
9/28(木)･10/12（木）

月2回(木)【各50分】

月額8,500円～(税別)

クロマチックハーモニカ入門
錦織のり子 クロマチックハーモニカ奏者

ポケットに入ってしまう小さな楽器から
豊かな音楽が広がる意外性！透き通った
音色でさまざまなジャンルの音楽を演奏
することができます。楽譜が読めなくても
大丈夫！

2,500円 9/16(土)･10/21(土)10:30 ～

月2回(土)10:30 ～ 12:00
月額4,600円(税別)

アンデスの笛 ケーナ
きしもとタロー ケーナ演奏家

南米アンデス地域に古くから伝わる縦
笛・ケーナ。素朴で力強い音色は、多く
の人の心をとらえています。楽譜が読め
なくても大丈夫！現地の奏法・民謡を分
かりやすく紹介します。

2,300円 9/24(日)･10/8(日)10:30 ～

第2･4(日)10:30 ～ 12:00
月額4,100円(税別)

フォーラム･プチ アンサンブル
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、作曲編曲家

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？

2,050円

月2回(火)(水)【各30分】

月額(定)4,100円(税別)

けんはも（鍵盤ハーモニカ）
聖代橋郁子 けんはも奏者

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。けんはもの新しい世界を体験しま
しょう。

2,050円 10/3（火）18:30 ～

月1回(火)18:30 ～ 19:30
月額2,500円(税別)

沖縄歌三線入門
にいじゅん 歌三線奏者、介護福祉士主任教員

美しい音色を奏でる沖縄三線。沖縄三線
の楽譜は工工四(くんくんしー )といい、
「合乙老四上中尺工五六七」と漢字で音を
表します。この11音の勘所を覚えるだけ
で、100曲以上の沖縄民謡、古典、歌謡曲
を歌い奏でることができます。

2,500円

9/15(金)･10/6(金)18:50 ～

第1･3(金)18:50 ～ 20:50
月額5,100円(税別)

沖縄三線入門
川原徹也 クイチャーパラダイス専任講師

CMでも人気！素敵な音色に心惹かれ
ている方も多い沖縄三線。わかりやす
い教則本と譜面を使い授業を進めます
ので楽器が初めての方でも無理なく始
められます。

2,550円
9/19(火)･10/17(火)　

現代津軽三味線
徳山弦泉 現代津軽三味線家元

津軽のメロディはもちろん、童謡、懐メロ等
も弾けます。民謡・ＪＡＺＺ・ＲＯＣＫな
ど、ジャンルを超えて、様々な曲を学べます。

3,000円
9/16(土)･10/14(土)

月3回(土)
10:30 ～ 20:00【各30分】
月額6,690円(税別)

はじめてのお琴(生田流)・三味線教室(地唄･上方唄)
奥田洋子 京都当道会師範・京都三曲協会会員

初心者・経験者を問わず、お一人お
一人が楽しんで上達できるよう、丁
寧に指導いたします。

2,230円 9/16(土)･10/7(土)11:00 ～

第1･3(土)11:00 ～ 12:30
月額4,100円(税別)

篠笛(新光流)
井上　孝 篠笛新光流代表

篠笛で、日本の曲からポップス・ジ
ャズまで、幅広く自由に吹いてみま
せんか。基礎からわかりやすく指導
いたします。

2,050円 9/25(月)･10/9(月)

月2回(月)【各30分】　

月額(定)4,100円(税別)

日本初の弦楽器ヴィオリラ教室
吉村康子 ヤマハヴィオリラ認定指導者

バイオリンやチェロに似た音色の弦楽器です。楽譜の読
めない方でも年齢を問わず楽しむことができます。ヴィ
オリラの多彩な奏法で音
楽を楽しみましょう。

2,050円

9/14(木)･10/12(木)10:30 ～

第2･4(木)10:30 ～ 12:00
月額5,100円(税別)

優しい響きオカリナを吹こう
粟辻泰史 オカリナ・フルート・リコーダー奏者 合唱指揮者

アルトC管の楽器を使い、指使いや息の吹き
込み方などの基本的な奏法をマスターしな
がらオカリナの特徴やその素晴らしさを理
解してもらいます。また基礎的な奏法の習得
と並行して誰でもが知っている唱歌や童謡
をはじめとする曲を楽しく演奏しましょう。

2,550円

月2回(月)【各50分】

月額8,500円～(税別)

懐かしい響きアコーディオン
宇根章浩 アコーディオン奏者

ヨーロッパを中心に世界中で愛される
楽器「アコーディオン」ご希望の曲を気
持ちよく練習しましょう。音楽理論やコ
ードについても学べます。アコーディ
オン用の編曲にもチャレンジ！

2,500円 9/14(木)･9/28(木)

月2回(木)【各50分】

月額8,500円～ (税別)

岸本良平 JAZZピアノ奏者

かっこよくなければJAZZピアノじゃない！楽
しくなければポピュラーピアノじゃない！あ
なたの好奇心があれば、どんどん弾けるよう
になります。練習できなくても、通って下さ
い。ライブや演奏活動で活躍の講師と一緒
に素敵な曲を完成させてみませんか？

2,500円 9/20(水)･10/4(水)13:00～/14:30～

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 

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。

2,550円 9/24(日)･10/8(日)13:00 ～

第2･4(日)13:00 ～ 14:30
月額4,100円(税別)

うたを歌いませんか
うらかみ葉子 大阪音楽大学短期大学部声楽科卒

初心者の方から経験者の方ま
で、よりよい発声法で歌いまし
ょう。唱歌、童謡からオペラのア
リア、シャンソン、コーラスも歌
います。

2,050円

いきいき歌声サークル
加藤　弘 元京都音楽院院長

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。

9/15(金)･10/6(金)14:00 ～

第1･3(金)14:00 ～ 15:30
月額4,600円(税別)

６０歳以上！うた倶楽部
豊住征子 声楽家

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。

2,300円 9/27(水)・10/11(水)13:30 ～

第2･4(水)13:30 ～ 15:00
月額5,100円(税別)

楽しいうた時間
寺澤一湖 声楽家　

基礎の発声練習から正しい音程、リズ
ムを身につけながら、童謡唱歌、抒情
歌をはじめ、クラシック、ポピュラーな
ど、楽しく、気持ちよく歌えるレパート
リーを増やしていきましょう。

2,550円 9/14（木)･10/12（木）11:00 ～

第2･4(木)11:00 ～ 12:30
月額4,100円(税別)

みんなで楽しく世界の愛唱歌
たけだけい子 京都音楽家クラブ会員　関西桐朋会会員

日本の唱歌・童謡・オペラ　アリア・ロ
シア民謡・シャンソンなど世界の歌は
何でも日本語で歌います。歌う前はリラ
ックス体操をして声を出しやすくしま
す。楽譜が読めなくても参加できる楽し
い講座です。お気軽にどうぞ。

2,050円 9/25(月)・10/9(月)10:00 ～

第2･4(月)10:00 ～ 12:00
月額5,100円(税別)

葛西　進 作曲家　指揮者 

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！

2,550円

9/19(火)･10/17(火)19:00 ～

第1･3(火)
19:00 ～ 20:30
月額5,600円(税別)

SHOWKO Singer Vocalトレーナー

スカッと歌いたい！ゾクゾクはもりたいあなた！豊富なメソ
ッドで、自分らしい憧れの声を見つけましょう。深い呼吸の
取り込み方、発声とのつながり
を健康的に体感して下さい。

2,800円 9/28(木)･10/12(木)13:30 ～

第2･4（木）13:30 ～ 14:30
月額3,600円(税別)

心とカラダのボイストレーニング
北澤珠里 元宝塚歌劇団

肌や筋肉と同じく声も年齢をあらわしま
す。正しい発声と呼吸をトレーニングし、喉
の筋肉を鍛え、ツヤとハリのある、若 し々い
声を保ちませんか。また声を出すことで、
表情筋リフトアップや代謝も高まり、美容
にうれしい効果も！

1,800円

月3回(月)(水)(木)(土)【各30分】

月額10,500円～ (税別)

ボーカルエクセレンス/ピアノエレガンス
熊谷かおり ミュージカルプロデューサー

【ボーカルエクセレンス】年齢は問いません。
受講する人の希望に合わせて、ポップスや映
画音楽などの「スタンダード曲」から「最新の
曲」まで幅広くレッスンします。
【ピアノエレガンス】ポップス、映画音楽、シャ
ンソンetc.あなたが今弾きたい曲、あなたの
思い出の曲からセレクトします。ピアノが初
めてでも丁寧に指導します。

10/2(月)・10/30(月)

月2回(月)【各50分】

月額8,500円～(税別)

ピアノコード弾き語り
明星隆之 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

初心者でも楽譜が読めない方でも
大丈夫です。簡単なコード弾きで、
好きな曲にチャレンジしませんか？
少しのアレンジを加えるだけで簡
単にかっこよく弾くことができます。

2,500円 9/25(月)･10/2(月)

第2･4(月)【各30分】

月額(定)6,100円(税別)

鈴木かずこ ピアニスト

楽譜を読むのがちょっと苦手な方、楽譜をさらに深く読
みたい方、初心者から上級者までレベルに合わせてレッ
スン！リズム叩き・歌の実技から、
楽典や音楽史なども交えた楽し
い講座です。

小林知津 相愛大学音楽学部声楽専攻卒業

宝塚音楽学校を受験される方を対象と
した特別講座です。二次試験の歌唱テ
ストにおける課題曲のアドバイス、音
やリズムを正確にとる新曲視唱、など
受験に向けて丁寧な指導を致します。

磯野久仁子 声楽家　ヴォイストレーナー

高齢の方々に一生懸命大きな声で話し掛けても、なかなか聞き取ってもらえずお困りに
なった経験はありませんか？　常に大声を張り上げてしゃべるのは、のどに負担が掛か
り、また大きなストレスとなっているのではないでしょうか。歌う時のような柔らかく響く
声を使うと、ちゃんと相手に聞こえるのです。深くたっぷり呼吸をして響きのある柔らか
い声は、周囲にも安心感や、良い影響を与えることができます。ちょっとのトレーニング
であなたの声もやわらかく生れ変ります。

徳山拓一 森美術館 アソシエイト・キュレーター

世界遺産・元離宮二条城で開催されている「アジア回廊 
現代美術展」では、通常非公開の「二の丸御殿台所」、「東
南隅櫓」などでも展示が行なわれます。これら特別公開エ
リアを中心に、キュレーターによる案内と解説で、作品を
鑑賞します。

※時間はお問い合わせください。 ※時間はお問い合わせください。

※時間はお問い合わせください。

～生活の中で沖縄を感じる～

　14:00 ～ 21:00【各60分】
月額6,100円(税別)
　17:00 ～ 18:00・19:00 ～ 20:00
月額4,100円(税別)

第3(火)

9/19(火)･10/17(火)17:00 ～･19:00 ～ 2,100円

※時間はお問い合わせください。 ※時間はお問い合わせください。

※時間はお問い合わせください。

ちょっとのテクニックで
コレだけ変わる JAZZ・ポピュラーピアノ シャンソンとカンツォーネの

ボーカル教室

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

第2･4(水) 月額3,800円(税別)
11:00～12:00
13:30～14:30

9/13（水）・10/11（水）【女性】11:00～【男性】13:30～

名曲の心を歌うコーラス楽しい時間の
共有を！

9/30(土)･10/14(土)
『カンツォーネ』13:00～ 

第2･4(土)13:00 ～ 14:30　月額4,600円(税別)

カンツォーネをうたう
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
まで原語で歌っていきます。

第2･4(土)15:00 ～ 16:30　月額5,600円(税別)

イタリアの歌
イタリアのバロック古典派の作曲家の歌曲、
オペラのアリア、二重唱、名場面などをイタリ
ア語で歌っていきます。

出口　武
関西二期会正会員
相愛大学講師『イタリアの歌』15:00～

2,300円
2,800円

9/28(木)･10/12(木)
『ベルカント発声法』13：00 

第2・4(木)13：00～14：00
月額4,100円(税別)

イタリア伝統のベルカント発声法
きれいな声、つやのある声、
無理の無い声の発声を身に
つけましょう！

第2・4(木)14:00～15:30　月額5,600円(税別)

古今の名曲をうたう
歌曲やオペラのアリア、カンツォーネ等から
ポピュラーなものを選び原語で正しく歌え
る発音、正しいリズムを身につけましょう。

小川はじめ
テノール歌手
関西二期会正会員
浪速オペラ協会総監督『古今の名曲』14:00～

2,050円
2,800円

Gospel エトセトラ響け！
私の歌声♪

ソルフェージュ楽譜を
読む力がつく

※時間はお問い合わせください。 ※時間はお問い合わせください。

無料面談 2,500円

3ヶ月 手ぶらでレッスン
〈対象：中学生以上〉

・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

※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）

まずは3ヶ月はじめてみませんか？ 宝塚音楽学校受験
短期集中レッスン

8,000円(税別)

10/6㈮・11/10㈮・12/15㈮
【各60分】時間はお問い合わせ下さい。

1日
講座
1

今年の締めくくりも やっぱり

season8
みんなで歌っちゃおう！

冬になると必ず耳にする山下達郎の
「クリスマス・イブ」今でも色褪せない
名曲をちょっとしたコツで切なくカッ
コよく歌っちゃおう。

北川夕花 ボーカリスト・ボイストレーナー

12/2㈯18:30～20:001日
講座
1

2,000円(税別)

9/21㈭14:30～16:00／19:00～20:3011/26(日)13:00～14:301日
講座
1

4,000円(税別)

ニューヨークスタイル
ヴォイス・クリニック

～声の悩みを解消して自然な声に～

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、本当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！

磯野久仁子 声楽家　ヴォイストレーナー

9/14㈭・9/28㈭･10/12㈭
14:30～16:00 ／ 19:00～20:30

3回
講座
3

全3回(前納)10,500円(税別)
※次回は、11/16㈭スタートです。

毎回大好評
!

「やわらかい声」トレーニング
～介護・医療現場や高齢者と接するすべての方へおすすめ～ 　 ～「東アジア文化都市2017京都」コラボ企画～

世界遺産・元離宮二条城で楽しむ、現代アートと特別拝観

2,188円(保険料・税込/二条城入城＋現代美術展セット券代金含む)

10/8㈰ 13:00 ～ 15:001日
講座
1

12:50二条城東大手門前(堀川通側)
定員25名申込締切 3日前

2,500円

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］

075-221-727210:00～20:30
（日曜17:30迄）

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。

2017年

9/30㈯
まで

期間
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うた・各種楽器・ダンス・趣味・教養など200講座以上が集う 総合カルチャーセンター
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