
ジャズフルート
福留　敬 ジャズフルーティスト　ラテンフルート奏者

2,500円

ライブでアドリブを吹きたい！フルートという楽
器に特化したアドリブ講座です。アドリブプレイ
に必要な脱力奏法、リズムカウントなどのテクニ
ックとコード、スケール理論を並行して学びます。
マイナスワンを使った実践型レッスンです。

3/25(日)･4/8(日)10:30 ～ 12:00

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

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？

たのしいハーモニカ
吹上晴彦 全日本ハーモニカ連盟理事･関西ハーモニカ連盟理事長

月2回(金)17:30 ～ 19:00
月額4,600円(税別)

日本で改良を重ね完成して1世紀。複
音ハーモニカ奏法は世界トップレベル
です。誰もが手にした楽器です。講座で
は持ち方から楽譜の読み方まで、童謡
･歌謡曲･クラシック、初心者から上級
者、その人に応じた楽しみがあります。

3/20(火)･4/17(火)
17:00 ～･19:00 ～

現代津軽三味線
徳山弦泉 現代津軽三味線家元

3,000円

第3(火)【各60分】

月額6,100円(税別)

津軽のメロディはもちろん、民謡、童謡、
懐メロ等、様々な曲を学べます。お子様
から大人まで年齢を問わず一緒に楽し
みましょう。

楽しいオカリナ教室
伊澤隆志 伊澤隆志オカリナ教室主宰

第2･4(火)13:00 ～ 14:30
月額5,100円(税別)

最も易しい楽器は、オカリナです。すぐ
に、ドレミファソラシドが吹けるので、
すぐに曲も吹けます。そして奥が深い
のです。ビブラートをかけて美しい演
奏ができるようになりましょう！

3/18(日)･4/1(日)13:00 ～ 14:30

うたを歌いませんか
うらかみ葉子 シャントゥーズ　ヴォイストレーナー

第1･3(日)13:00 ～ 14:30
月額4,100円(税別)

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。

3/23(金)･4/13(金)12:30 ～ 13:30

歌声サロン
桑原真紀子 大阪音楽大学同大学院オペラ専攻修了

第2･4(金)12:30 ～ 13:30
月額4,100円(税別)

歌いたいけど上手く歌えない･･･と
お悩みの方!先生のリードで安心して
受講していただけます。童謡から唱
歌、懐かしのあの歌この歌、誰もが知
っている歌を、皆様のリクエストとと
もに楽しく歌いましょう。

基礎から学ぶコーラス
片山　歩 日本発声学会会員　声楽家

第2･4(火)13:30 ～ 15:00
月額4,100円(税別)

発声前にストレッチを行い、体で発声のやり方
を覚え独唱やコーラスにも使えるような力をつ
けていきます。またソルフェージュにも力を入
れ、友人と歌い合わせる力、楽しさを実感して
頂ければと思います。日本の童謡や唱歌を美し
い日本語で歌えるようレッスンしています。

4/11(水)･4/25(水)13:30 ～ 15:00

発声からはじめよう！やさしい声楽入門
寺澤一湖 声楽家

第2･4(水)13:30 ～ 15:00
月額5,100円(税別)

　17:00 ～ 18:00・19:00 ～ 20:00
月額4,100円(税別)

基本の発声練習からスタート。童謡唱
歌で基礎を身につけながら、抒情歌を
はじめクラシック、ポピュラーなど、ステ
キな歌との出会いでレパートリーを増
やしていきましょう！

【女性】11:00 ～ 【男性】13:30 ～

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。

はじめてのボイトレ

楽しくア・カペラ

山内詩子
ヴォーカリスト

月2回(土)【各30分】月額6,100円(税別)

月2回(土)11:00 ～ 12:30 月額4,600円(税別)

あの曲を歌ってみたいけど自分の声に自信がない、ハモるのも苦手･･･
なんて思っていませんか?発声の体の使い方等を身につけながら曲の
歌唱やハモりなども取り入れます。

人の声だけで歌うア･カペラ。ポップスを中心に楽しい
曲、美しい曲、懐かしい曲等を人の声だけでアンサン
ブルしてみませんか？ハモりに興味有りの方大歓迎。

18:45 ～ 20:30

仕事疲れに効く！癒しのヨーガ教室
持田裕子 you you yoga主宰　健康管理士一般指導員

(月)18:45 ～ 20:30
月額6,000円(税別)

知らず知らずのうちに体を使
いすぎているあなた!リフレッ
シュしませんか!!あなたの大切
な時をあなたの大切な心と体
の為に、身体の響きを感じなが
ら柔軟な心身を作りましょう。

中国伝統武術八極拳 劈掛拳
周佐英徳 八極拳八世伝人

(土)18:30 ～ 20:00
3ヶ月10回月額5,800円(税別)
月2回月額4,000円(税別)

八極拳は非常に大きく｢崩壊突撃｣とたとえ
られ、接近戦を特徴とします。これに対して
劈掛拳は｢放長撃遠｣と例えられ、長距離戦
を得意とする河北省河北省滄州を代表す
る伝統武術です。護身に健康に、貴重な中
国伝統武術を学んでみませんか？

3/28(水)･4/11(水)･4/25(水)18:30 ～ 20:00

健康を保つ太極拳
大山芳乃 楊名時太極拳　師範(日本健康太極拳協会)

第2･4(水)18:30 ～ 20:00
月額3,300円(税別)

太極拳の呼吸で心も身体も健康に！心も身
体もまぁーるく、のびのびと、ホッとした気
持ちになれます。呼吸を意識したゆるやか
な動きで、日ごろの疲れやストレスをとり
除きませんか。運動不足や、なんとなく不
調な方も無理なく行える健康体術です。

ミセスの為のあこがれ美バレエ
北澤珠里 元宝塚歌劇団･健康支援トレーナー･ボールプラクティショナー

第2･4(水)14:00 ～ 15:00
月額4,100円(税別)

ずっとバレエに興味はあったけど、なかな
か機会がなかった方、この春から始めて
みませんか。バレエの基本であるバーレッ
スン、そしてフロアでの優雅な踊り、しなや
かで美しい身体を目指しましょう。

美容バレエ
KAZUMI バレエ講師

月3回(金)11:00 ～ 12:00
月額4,650円(税別)

いつまでも若 し々く、美しい姿勢で歩きたい…
やさしいクラシックバレエを基本とし、ヨガ・ス
トレッチ等を取り入れた講座です。ゆったりと
した音色に合わせて、全身のストレッチから入
り、次に、バーを持って姿勢を正し、最後に簡
単なステップ等、バレエの動きも行います♪

タップダンス　
市丸華奈子 ベースメントスタジオ講師

第1･3(土)13:00 ～ 14:30
月額6,100円(税別)

タップダンス経験者の方はもちろん、初
めてタップシューズを履かれる方、興味
はあるけど不安と思われている方、是非
チャレンジしてみてください！基本ステッ
プを中心に、個人のレベルにあわせてレ
ッスンしていきます。

はじめての日本舞踊 藤間流
藤間直由季 藤間流師範

第2･4(月)15:30 ～ 17:30
月額4,100円(税別)

日本舞踊は伝統文化の１つです。着物
ならではの所作もあります。一緒に着
物を着付けて古典舞踊の美しい世界
を楽しみましょう。この機会に藤間流の
おけいこを始めてみませんか?

日本舞踊 若柳流
若柳海穂秀 若柳流師範

月3回(金)16:00 ～ 17:00
月額9,150円(税別)

曲として小唄・長唄・清元・常盤津・大楽・義太
夫と幅広くお教えいたします。手ほどきはやさ
しい曲・踊りやすい曲から練習します。踊るこ
とはなんと楽しいんだろうと思う中で、今忘れ
がちな礼儀作法や女性らしい美しいしぐさが
身につきます。

ヴァイオリンの身体作りコース
～自然な身体使いであなたの音を美しく～

ヴァイオリン奏者のためのヴァイオリン骨体操
～『ヴィブラート』集中講座～

脳トレピアノ®検定 初心者
～認定講師希望の方

山本純子 ヴァイオリン骨体操指導員　ヴァイオリン講師

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。
※6/30(土)･7/1(日)遠藤記代子先生による特別講座

「みるみる音が変わる！ヴァイオリン骨体操」受講ご希
望の方におすすめの「ヴァイオリン骨体操ビギナーク
ラス」です。

遠藤記代子 ヴァイオリニスト　ナンバ術ヴァイオリン骨体操師範

『ヴィブラート』の良い練習を行えば、音程やシフティングはもちろん、スピッカートなど他のテクニックにも相乗効果を
もたらします。『ヴィブラートの練習が初めて』という方も、そして『4の指にヴィブラートがかからない』『音が変わるとヴ
ィブラートが途切れてしまう』など上級のお悩みをお持ちの方も大歓迎です。体操を用いて身体を作ってから実技練習
へ移りますから、どなた様も上達がスムーズです。
※「ヴァイオリン骨体操」未経験の方は
　「ヴァイオリンの身体作りコース」を履修後にご受講ください。

3/28(水)･6/13(水)･8/22(水)10:00 ～ 11:00

吉田知央 一般社団法人全国ゆうゆう塾®協会ピアノゆうゆう塾®代表理事

目からウロコのピアノコーチング！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を考
案。特許庁より『脳トレピアノ』は知的財産として商標
権を取得。検定終了後は自宅、施設等で活かせるスキ
ルが身につきます。

磯野久仁子 声楽家　ヴォイストレーナー

【こんな症状に心当たりのある方、のどの衰えが始まっているサインかも！・最近食事中によくむせる・食
べ物がのどにつかえる感じがする・咳き込むようになった・声がかすれる・ガラガラ声】
高齢者に多いと思われがちな誤嚥は、実は若年層でも注意が必要であるということをご存知ですか?
飲み込む力の衰えは40代から始まると言われています。40代以降は口が乾燥しやすくなり、唾液に雑
菌がふえてしまいます。またスマホの普及により、話す(声を出す)機会が減っていることも、のどの筋肉
が衰えて、飲み込む力が弱くなってしまう原因と考えられます。そこでお薦めなのがヴォイストレーニン
グ！のどの筋肉と肺の機能を同時に鍛えることができるとても効率的なトレーニングで、腹式呼吸、舌の
ストレッチ、発声練習そして老け顔、老け声も同時に解決できます。

ふれあいイキイキ沖縄三線
にいじゅん うた三線奏者　介護福祉教員

高齢者（60歳以上）を対象とし、沖縄三線を使って
健康の増進を図ります。うた三線奏者・介護福祉
主任教員として多方面で活躍し、丁寧な指導で評
判の講師による指導です。沖縄三線に興味のある
方であれば、年齢性別問わず、どなた様でも安心
して参加できます。①奏でる（＝指先指導、リラック
ス）、②歌う(発声、歌唱）、③集う(＝出逢い、喜び)
を目的にも皆さんのご参加をお待ちしています。

熊谷かおりの”朝ドラを歌おう！
熊谷かおり ミュージカルプロデューサー

熊谷かおりの“朝ドラを歌おう！”シリ
ーズ第3弾は「わろてんか」。年齢不
問、楽譜が読めなくても大丈夫。みん
なで歌って笑って、ドラマの人たちの
ように楽しみましょう。

子供のためのソルフェージュ～初級～
鈴木かずこ ピアニスト

第2･4(月)17:15～ 18:00
月額8,000円～ (税別)

演奏に欠かせないソルフェージュ。読譜力は
演奏の向上に大きな役割を果たします。読譜、
歌、(書き取り)をレベルごとにレッスン。楽しく
演奏を続けていきたい方、また将来本格的に
音楽を勉強されたい方のクラスです。

《フルートのための実践アドリブレッスン》

月2回(木)(土)【各50分】

月額9,500円～ (税別)
※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。

3/14(水)･4/11(水)14:00 ～ 15:00 3/23(金)･4/13(金)11:00 ～ 12:00 3/17(土)･3/31(土)･4/7(土)13:00 ～ 14:30

4/14(土)11:00 ～ 12:30

3/13(火)･4/24(火)13:30 ～ 15:00

3/23(金)･4/13(金)17:30 ～ 19:00 3/27(火)･4/10(火)11:00 ～ 11:30
ミニコンサートあり。

3/17(土)･3/31(土)18:30 ～ 20:00

3/26(月)･4/9(月)15:30 ～ 17:303/16(金)･4/6(金)16:00 ～ 17:00

※時間はお問い合わせください。

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

3/24(土)･4/14(土)
『カンツォーネ』13:00～ 

4/14(土) 2,700円

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～

喉(ノド)活ヴォイストレーニング
～ノドの衰えは40代から始まる！～

1日
講座
1 5/28㈪・6/10㈰

10:30～12:00

1日
講座
1 6/30㈯・7/1㈰

①10:30～12:00 ②13:30～15:00
3,000円(税別)

定員5名

1日
講座
1 3/28㈬・4/11㈬

13:30～14:30
2,000円(税別)

1日
講座
1 6/30㈯10:00～11:30

3,000円(税別) 楽器レンタル代200円 定員7名
1日
講座
1 4/22㈰13:00～14:30 4,000円(税別)

第2･4㈬
10:00～11:30
全4回32,000円(税別)(前納）

①②通し受講8,000円
①または②のみ受講各5,000円(税別)

定員40名

個人レッスンはお問い合わせ下さい。①②の受講生に限ります。【各30分8,000円】

個人レッスンもございます。詳細はお問い合わせ下さい。

4回
講座
4

1,000円(税込)認定料別途

3ヶ月手ぶらでレッスン
〈対象：中学生以上〉

2,500円

・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･時間はお問合わせ下さい。

※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。

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？

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

3/22㈭・4/5㈭･4/19㈭
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、5/17㈭スタートです。

毎回大好評
!

season9
みんなで歌っちゃおう！

大好評の「みんなで歌っちゃおう！」今だ
からこそ 歌 い た い 安 室 奈 美 恵 の

「HERO」！昨年末の紅白でも歌われたリ
オ五輪のテーマソング。みんなで歌うと
パワーがみなぎってきます。のびのびと
一緒に楽しく歌いませんか？

北川夕花 ボーカリスト・ボイストレーナー

4/14㈯13:00～14:30

5/11㈮18:45～20:15
1日
講座
1

2,000円(税別)

小･中学生

3/26(月)17:15 ～ 18:00

～本多恵子バレエ学園～
こどものためのクラシックバレエ
杉江那津呼 本多恵子バレエ学園教師

3ヶ月11回(金)
17:00～ 18:00（年少児～小学校1年）
18:00～19:15（小学校1年～小学校6年）
月額5,684円(税別)

クラシックバレエの基本を丁寧に指導しま
す。踊る楽しさを感じながら親しみやすい曲
で音感リズム感をつけましょう。

※大人のクラスもございます。

年少児～小学校6年

3/23(金)･4/6(金)3/12(月)･4/9(月)
(4歳～小2)17:00 ～ 18:00、(小2～小6)18:00 ～ 19:00 (年少児～小学校1年)17:00 ～ 18:00、(小学校1年～小学校6年)18:00 ～ 19:15

キッズチアダンス
リナコ チアダンス講師

息のあった華やかなチアダンスを一緒
に踊ってみませんか？楽しいレッスンの
中で、礼儀も身につけていきましょう。

4歳～小6

3ヶ月11回(月)
17:00～18:00（4歳～小2）
18:00～19:00（小2～小6）
月額7,184円(税別)

京舞(井上流)
井上和枝 京舞教師

京都を代表する伝統古典芸能の
「京舞」舞を通じて情操を養い、基
礎となる姿勢から正しく身につ
くように指導します。

6歳～

時間はお問い合わせ下さい。

月3回(日)【各30分】

月額(定)7,150円(税別)

〈対象：小学4年生以上〉 〈対象：小学4年生以上〉

講座1
・ヴィブラート骨体操　・ヴィブラートの常識と知識
・指のヴィブラート　・手首のヴィブラート
・毎日の練習の組み立て方

 講座2
・肘のヴィブラート　・指、手首、肘の混合ヴィブラート
・速い音形のヴィブラート
・音間のヴィブラートを途切れさせないために
・豊かな表情
（・ダブルストップのヴィブラート ＊御希望のみ）

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。

2018年

3/31㈯
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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