17:00～18:00
受講料1,800円(税別/教材費込)

保育園おかえりクラス
おんがくランド【1～3歳】
「おんがくランド」に夕方クラスが登場！

伸びる可能性を音楽の力で大きく育てる

働くママがなかなか踏
み出せなかった一歩を
「おんがくランド」が全
力で後押しします。
たくさんの音楽に触れ
聴覚を刺激して、健や
かな発達を目指します。
保育園帰りの貴重な６０分をお子様の成長
に活用してみませんか。

7ヵ月～7ヵ月～ベビークラス

ピンキークラス1歳児1歳児

キンダークラス2歳児2歳児

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。


