
クロマチックハーモニカ入門 ジャズ・ポピュラーピアノ チェロ フルート

健康を保つ太極拳ミセスの為のあこがれ美バレエ

二胡沖縄歌三線入門

3/8(金)・3/22(金)11:00 ～3/30(土)12:00 ～

歌う男子部！
北川夕花 ボーカリスト・ボイストレーナー

第2･4(土)12:00 ～ 13:00
3ヶ月前納11,400円(税別)

戦後歌謡～平成ポップスまで日本の名
曲を中心に楽しく歌っていきます。人
生100年時代の大人のための部活で
す。歌を歌って仲間を増やしませんか？
まずは男子部員の募集です！

3/15(金)11:00 ～

大人のためのシャンソン＆ポピュラー

気軽に楽しく♪

中森万美子 シャンソン歌手・ラジオパーソナリティ

第1・3(金)11:00 ～ 12:00
3ヶ月前納11,400円(税別)

シャンソンやおしゃれな懐かしいポピュ
ラー曲を日本語で歌います。楽譜が読め
ない、初めて歌う方大歓迎です。

3/20(水)11:00 ～

歌のアラカルト
熊谷かおり ミュージカルプロデューサー

第1･3(水)11:00 ～ 12:00
3ヶ月前納11,400円(税別)

ポップスや映画音楽、ミュージカルな
どの名曲を楽しんでみませんか？イキ
イキした楽しい時間を！

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1･3(金)11:00 ～ 12:00
3ヶ月前納11,400円(税別)

声を出したい！歌いたい方!まずは誰
もが知っている童謡、唱歌、懐かしの
曲を楽しく歌いましょう。

4/4(木)10:00 ～

歌が好き♪
＜クラシックから童謡・歌謡曲まで＞

村田千絵 Soprano Vocalist

第1・3(木)10:00 ～ 11:00
3ヶ月前納11,400円(税別)

ピアノ伴奏に合わせて様々なジャンルの曲
を楽しみましょう。呼吸法、ストレッチも取り
入れます。『歌って笑って健康に！』

いきいき歌声サークル
加藤　弘 元京都音楽院院長

第2･4(水)10:00 ～ 11:00
3ヶ月前納11,400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、
懐かしい歌声喫茶で歌っている気持
ちで歌ってみましょう！

みんなのうた倶楽部
豊住征子 声楽家

第1・3(金)12:45 ～ 13:45
3ヶ月前納11,400円(税別)

歌の世界、歌詞の背景を探る楽しさを
味わいながら、無理なく自然に童謡唱
歌を楽しむクラスです。

はじめて「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)11:30 ～ 12:30
3ヶ月前納11,400円(税別)

「Ｍy Way」「愛の讃歌」ジャンルにとら
われずみんなで歌いましょう。難しい音
楽理論はいりません。歌う楽しみを！

やさしい声楽導入クラス
寺澤一湖 声楽家

第2･4(水)15:30 ～ 16:30
3ヶ月前納11,400円(税別)

きれいな日本語の発声を身に
つけ、気持ちよく歌える曲のレパ
ートリを増やしていきましょう。
【女性限定】

体感でコーラスを！
片山　歩 声楽家

第2･4(火)15:45 ～ 16:45
3ヶ月前納11,400円(税別)

発声を体感で覚え、気持ちも身
体もラクーに歌おう。歌う楽し
さ、歌い合わせる楽しさを実感 !

ヴァイオリン骨体操～音程と表現～
遠藤記代子 ヴァイオリニスト　ヴァイオリン骨体操師範

「“人間の波動”と“音楽の波動”は同じ」だと科学的にも言われているの
を知っていますか？講座では「音楽」を感じる「音程」と「発音」を【ヴァ
イオリン骨体操（応用編）】を用いて身体に入れて行きます。すると、「音
程」や「音質」または「構え」や「ヴィブラート」などの技術的な問題も
「音楽」の力が全て自然に解決してくれるようになります。
※「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。

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。
※6/2(日)遠藤記代子先生による特別講座「ヴァイオリン骨
体操～音程と表現～」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。

3/14(木)・3/28(木)12:10 ～ 13:00

オカリナで吹くジャズ、ポピュラー音楽
粟辻泰史 オカリナ・フルート・リコーダー奏者 合唱指揮者

第1・3(木)10:30 ～ 12:00
月額5,600円(税別)

オカリナといえば唱歌や童謡、ちょっと昔の歌謡
曲などを吹いてみるというイメージが強いです
が、この講座ではオカリナの新たな可能性を求め
て、ジャズなどのポピュラー音楽や、少し本格的な
クラシック音楽に挑戦してみます。 オカリナの基
礎的な奏法を習得されている方が対象です。

3/12(火)・3/26(火)

フルート・オカリナで演歌を！
伊澤隆志 伊澤隆志フルートオカリナ教室主宰

第2･4(火)【各30分】

月額5,100円～ (税別)

演歌は歌うだけではございません！フル
ートやオカリナで演歌を演奏すると歌うよ
うに演奏できます。声に近い感じで歌い
上げることができるのです。よくご存じの
曲をたっぷり歌って奏でてみましょう。

3/10(日)・3/24(日)【30分】

ギター･ウクレレ教室
遠藤理恵 ギターウクレレ講師

クラシックはもちろん童謡、ポップ
ス、映画音楽までギターソロを楽
しみませんか♪初歩から丁寧に指
導いたします。かんたんな弾き語
りにも挑戦してみませんか？

3/10(日)・3/24(日)10:30 ～

みんなで楽しむプチアンサンブル
山村和美 ピエロポンピンプロジェクト主宰、作曲編曲家

第2･4(日)10:30 ～ 12:00
月額4,100円(税別)

ヴァイオリンやチェロ・フルート・クラリネッ
トなど弦楽器や管楽器、全ての楽器による
室内オーケストラです。編成に合わせたア
レンジで、クラシックからポピュラーまで、
“アンサンブル”を楽しみます。みんな！一緒
に音楽をつくりましょう！

3/19(火)13：30 ～

ポルトガル語で歌う、初めてのボサノヴァ
田中志保 vocalist

第1・3(火)13:30 ～ 14:40
月額5,000円(税別)

ポルトガル語は、日本人にはとっても発音し
やすい言語ですよ！聴くだけで癒し効果の
あるボサノヴァは、歌えばもっと深い安らぎ
へと導かれます。ボサノヴァが好き！ という
気持ちさえあれば必ず上達します。ギターの
音色に合わせ、楽しく歌いましょう ♪

3/11(月)・3/25(月)10:30 ～

葛西　進 作曲家　指揮者

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！

3/9(土)・3/23(土)11:00 ～

楽しくア・カペラ
山内うたこ 大阪音楽大学卒業

第2･4(土)11:00 ～ 12:30
月額4,600円(税別)

自分自身が楽器になって、ハーモニー
やリズム、動きをおりまぜながら、体全
体で楽しんでみませんか？ポップス・ゴ
スペル・日本の歌など「声」だけで多彩
な音楽をハモる楽しいアカペラです。

3/11(月)・3/25(月)18:30 ～

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

第2･4(月)18:30 ～ 20:00
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！

4/5(金)ルンルンクラス15:00 ～、パルククラス16:30 ～

歌って楽しいルンルンパルク
～こどもソルフェージュ教室～
髙田みさこ 大阪基督教短期大学児童教育学科 卒業 

元ヤマハシステム講師現在jet講師

年間33回(金)
ルンルンクラス〈年中・年長〉15:00～ 16:00
パルククラス〈小1・小2〉16:30～ 17:30
月額4,950円(税別) 教材費別途

歌ったり、リトミックやリズムアンサンブルを楽しみながら耳を訓練し
「音楽のかたち」を覚えていきます。これから音楽を始めたいお子様は
もちろんのこと、ピアノ、ヴァイオリンなどの楽器レッスン受講中の子
供たちにも最適なクラスです。

3/9(土)・3/23（土)15:30 ～

はじめてのチアダンス
ERINA チアダンス講師

月2回(土)
15:30～16:15
月額3,100円(税別)

モットーは「元気･笑顔･思いやり」素敵
なチアリーダーを目指して楽しいレッ
スン♪基礎から身
につきます。

3/11(月)･3/18(月)・3/25(月)
（4歳～小学4年生）17:00 ～、（小学4、5年生～）18:00 ～

キッズチアダンス
リナコ チアダンス講師

3ヶ月11回(月)
17:00～ 18:00（4歳～小学4年生）
18:00～19:00（小学4、5年生～）
月額7,184円(税別)

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。

3/7(木)・3/14(木)・3/28（木）15:30 ～、16:30 ～

元気クラブ 体操教室
京都スポーツ教室スタッフ

3ヶ月10回(木)
15:30～ 16:30（幼児）
16:30～17:30（小1～）
月額5,000円(税別)

元気がいちばん！楽しく自由に、のびのびと
体を動かしましょう！マット、とび箱、鉄棒な
どいろいろな器具を使っての
体操教室です。

3/14(木)・3/28(木)16：10 ～

クラシックバレエ（幼児・児童クラス）
窪田洋子 窪田洋子バレエ研究所主宰

3ヶ月11回(木)16:10～ 17:10
月額6,184円(税別)

楽しく充実したレッスンを通し豊
かな表現力と感性を育みます。
１．バーレッスンでクラシックバレ
エの基礎を練習します。２．クラシ
ックバレエのステップを学びます。 

能は難しい! わからない! 退屈!眠くなる! と思っているそこの貴方!「能
楽おもしろ講座」はそんな貴方にこそ体験して頂きたい能の参加体
験型のプログラムです。目から鱗が何枚も落ちるかどうかは 解らず
とも参加すればちょっと世界が拡がるやもしれません。能は難しいの
ですがその中には日本の良さが沢山あります。

1日
講座
1 6/2(日)11:00～16:00（休憩あり）

12,000円(税別) 定員40名

かんたんイキイキ健康ライフトレーニング
池下　章

～介護知らずの身体を手に入れるための集中講座～
①「いつまでも若 し々い姿勢を手に入れるための体幹エクササイズ」
猫背、腰痛、肩こりのように体幹の弱さやゆがみ、硬さからくると言われている症状の予防・改善を目指します。
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「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。
④「冷え性やむくみを改善するための血流アップトレーニング」
血流に関係がある筋肉や関節を上手に使うことで、足先や手先の血流がグングン良くなっていきます。

①3/14(木)・3/21(木)・3/28(木) ②4/11(木)・4/18(木)・4/25(木)
③5/16(木)・5/23(木)5/30(木)④6/13(木)・6/20(木)・6/27(木)14:00～15:00
全3回(前納)5,250円(税別)

1日
講座
1 5/13(月)・5/19(日)

10:30～12:00 各3,000円(税別)
定員5名

三味線にチャレンジ！
常磐津音花 三味線邦楽演奏家・常磐津節師範　

楽譜が読めなくても大丈夫！はじめて三
味線を弾く方の為の講座です。まずは楽
譜を使わずに、音を出すことから始めま
しょう。「チントンシャーン♪」三味線やバ
チの持ち方も、楽しくやさしく丁寧に指導
いたします。

4/4(木)・4/18(木)
13:00～14：00
全2回5,000円(税別)

いつまでも健康的な
身体で過ごすためのコツを伝授！

認知症予防の最新エクササイズ
「コグニサイズ」を体験！

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

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

病気や寝たきりで不自由
な生活を送りたくないと
はだれもが思うことです。
この特別講座はそのよう
な状況にならないための
運動のコツをお伝えする
75分となっております。

1日
講座
1 3/30(土)

13:15～14:30
1,620円(税別)

京都ではあまり行われ
ていないコグニサイズ
の１日体験講座です。
面白おかしく認知症予
防に効果的な運動が楽
しめる内容となっており
ます。

1日
講座
1 6/9(日)

11:00～12:15
1,620円(税別)

能を知らないままなんて！絶対に見逃せない
「能楽おもしろ講座」

4,968円（税込/保険料込）

河村純子 能楽おもしろ講座主宰

7/7(日)13：30～15：00

河村能舞台玄関口（京都市上京区烏丸上立売上ル）
4,860円(税込/保険料込)会員 申込締切 6/30(日)

高瀬川の起点となる一之船入の南側に位置する廣誠院は、長州藩
屋敷の跡地に建った邸宅です。京都市指定文化財である建造物の
書院や茶室、そして広間や茶室越しに眺める京都市指定名勝の庭
園と見どころ満載です。街中とは思えない静けさと、
豊かな景色を満喫下さい。江戸時代の交通の貴重
な遺跡、高瀬川舟入跡や幕末志士についての解説
もお楽しみ下さい。

非公開スポット廣誠院と
幕末志士史跡と高瀬川の舟入跡を巡る

3,876円（税込/保険料･拝観料込）

明石　忠 京都の文化財を守る会会長

5/29(水)13:00～15:00

12:45 京都市中京区御池通河原町東入 御池阪急ビル前
3,660円(税込/保険料･拝観料込)会員 申込締切 5/27(月)

3/13(水)・3/27(水)10:00 ～ 3/29(金)12：45 ～ 3/17(日)11:30 ～ 3/12(火)・3/26(火)15:45 ～ 3/13(水)・3/27(水)15:30 ～

3ヶ月歌のトライアルレッスン！ 入会金／運営費不要

〈対象：小学4年生以上〉

〈対象：
 小学4年生以上〉

個人クリニックご希望の方はお問い合わせ下さい。

個人レッスンはお問い合わせ下さい。 個人レッスンもございます【45分】

※他の日程も相談可 ①3/7(木)②4/4(木)③5/9(木)④6/6(木) 各回1,750円

※時間はお問い合わせください。 月2回(日)【各50分】
月額8,500円～ (税別)

※時間はお問い合わせください。

※個人レッスンもございます。

※小学生以上クラスもございます。16:30～

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？

〈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。

・ピアノ
・バイオリン
・フルート
・チェロ
・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

名曲の心を歌うコーラス楽しい時間の
共有を！ 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！

3/28(木)･4/4(木)･4/18(木)
14:30～16:00・19:00～20:30
全3回(前納）10,500円(税別)

3回
講座
3

毎回大好評
!

※次回は5/16(木)スタートです。

2回
講座
2

3回
講座
3

冨島みち代 一般社団法人全国ゆうゆう塾®協会
ピアノゆうゆう塾®関西支部統括部長Executive認定講師

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

4/10(水)・6/26(水)
10:00～11:00
4/10(水)・6/26(水)
10:00～11:00

全4回(前納）32,000円(税別)

回
講座
4

1,000円(認定料別途)

脳トレピアノ®検定
初心者～認定講師希望の方

年中～小2

幼児～

4歳～ 4歳～

～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1年）
18:00～19:15（小学1年～小学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。 ※大人のクラスもございます。

年少児～小学校6年 幼児・小学校低学年

3/15(金)・3/22(金)・3/29(金)17:00 ～、18:00 ～

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：2019.3.1

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

河
原
町
通

川
端
通

鴨
川

河
原
町
通

川
端
通

京都市役所前駅 御池通御池通
ス
ギ
薬
局

京
都
信
用
金
庫

←
御
池
阪
急

　 

ビ
ル
3
階

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。

2019年

3/31㈰
まで

期間


