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9/19(水)・10/3(水)11：00 ～

こころを満たす幸せの歌唱サロン
～歌って笑って健康に～
村田千絵 声楽家・音楽療法士

2,300円

第1・3(水)11:00 ～ 12:15
月額4,600円(税別)

歌うことが大好きな『あなた』のための健康志向の歌唱講座です。ピアノの伴奏に合
わせ、クラシックから童謡、歌謡曲まで様々なジャンルの曲を、
現役ソプラノ声楽家で音楽療法士の講師と一緒に楽しんでい
ただきます。呼吸法やストレッチ、発声法など、声楽家も実践し
ている技法を取り入れ、楽しく歌いながら、口腔ケアや近年注目
を集めているフレイル予防などにも効果が期待できます。

9/21(金)・10/5(金)13：30 ～

大人のためのシャンソン＆ポピュラー
～おしゃれに、楽しく、健康に～
中森万美子 シャンソン歌手・ラジオパーソナリティ

2,300円

第1・3(金)13:30 ～ 15:00
月額4,600円(税別)

シャンソンや、おしゃれで懐かしいポピュラー曲を日本
語で歌います。歌うこと、表現する、歌を味わうことを楽
しみましょう。発声練習も行いますので、楽譜の読めな
い方や、初めての方、ブランクのある方もお待ちしてい
ます。歌って、楽しく、健康生活を目指しましょう。

12:30 ～

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

2,050円

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。

13：30 ～

女性の為の歌謡曲教室
岡島加代 日本オリジナル倶楽部認定歌謡講師

2,050円

第2･4(金)13:30 ～ 15:30
月額4,100円(税別)

六つの発声基本から声出しを始め、ポ
ップスと演歌の新曲から前回の復習ま
でをリズム・音程・表現をわかりやすく
説明します。明るく和気あいあいの雰囲
気の中、楽しく練習しましょう。

第2･4(水)【女性】11:00 ～【男性】13:30 ～
第1・3(金)【女性】10:30 ～

いきいき歌声サークル
加藤　弘 元京都音楽院院長

11:00 ～ 12:00
13:30 ～ 14:30 月額3,800円(税別)

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。

10:00 ～

名曲の心を歌うコーラス
葛西　進 作曲家　指揮者 

2,550円

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！

19:00 ～

～Goｓｐｅｌ　エトセトラ～
ＳＨＯＷＫＯ Ｓｉｎｇｅｒ　Ｖｏｃａｌトレーナー

2,800円

第1・3(火)19:00 ～ 20:30
月額5,600円(税別)

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。

JAZZ・ポピュラーピアノ
岸本良平 JAZZピアノ奏者

2,500円

月2回(木)

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？

10:30 ～

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

2,050円

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？

10/14(日)15:00 ～

初めてのビッグバンド講座
清水利香 ビッグバンド　GYAO代表サックスプレイヤー

1,000円

月1回(日)15:00 ～ 16:30
月額3,000円(税別)

サックス、トランペット、トロンボーン等の楽器経
験者の方。楽しくみなで音を重ねてジャズならでは
のスイング感を楽しみましょう。ビッグバンドの王
者グレンミラーの「茶色の小瓶」「インザムード」か
らはじめます。最終的には講師の率いるビッグバ
ンドGYAO(ギャオ)との共演も夢ではございませ
ん！吹奏楽経験の方、大歓迎です！

18:30 ～

沖縄歌三線入門～生活の中で沖縄を感じる～
にいじゅん うた三線奏者、介護福祉士教員

2,500円

月1回(火)18:30 ～ 19:30 
月額2,500円(税別)

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。

けんはも（鍵盤ハーモニカ）
聖代橋郁子 ＳＵＺＵＫＩケンハモ認定講師

2,050円

月2回(月)(火)(水)【各30分】

月額(定)4,100円(税別)

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。

10:30 ～

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

2,550円

第2・4(木)10:30 ～ 12：00
月額5,100円(税別)

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。

3ヶ月手ぶらでレッスン

2,500円

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)

もう一度習ってみたい！憧れの楽器を始め
てみたい！大好きな曲を演奏してみたい･･
･まずは3ヶ月はじめてみませんか？

17:30 ～

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

2,300円

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。

ヴァイオリン12の骨体操
～12の骨体操から7つのムーヴメントまで～
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。
※11/11(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。※アフタークリニックもご相談下さい。

9/21(金)・10/5(金)11：00 ～

東洋医学に学ぶストレッチ＆養生講
～美しさと健康は巡りから～
中森万美子 中森万美子鍼灸院院長

2,500円

第1・3(金)11：00 ～ 12：00
月額5,000円(税別)

東洋医学の考えを基に、身体の経絡の流れを整え、巡
りの良い身体つくりを目指します。ストレッチは、穏や
かな動きですので運動経験の少ない方やシニア世代
の方にもお勧めです。食養生や普段の生活に取り入れ
たいツボのお話や、お家でできるお灸セルフケアな
ど、東洋医学の豆知識も同時に学んでいきます。

かんたんイキイキ健康ライフトレーニング
池下　章 健康運動指導士 栄養士　コグニサイズ指導者

ＮＳＣＡ認定パーソナルトレーナー　全米ヨガアライアンスＲＹＴ２００修了

みるみる音が変わる！ヴァイオリン骨体操
～立ち方の基本・構えの基礎～「レガート奏法からスピッカートまで」
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

楽器演奏の上達を妨げる原因は「身体の力み」。そして「構え」はその大部分を占めます。「立つ」
というのは静止する・固めることではありません。構えも同じく固めたり、安定させることを目指
してはなりません。紐や棒を用いる、日本古来の身体術の知恵からヒントを得ています。ヴァイ
オリンのテクニックまで踏み込みます。今回は右手、基本のレガートからスピッカートまでです。
※「ヴァイオリン骨体操」未経験の方は「ヴァイオリン12の骨体操」を履修後にご受講ください。

10:30 ～

ヨーガ＆ヨーガ療法
藪　佳子 (一社)日本ヨーガ療法学会会員　学会認定ヨーガ療法士　

(一社)日本統合医療学会会員　学会認定療法士

2,000円

月3回(木)10:30 ～ 12:00
月額6,000円(税別)

伝統的ヨーガの理論をベースに健康な
方にも心身のリズムを整えたい方にも
安全で効果的に考えられた健康法で
す。各自のペースで「からだ」から「ここ
ろ」に働きかけながら体操、呼吸法、リ
ラクゼーション法、瞑想を行ないます。

17：00 ～

仕事疲れに効く！癒しのヘルスヨーガ
持田裕子 you you yoga主宰　健康管理士一般指導員

3ヶ月7回(月)17:00 ～ 18:45
月額4,200円(税別)

ゆっくりとした呼吸を意識しながらヨーガの基
本的なポーズをおこないます。ムリすることな
く、筋力の衰えを回復させて、硬化も
防ぎ、体内血流・リンパの流れを改善
し、心身の健康を維持しましょう。

10：30 ～

スポーツ吹き矢
岸本　實 (一社)日本スポーツ吹矢協会上級公認指導員　障がい者公認指導員

1,550円

第2･4（木）10:30 ～ 12:30
月額3,100円(税別)

円形の的をめがけて息を使って矢を放ちま
す。腹式呼吸をベースとしたスポーツ吹矢
呼吸法により、１ラウンド５本の矢を吹き、
点数を競います。

フラメンコ舞踊
髙橋京子 山本秀実フラメンコスタジオ講師

2,050円

①3ヶ月10回(月)14:30 ～ 16:00
月額6,834円(税別)

②第1･3(金)19:15 ～ 20:45
月額4,100円(税別)

美しく伸びた姿勢は、見た目だけで
なく健康の第一歩にもなります。ス
ペインの情熱の踊り・フラメンコでよ
り若 し々く、より美しくなりましょう！

15:30 ～ ①14：30～ ②19：15～

10：30～

たのしいインド舞踊
金澤倫子 インドアーツサンガム京都所属　南インド古典舞踊家

2,000円

第2･4（水）15:30 ～ 17:00
月額4,000円(税別)

年齢、経験に関係なく、身体は使ってあげる
ことでステキに変化し始めます。楽しく踊れ
ば心身共にデトックス。ちょっぴりハードな
レッスンも一人じゃないから頑張れます。さ
あ達成感と爽快感を味わいに来てください！

9/21(金)･10/5(金)11：00 ～

気軽に簡単！美容バレエ
KAZUMI バレエ講師

2,325円

月3回(金)11:00 ～ 12:00
月額4,650円(税別)

いつまでも若々しく、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♪

13：00 ～

ミセスの為のチャーミーダンス
山本啓子 ダンス講師

1,350円

4回(金)13:00 ～ 14:30
月額5400円(税別)

自分の個性、持ち味を大切に、心と
体の力を抜き、イキイキと伸び伸び
とリズムにのってダンスしません
か？60歳以上の方、初心者大歓迎！
笑顔いっぱいの元気なクラスです。

関谷江里さんと五感で楽しむ秋の和食
～ザ・リッツ・カールトン京都「水暉」～
関谷江里 京都専門フリーエディター＆ライター

二条大橋畔の瀟洒なホテル、「ザ・リッツ・カールトン京
都」の華やかな日本料理店「水暉」。選りすぐりの素材に、
昆布だしの妙味、プレゼンの斬新さで、他を圧倒する高
揚感に包まれるコースが供されます。料理長の三浦雅彦
さんの丁寧な解説とともに食事を楽しみましょう。

心を癒すタロットリーディング
松永英翔 タロット・西洋占星術研究家

2,550円

第1･3(木)10:30 ～ 12:00
月額5,100円(税別)

タロット占いの基本的な構成や用語を学び
ます。数字・色・形・絵柄に秘められた78枚の
カードの意味を学び、ご自身で占いができる
ように丁寧に指導いたします。

チャレンジ！ハンギングバスケット
尾崎まこと 日本ハンギングバスケット協会　京都支部支部長

3,000円(税込)

ひとつ作れば今から春先まで長い期間、華や
かにお家を飾ります。きれいな花苗を使って、
壁などに吊るして飾る「ハンギングバスケ
ット」をあなたも作ってみませんか？お正
月に飾っていただける素敵なお花です。

1回
講座
1 11/11(日)

①10:30～12:00立ち方の基本 ②13:30～15:00構えの基礎（レガートからスピッカートまで）
全1回①②通し受講9,000円/①または②のみ受講各5,000円

1回
講座
1 10/21(日)・10/29(月)

10:30～12:00 全1回3,000円(税別)

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。

第2･4（水）
10:00～11:30

9/5(水)･11/14(水)･1/23(水)
10:00～11:00
9/5(水)･11/14(水)･1/23(水)
10:00～11:00

全4回(前納）32,000円(税別)

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いたします。

(金)
8,000円(税別)

～目からウロコの声事情～
魔法の120分で美声に大変身！
磯野久仁子 声楽家　ヴォイストレーナー

正しい発声の知識を身につけ「通る声」「響く
声」「自然な声」を出せるようになりませんか？
あなたの本当の声に出会える120分です。40代
から始まるノドの衰えを効率的なトレーニング
で美しい声に！「美しい声」はあなたも元気に、
周囲も明るくする魔法の力です。

1回
講座
11回

講座
1 11/23(金祝)

14：00～16：00
5,000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～
磯野久仁子 声楽家　ヴォイストレーナー

肩甲骨の凝り固まりが、声の悩みの大きな原
因。肩甲骨周辺をほぐすことで、体の余分な
力を抜き、楽に声が出せるようになります。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！

9/20(木)･10/4(木)･10/18(木)
14:30～16:00・19:00～20:30
全3回(前納）10,500円(税別)

みんなで歌っちゃおう！
北川夕花 ボーカリスト・ボイストレーナー

大好評の「みんなで歌っちゃおう！」今
回は、すぐに歌える懐かしのメロディ
や、戦後歌謡にスポットを当ててみま
した。「りんごの唄」「涙くんさよなら」
「てんとう虫のサンバ」などにチャレ
ンジ！男女、年齢問わず、皆で歌えば
きっと晴れやかな気分に！

1回
講座
1 11/17(土)・12/15(土)

13：00～14：30 全1回2,000円(税別)

第2･4(水) 第1・3(金)
10:30 ～ 11:30

月額8,500円～ (税別)

楽しい時間の
共有を！

ちょっとのテクニックで
コレだけ変わる

※時間はお問い合わせください。

〈対象：中学生以上〉

※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。

・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

回
講座
4

1,000円(認定料別途)
【各60分】時間はお問い合わせ下さい。

宝塚音楽学校受験
短期集中レッスン

3回
講座
3

3回
講座
3

1回
講座
1 10/15（月）

12:00～14：00
【集合】11：45ザ・リッツ・カールトン京都Ｂ1水暉前　 京都市中京区鴨川二条大橋畔

13,240円(税込/食事代・1ドリンク代)

1回
講座
1 12/20(木)13:30～15:00

2,500円(税込)

現地
講座

定員12名

定員10名 申込締切：12/13(木）

毎回大好評
!

定員5名
定員40名

〈対象：小学4年生以上〉 〈対象：小学4年生以上〉

【各50分】

脳トレピアノ®検定 初心者
～認定講師希望の方

※他の日程も相談可

season10

個人レッスンはお問い合わせ下さい。【各30分8,000円】個人レッスンのみ受講可

持ち物:エプロン、ハサミ、持ち帰り用袋、筆記用具

①10/18(木)・11/1(木)・11/15(木) ②10/25(木)・11/8(木)・11/22(木)
③12/13(木)・1/10(木)・1/24(木) 14：00～15：00
全3回（前納）5,250円(税別)

～介護知らずの身体を手に入れるための集中講座～
①「誰にでも簡単にできる筋トレ講座」
加齢とともに弱くなりやすい筋肉を簡単に鍛えることができる筋トレを紹介します。
②「動かしやすい身体を作るストレッチ講座」
 身体の動きを良くする２種類のストレッチを全身で行います。筋肉や関節の柔軟性が上がると、身体も生き生き！ 
③今流行の「認知症予防エクササイズ～コグニサイズ講座～」 
京都ではなかなか受けることができない、「コグニサイズ」を受けてみませんか？体を同時に使うことで、程よい疲労感が全身を駆け巡ります。

①10/4(木)②10/11(木)③11/29(木) 各回1,750円

※時間はお問い合わせください。

響け！
私の歌声♪

※次回は11/15(木)スタートです。

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）

発行：十字屋Culture㈱　発行日：2018.8.31

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
河原町
御池

地下鉄東西線
「京都市役所前」駅①番出口前
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京都ホテル
オークラ

京都
市役所

鴨
川

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

9/30㈰
まで

期間


