
発行：十字屋Culture㈱　発行：2019.6

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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ホームページからも
ご予約お申込み承ります

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］
075-221-7272

JEUGIAカルチャー

10:00～20:30
（日曜17:30迄）

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

7/2(火)・7/16（火)11:00 ～

歌って♪からだ生き生き明るい心
高木喜美子 合唱指導

第1･3(火)11:00 ～ 12:00
月額3,800円(税別)

しばらく歌っていない・・・と
いう方も、まずはよく知って
いる歌で声を出してみません
か。そして歌の思いを感じと
ってハーモニーを楽しんでい
きましょう。

10:30 ～

大人のためのシャンソン＆ポピュラー
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)10:30 ～ 12:00
月額4,600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。

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・19:00 ～ 20:10
月額5,000円(税別) 個人レッスンもございます【45分】

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 ♪

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)

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。

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)10:30 ～ 11:30
月額4,000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)
①11:00 ～ 12:00【女性限定】
②13:30 ～ 14:30【男性限定】
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、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)12:15 ～ 13:45
月額4,600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。

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)

「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！

やさしい声楽入門
寺澤一湖 声楽家

第2･4(水)13:30 ～ 15:00
月額5,100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】

英語で歌うポップス
大久保ゆかり 声楽伴奏　ピアニスト 

月2回（土）10:00 ～ 12:00
月額5,600円(税別)

ジャズ･ポップス･映画音楽などを
英語で歌ってみませんか？あなた
の好きな曲を歌いやすいKEYで伴
奏しながら指導します。

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。

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。

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？

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！

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！

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。

（4歳～小学4年生）17:00 ～ （小学4、5年生～）18:00 ～①

キッズチアダンス
Yuzuki チアダンスインストラクター

①3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)

②月2回(月)
　19:10～20:10（中学生以上）
　月額4,000円(税別)

ポンポンをもってみんなで楽しく踊りまし
ょう！チアダンスだけでなく挨拶や礼儀、チ
アスピリットも学べるクラスです。現役チア
リーダーが基礎からしっかり指導します。

元気クラブ 体操教室
京都スポーツ教室スタッフ

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。

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。

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コグニサイズ編
認知症予防の最新エクササイズです。京都ではあまり行われていな
いコグニサイズは、面白おかしく認知症予防に効果的な運動です。
②バランス編
いつまでも歩くことが出来る身体作りに必要なバランス力と筋力を
ちょっと変わったトレーニングで鍛えていきます！
※途中からの受講可

①7/4(木)・7/11(木)・7/18(木)・7/25(木)
②8/1(木)・8/8(木)・8/22(木)・8/29(木)14:00～15:00
全4回(前納)7,927円(税込/保険料込)

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。お子様も夏休み自由研究
にいかがでしょうか？【小学5年生以上】

7/25(木)・8/1(木)
13:00～14：00
全2回5,000円(税別)

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

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)

①11:00 ～【女性限定】
②13:30 ～【男性限定】

③10:30 ～【女性限定】

個人レッスンはお問い合わせ下さい。

大人気！みんなで歌っちゃおう
Season11
北川夕花 ボーカリスト・ボイストレーナー

新時代の第１弾は令和に歌い繋ぎた
い平成の名曲のひとつ、槇原敬之の
「どんなときも。」歌うと勇気が湧いて
くる自分応援ソングを元気に歌っちゃ
おう。

1日
講座
1 8/31(土)

13:00～14:30
2,000円(税別)

1日
講座
1 7/25(木)･8/8(木)･8/22(木)

15:30～16:30（幼児）
16:30～17:30（小1～）
1,728円(税込/保険料込)

1,900円 2,300円

※時間はお問い合わせ下さい。

第2･4(月)【各30分】

月額4,100円(税別)
※時間はお問い合わせ下さい。

月2回(日)【各50分】
月額8,500円～ (税別)

※時間はお問い合わせ下さい。

※個人レッスンもございます。

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！

～日本初の弦楽器～

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！

アイリッシュ音楽を楽しもう
大城敦博 バイオリン奏者

アイリッシュ音楽を弾いてみたい。いきな
りパブで弾く自信はないけれどセッション
に参加してみたい～そんな方達が対象！
バイオリン・フルート・ギター・パーカッシ
ョン・リコーダー・ティンホイッスルなど、ど
んな楽器でも参加できます。

1日
講座
1 7/11(木)･8/8(木)

18:30～20:00
各1,500円(税別)

7/11(木)･7/25(木)･8/8(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9/19(木)スタートです。

2回
講座
2

回
講座
4

幼児～

4歳～

7/18(木)・8/29(木)10:30 ～ 2,000円

12:15 ～ 2,300円

10:00 ～ 2,550円

10:30 ～ 2,050円

はじめての健康太極拳
柳井時子 楊名時太極拳 師範

月2回(日)10:00 ～ 11:30
月額3,300円(税別)

呼吸法をともなった“やわらかな動き”。 
老若男女誰にでも出来る健康運動で
す。からだを柔らかくし、気の流れをよく
します。はじめての方にオススメ！やさし
く丁寧にお教えいたしますので、安心し
て受講していただけます。

10:00 ～ 1,650円

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！

18:30 ～ 2,000円 1,000円8/5(月)･8/26(月)19:10 ～②

ミセスの為のチャーミーダンス
山本啓子 ダンス講師

月4回(金)13:00 ～ 14:30
月額5,400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？ 初心者大歓迎！！

13:00 ～ 1,350円

高齢者の為のやさしい運動
水原秀子 （公社）日本3B体操協会公認指導者指導士

月4回(月)10:00 ～ 11:30
月額4,200円(税別)

足踏みやストレッチで体をほぐし、次に3B
体操の用具を使用して、足腰等転倒を予防
するためのトレーニングや、体力アップのト
レーニングをマットや椅子に座って行ない
ます。4～5種類の動きを音楽に合わせて行
なう体操も取り入れ筋力アップや、構成を
覚えることで脳トレ効果も取り入れます。

11:00 ～ 2,300円

13:00 ～ 2,050円

10:30 ～ 2,800円

10:00 ～ 2,800円

2,500円

13:30 ～ 2,550円

13:30 ～・19:00 ～ 2,500円 12:30 ～ 2,050円

第1･3(金)
③10:30 ～ 11:30【女性限定】

リュート(古楽器)
ツジモトキ リュート奏者

第2･4(水)【各50分】

月額8,500円～ (税別)

リュートは、ヨーロッパ中世からバロック時代
にかけて演奏された古楽器です。特にルネサ
ンス時代はこの楽器の全盛期で、数多くの名
曲が生まれました。リュートの慎ましく繊細な
心癒される音色に触れてみましょう。

※時間はお問い合わせ下さい。

2,500円7/24(水)･8/28(水)

2,500円

ヴィオリラ教室
吉村康子 ヤマハヴィオリラ認定指導員

右手は弦、左手は鍵盤！こんな楽器ご存知ですか？バイオリン
やチェロに似た音色の弦楽器です。クラシック、ポピュラー、演
歌など楽譜が読めない方でも年齢を問わず楽しむことができ
ます。又、右脳左脳をバランスよ
く働かせることで、知らない間に
脳のトレーニングにもなります。

2,050円

定員3名

～生涯現役を目指しましょう～

1,050円6/24(月)・7/22(月)10:00 ～

夏休み特別講座

　　あなたのパート、ソロは大丈夫？
　 吹奏楽コンクール目前！
必勝対策講座〈フルート・ピッコロ〉

山村有佳里

長年 京都府下の吹奏楽部フルート&ピッコロパートを指導し、
金賞に導き、フルートだけでなくピッコロも海外で専門に勉強
された先生にアドバイスを受け、コンクール目前に自分達では
気づかない間違いを最終修正しませんか？

1日
講座
1 7/7(日)【各50分】

8,000円(税別) 聴講2,000円

※グループ受講可。詳細はお問合わせ下さい。
※今後 アンサンブルコンテスト、
　ソロコンテスト対策を予定しています時間はお問い合わせ下さい。

プラハ芸術アカデミー、モンス王立
音楽院を経てマーストリヒト音楽大
学大学院をフルートで修了。国家演
奏家資格取得。英国ウェールズ王立
音楽大学大学院ピッコロ科にて日本
人初として学ぶ。第12回バコリ国際
音楽コンクール第一位受賞。第10回
“エウテルぺ”国際音楽コンクール
（共にイタリア）でフルート、ピッコロ
にて第一位、併せてジャーナリスト賞
受賞。ＣＤ「Vieille Chanson」リリー
ス。12年のヨーロッパ生活を経て雑
誌への寄稿、ラジオ・テレビ出演、講
演など国内外問わず演奏活動を行
っている。FM79.7にて「山村有佳里
のミュージック＋プラス」パーソナリ
ティーを務めている。

15:20 四条烏丸北西交差点

鷹山は応仁の乱以前より巡行していたとされる由緒ある曳山でしたが、大雨や大火によ
り長年休み山となっていました。復興に向けた様々な取組みにより190年ぶりに囃子方が
復活、2022年の巡行で本格復帰を目指しています。今年から唐櫃巡行として加列し復興
に向けた本格的な活動が始まっております。今回、歴史ある京町家「ちおん舎」にて、鷹山
の歴史や復興にかけた取組みのお話しをうかがい、お囃子鑑賞と特別にお囃子の体験
もしていただきます。また、先祭で賑わう祇園祭の鉾町に立ち並ぶ山鉾を見学しながら見
所をご案内致します。

2022年巡行復帰 祇園祭最後の曳山 「鷹山」復興への歩み
～祇園祭山鉾見学 お囃子（おはやし）体験できます

4,968円（税込/保険料込）

公益財団法人鷹山保存会／京都再発見

7/13(土)15:30～19:00
4,752円(税込/保険料込)会員 申込締切7/5(金)

往時の鷹山(復元図)
作図：中川未子
(よろずでざいん）


