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山城国分寺塔跡（恭仁京）

チアダンス～Kids Cheer Peaches！

1,000円3/22（火）

月3回(火)
17:30 ～ 18:20

挨拶、姿勢、基本を大切にし、チアダンスをしています。 
元気、笑顔、心はひとつ！を合言葉にダンスをして、プロバ
スケットチームのハーフタイムに出演
してみましょう。 色々な技にもチャレ
ンジし、色々な体験をして自分に自信
が持てるように指導します。 

浅野陽子 JCDAチアダンス指導者ライセンス取得
Kids cheer peaches!代表

月額4,650円(税別)

テコンドー

大人1,500円4/10（日） こども1,000円

第2・4(日)
10:30 ～ 11:30

テコンドーの基本動作である
蹴り、パンチ、ステップなどを
身に付け、組手や型を学びま
す。礼儀作法も指導します。

阪口 晃 世界連盟認定国際審判・国際師範/（公財）JOC公認ナショナルコーチ
（一社）全日本テコンドー協会選手強化委員長

月額3,500円(税別)

おどりを使って体力と筋力を作ろう
日舞から生まれた健康体操「NOSS」

1,500円3/22（火）

第2・4(火)
13:30 ～ 14:30

伝統的な日本舞踊の動きを使い、体力と筋力を
つけるために考案された「和」のエクササイズで
す。 和楽器の音色に合わせて心身ともにリフレ
ッシュし、美しい所作も身につけて美と健康を手
に入れましょう。

西川影戀 日本舞踊西川流師範/NOSS認定講師

月額3,000円(税別)

腰掛タップダンス®

2,250円3/18（金）

第1・3(金)
13:00 ～ 14:00

三洋電機㈱井植敏元会長が考案した腰掛タップダンス®椅子
に腰掛けたままのタップダンスなので転倒の心配もなくシニ
ア世代にピッタリ！足首、太腿を中心に無理なく下半身全体の
腹筋を鍛えることが可能です。目指せ”寝たきりゼロ”を合言
葉におしゃれなタップダンスで筋力
向上を目指します。安全、楽しい健康
法です。

安達幸恵 腰掛タップダンス公式インストラクター／元OSK日本歌劇団

月額4,500円(税別)

1,500円

第1・3(月)

～優しく幸せな時を～
ハワイアンフラ

優しいハワイアンの
調べにのって楽しく踊
りましょう。
基礎から丁寧にお稽
古しますので初めて
の方もお気軽にお越
し下さい。

小嶌 香 フラダンサー　インストラクター
古賀まみ奈フラスタジオ関西講師

13:30～14:30
月額4,000円(税別)

1,500円

第1･3(水)

中高年のためのゆったりヨガ

「ヨガって難しいかも・・」「キツくないかな・・」
そんな不安は無用です。ゆっくりした呼吸をし
ながら無理のないポーズを
選び身体を動かしていきま
す。自律神経を整えて健康を
維持していきましょう。初め
ての方、身体が硬い方もお
気軽にご参加いただけます。

髙松弥生 ヨガ教室マダムフキ認定講師

12:30～13:30
月額3,100円(税別)

3/16（水） 1,500円

第1･3(金)

脳がよろこぶ！笑顔がうまれる！
シナプソロジー®

シナプソロジーは、「2つのことを同時に行う」
「左右で違う動きをする」といった普段慣れない
動きで脳を適度に混乱させ、さらに適度な刺激
を繰り返し与えることで、脳の活性化が期待され
ています。笑顔やコミュニケーションが生まれる
ので、楽しく続けられ
るのが特徴です。

日根野ちよ シナプソロジー認定インストラクター

14:30～15:30
月額3,100円(税別)

3/18（金） 1,500円

第1･3(月)

自彊術

独特の呼吸法を伴い31の動作を順序よく行
うことで全身の筋肉、関節を動かし自律神経
を刺激しココロもカラダも元気にします。シ
ニアの方疾病のある方に
も有効な日本で最初の健
康体操。自分の健康は自分
の手で！

有田英子 公益社団法人　自彊術普及会
正会員指導員

19:00～20:30
月額3,100円(税別)

4/4（月） 1,500円・ウクレレ レンタル料500円

第2・4(木)

私にも弾けるウクレレ＜入門クラス＞

今、何か楽器が弾け
たら!?手軽でやさし
く癒される楽器、そ
れはウクレレです。今
年の夏はウクレレで
ハワイしませんか？

衣川祐三 元ビクターレコードプロデューサー
ハワイアンスクール代表

15:00～16:15
月額6,100円(税別)

3/24（木）

春休みチャレンジ！
カワイ体育教室の「鉄棒教室」

春休みを利用して、苦手を克服
しよう！
逆上がりや前回りの、基礎とコ
ツを学びます。 

徳本修一 カワイ体育教室専属専任講師

春休みの間に苦手を克服しよう！
★春休み1日「とび箱」マスター教室
「とび箱」が跳べるようになるコツを指導
します。
★春休み１日「なわとび」マスター教室
「縄がうまく回らない」「回数が続かない」
など、なわとびのお悩みを解決するため
のコツを指導します。

石飛夕哉 体育指導インストラクター

カラフルなモザイクタイルでど
こにもないオリジナル作品を作
りませんか。
素材は「コースター」（丸型、四
角型）や「ペン立て」から1点を
お選びください。

山本良子 日本ヴォーグ社タイルアートインストラクター

～巻いて楽しい！食べておいしい！～
デコ巻きずし「ひよことお花」

見て楽しく、食べておいしいデコ巻きずしを楽しく巻い
てみませんか。酢飯と具材を組み合わせて「ひよことお
花」を作ります。大人も子供も楽しめます。親子参加もで
きます。
アレルギーのある方は材料をご確認
下さい。
食材：卵、大豆を使用します。

花 巻子 「日本デゴずし協会」カリキュラム委員
デコ巻きずしマイスター

生前整理アドバイザー2級認定講座

生前整理とは、物・心・情報を整理して、 今よ
りもっと幸せに生きるための究極の片付け。 
自分自身のため、また後に残される大切な人
のために、 前向きに「片付けるテクニック」を
身につけ、今まで歩ん
できた人生をじっくり
と振り返っていきまし
ょう。

古田ゆかり 生前整理普及協会認定指導員

おむつパティシエ講座

おむつを束ねてデコレー
ションした贈り物を「おむ
つケーキ」といいます。お
花やかわいいアイテムを
使って、パティシエになっ
た気分でケーキを作って
みませんか。ご出産やお
誕生日のプレゼントにい
かがですか。

なかち智子 JBC日本ベビーケア協会認定講師

《母の日》
特別プリザーブドフラワー講座

今年の母の日アレンジメントは2種類！カーネーション
と今春の新色プリザのバラを使ったフレグランスキャ
ンドル・アレンジメントと、カーネーションとガーベラ
のプリザをリバティ
プリントのBOXに
アレンジします。

永峯純子 1級フラワー装飾技能士/
FDA認定校・講師

1,500円

第2･4(木)10:30～12:30

ビーズの世界
～ビードルワーク・マクラメ・タッセルジュエリーほか～

樹脂粘土を使って天然石･
ヴェネツィアン風ビーズや
ミルフィオリデザインビー
ズのアクセサリー･小物を
創ります。ワイヤー・レース
糸・専用糸など多様な素材
で楽しみましょう。

第2or第4（木）10:30～12:30

三宅裕子 文部科学省許可(財)日本余暇文化振興会認定教授

月額4,100円(税別)

月額2,100円(税別)
1,500円

第2(金)

グルーデコ

Wglueという接着粘土
にスワロフスキーを贅
沢に使い、お店で売って
いるようなゴージャス
なアクセサリーを作り
ましょう♥。体験はバッ
クチャームを作ります。

大崎由子 JGA(日本グル―デコ協会)認定講師
Atelier You主宰

13:00～15:00
月額2,900円(税別)

1,500円

第1(木)

グラスアート

１枚のガラスに接着剤付きのリード（鉛）線と
日焼けしにくい特殊フィルムを貼って作品を
作ります。鏡やジュエリーボックスやティッシ
ュケースなど世界に１つ、あなただけの小物・
雑貨が作れます。

山本良子 日本グラスアート協会　インストラクター

10:30～12:30
月額2,100円(税別)

日時お問い合わせ下さい。 1,500円

第1・3(木)13:00～15:00

水彩画を楽しもう／楽しい色鉛筆画

花や風景、果物や小物等の静物、ペット、肖像画
などお好きなモチーフを選んで描いて頂きま
す｡初心者の方も歓迎｡
「水彩画」「色鉛筆画」どち
らかお選びください。

長富理子 画家、イラストレーター

　第1・3(水)13:30～15:30
月額4,100円(税別)

4/6（水）13:30

第1(土)

～自由に作ろう！～羊毛フェルト

色とりどりの羊毛
と1本の針で楽し
く自由に作ってみ
ましょう！動物・ス
イーツ等お好きな
ものをお作りいた
だけます。

珠理 羊毛フェルト作家

14:30～16:30
月額2,100円(税別)

1,500円

第2(日)

ヨーロピアン　タッセル

ルネッサンス期に発
達した優美な手工
芸。ご自分の色でオリ
ジナリティ溢れたタッ
セルを作りましょう！

CHIHIRO Passementerie Japon認定講師

10:30～12:00
月額2,100円(税別)

3/13（日） 1,500円

第3(火)

気軽に作れて本格的！
ポーセラーツ

世界で一つだけのオリジ
ナル食器・小物を作って
みませんか？絵が苦手な
方でも、シール感覚の転
写紙を使って簡単に本
格的な作品が作れます！！

清水美里 ㈱日本ヴォーグ社認定
ポーセラーツインストラクター

10:00～12:00
月額2,000円(税別) 材料費1,000円～

1,500円

第4(木)

Le Elbon Second Line
  アロマハイストーンレッスン
前川あき Le Elbon Second Line

アロマハイストーン認定講師

13:00～15:00
月額2,000円(税別)

3/24（木）

第2・4(土)

アロマ＆リンパマッサージ（ハンド・フット）
認定証取得講座

アロマ＆リンパ理論を学
んでハンド・フットケアの
施術を取得。
認定証を取得出来ますの
でプチサロン開業も可能！

森井典子 ＮＰＯ法人日本予防医学代替医療学院学院長

10:30～12:00
全6回18,000円(税別)
認定証発行（別料金）・授業内容により材料費別途

3/26（土）10:30 ～

入門クラスのみ

FDAプリザーブドフラワー
2級ライセンス対応講座

茶源郷和束より
新茶香る春のお茶摘み体験ツアー
～お茶スイーツ試食会付き～

プリザーブドフラワーの配色テクニックと技術認
定の資格です。全15回のカリキュラムを受講し
認定試験に合格すると「FDA
プリザーブドフラワー2級」ライ
センスを取得できます。ライセ
ンス取得後は資格指導ができ
る教室を開設できます。

永峯純子 フラワーコーディネーター・1級フラワー装飾技能士
FDA認定校・講師

3/11、4/22（無料説明会の日程はご相談ください） 1,500円

第1・3(水)

超入門！
中高年のための英会話

全く初めて英会話を
学ぶ人のためのクラ
スが４月からスタート！
全11回まずはABCか
ら挨拶までゆっくり学
びましょう。

誰もが馴染みのある「一休さん」が晩年
を過ごした一休寺は、臨済宗大徳寺派の
禅寺で、石畳の続く参道は四季を通じて
楽しむことが出来ます。一休寺の魅力と
晩年の一休禅師のお話をご住職にお聞
きしながら、美しい境内をめぐります。普
段の喧騒を忘れ、坐禅体験で心も身体
もリフレッシュ！禅寺の精進料理「一休寺
弁当」をご賞味いただき、春の1日を満喫
しましょう。

創業260年の歴史を誇る奈良田
原本町の「茜八（あかはち）味
噌」。その19代目当主による無
添加・国産材料を使った手前み
そ教室です。麹室を見学後、昔
ながらの「手ごね製法」で赤み
そ・白みそ・麦みその中からお
好きな味噌を選んで作ります。
あなたの食卓に「本物のおいし
さ」をプラスしてみましょう。

奈良時代の一時期、都・恭仁京（くにきょう）
が置かれた南山城地域には、大和に隣接し
ていることもあり、早くから多くの寺院が建
立されました。それらの中には、高麗寺や井
手寺、神雄寺のように廃寺になったものも
あります。また、海住山寺、浄瑠璃寺、笠置
寺、蟹満寺など、現在に法灯を伝えている古
刹は、人々の祈りをあつめ、安らぎを与えて
きました。数々の寺院が織りなす歴史を、南
山城地域史の視点から解説します。

2015年に「日本遺産」に認定され注目を集
めている京都最大の宇治茶の産地・和束
で、新茶の香りに包まれながらお茶摘み体
験をしませんか。お茶摘みの後は”特製お
茶尽くし弁当”で美味しいランチタイム。美
しい茶畑の景観を楽しむ散策時間や、新茶
の飲み比べ、お茶を使ったオリジナルスイ
ーツの試食会も。

田渕敦子 通訳案内士

田邊宗一 酬恩庵一休寺　住職

11:30～12:30
月額4,600円(税別)

4/6（水）11:30 1,500円

第1･3(土)

大人のプレ・バレエ／
大人バレエ（中級）

南山城の寺院の歴史
～恭仁京と海住山寺を中心に～

大人になってから憧れのバレ
エを始めてみたい、姿勢や身
体をきれいに保ちたい、柔軟
性を高めたい、そんな方のた
めの初心者向けレッスンで
す。※経験者のための中級クラスも
あります。

岡本玲奈 Ｓａｎａ　Ｂａｌｌｅｔ講師
ロシア国立モスクワバレエアカデミー (通称ボリショイバレエアカデミー )卒業
Asian Grand Prix 銅メダリスト

大人のプレ・バレエ 12:45～13:45
大人バレエ（中級） 13:45～14:45
月額3,500円(税別)

1,500円

月3回(金)

オリエンタルベリーダンス

アラブ音楽に合わせて
楽しく踊りましょう。イ
ンナーマッスルが鍛え
られ、より女性らしい
身体に近づきます。

yacco ベリーダンスインストラクター

(初級)19:10～20:15
(入門)20:25～21:30
月額6,150円(税別)

1,000円

月4回(木)

やせやすい身体作りしませんか？
シェイプアップボクササイズ
有酸素運動と無酸素
運動で代謝が大幅に
UP！ミット打ちでスト
レス発散しながら太ら
ない身体を目指しま
しょう。

櫻井美香 西日本ボクササイズ協会公認インストラクター

10:15～11:15
月額5,700円(税別)

～JEUGIA春のご当地講座～　歴史と自然が溶け合う「南山城」～「奈良」

～こども講座　Pick UP!～

学研・城戸真亜子アートスクール

2,000円(材料費込み)3/6・3/20（日）10:30

第1・3(日)10:30～12:00

教育の学研×画家　城戸真亜子
による豊富なカリキュラムと
様々な画材を使い、表現力豊か
な個性を育みます。
3月の体験は「静物画を描こう！」

学研・城戸真亜子アートスクール専任講師

月額8,000円(税別)（材料費込み）

①1,250円②1,350円

月4回(木)

キッズカンフー

カンフーとは中国武術の総称
で、バランスの良い筋力、柔
軟性、強く優しい心、忍耐力を
身につけます。2020年東京オ
リンピック正式種目候補にも
なっている注目の競技です。

冨岡翔陽 元龍中国武術交流協会

18:30～19:20
月額5,000円(税別)

1,000円

第1･3(土)

プレ・バレエ／こどもバレエ（中級）

バレエの姿勢や柔軟性、リズムを
身につける、はじめてのお子さま
のためのレッスンです。月2回レッ
スンで無理なくバレエを好きにな
り、豊かな心と感性を育んでいき
たいと思っています。※経験者のため
の中級クラスもあります。

岡本玲奈 Ｓａｎａ　Ｂａｌｌｅｔ講師
ロシア国立モスクワバレエアカデミー (通称ボリショイバレエアカデミー )卒業
Asian Grand Prix 銅メダリスト

【キッズクラス（4歳～小学2年生）】15:45～16:45
【ジュニアクラス（小学3年生～6年生）】14:45～15:45
【中級クラス（小学生～）】13:45～14:45
月額3,500円(税別)

3/5（土）・3/19（土）

3/18、4/15（金）

1,000円

(金)月3～4回

Kids JAZZ DANCE

リズムに乗って身体を動かし踊る楽しさを
体験しませんか。ダンスをする為の基礎から
丁寧に指導します。笑顔いっぱい、元気いっ
ぱい楽しく一緒に踊りましょう！

岩井美穂 JAZZ　DANCE　STEP　BY　STEP主宰

17:00～18:00
月額4,050円～(税別)

①③④1,000円②1,500円

ピースクラブ ダンススタジオ

本格派ダンススタ
ジオ「ピースクラ
ブ」！初心者を対象
にリズム取りから
丁寧に指導します。

ピースクラブインストラクター

1,000円

第2･4(水)
　第1・3(金)クラス増設しました！

楽しく書こう！しっかり書こう！
こども書道

正しいかきかたを学ぶと
お子様の心も成長しま
す。筆で字を書くと物を見
る力と集中力が向上しま
す。楽しく頑張る力を指導
します！

岡田象道 岡田圭玉：日展作家、読売書法会理事、璞社総務役員
岡田象道：日本書芸院二科審査員、璞社役員

16:00～18:00(この間で小学生1時間、幼児40分)
月額3,100円(税別)

1,000円  画用紙代40円（税込）

第1･3(水)

こども絵画･造形教室

お子様の中に眠ってい
る無限に伸びる可能性
を活動させてみません
か。絵画・工作の他、油
絵やデッサンも出来ま
す（受験相談等も可）

上田由美子 京都市立芸術大学卒業
京都工芸美術作家協会会員

16:00～17:00・17:05～18:05
月額3,000円(税別)

1,000円

第1･3(土)

こどもアトリエ

お絵描きや工作を通して、自分で色や形を
考え自分の手で作ることで、色彩＆造形感覚
を身につけます。

藤原拓也 PASS(児童画の国際交流を進める画塾協会)会員
パンリアル会員

10:00～12:00
(この間で幼児1時間、小学生1時間半)
月額4,100円(税別)

1,000円

第2(月)

ベビーサイン

話し始める前の赤ちゃんとコミュニケーショ
ンが楽しめます。絵本、歌などを使いながら
楽しく学びましょう。

浦崎美香 NPO法人日本ベビーサイン協会認定講師

13:00～14:00
全6回15,000円(税別) 教材費4,500円(税込)

4/11(月)

【3歳～小学生】

【中学生～大人】

【年長～大人】

1,000円（税込） 1,000円（税込） 540円（税込）

Le Elbon Second Lineアロマハイストーンとは、
アロマオイルを混ぜた石膏オブジェに、リボンやスワ
ロフスキー、ラインストーン等で、デコレーションする
簡単で楽しいレッスンです。アロマ
の香り漂うエレガントなオブジェは
作って楽しい！飾って美しい！プレゼ
ントして喜ばれる！素敵な作品です。

(木)
10:00～12:00
全10回15,000円(税別)

京都きもの学院 着付教室

約3ヶ月で多彩な着付
と帯結びのテクニック
を学び一人で着られる
よう指導いたします。

京都きもの学院講師

全10回

今なら割引9,260円(税別)
▼

全15回

全11回

第2・4(金) 10:00～12:00
全15回受講料45,750円(税別)
教材費36,000円(税込)花代別途

～とんちで有名な一休さんのお寺～
酬恩庵一休寺をめぐる・散策と坐禅体験

～創業260年手造りの味「嶋田味噌」～
手前みそ作り講座

和束町　景観ガイド他
田中淳一郎 京都府立山城郷土資料館　資料課長 嶋田 稔 嶋田味噌麹譲造元　第19代目当主

5/15(日)11:00～15:30
JR加茂駅西口　10:30
（車の方は11:00に「和束茶カフェ」へお越し下さい）
　　　会員4,500円(税別/保険料・食事代込)
　　　一般4,700円(税別/保険料・食事代込)

締切：5/10(火)

締切：4/21（木） 締切：3/19(土)
4/24(日)11:00～14:00
酬恩庵一休寺総門前10:50
　　　会員4,319円(税別/保険料・食事代・拝観料込)
　　　一般4,619円(税別/保険料・食事代・拝観料込)

締切：4/11(月)
4/16(土)12:30～15:00
近鉄田原本駅　東改札前
　　　会員3,600円(税別/保険料・材料費込)
　　　一般4,100円(税別/保険料・材料費込)

3/20(日)13:00～14:30
会場：JEUGIAカルチャーセンターアル･プラザ城陽
　　　1,000円(税別)
　　

海住山寺の五重塔（国宝）

【年中～小学6年生】

【年長～】

【5歳～中学生】

知育遊びと学研の豊富な教材・教具を通して、考える力や能力を育みます。

学研教室専任講師

　
0歳からの脳教育

第1･3(水) 10:15～11:15
月額3,000円(税別)

（4か月～）

「もじ」「かず」の学習

月3～4回(水) 11:30～12:30
月額4,050円～(税別)

（2歳半～）入園準備コース

ママベビコース

好奇心を広げよう

第2･4(水) 10:15～11:15
月額3,000円(税別)

（歩き始めたら）ママキッズコース

500円3/16（水） 1,080円（税込）

500円
1,080円（税込）

500円3/9（水） 3/16（水） 1,080円（税込）

学校では体験できない身近な「なぜ？」「これって不思
議」という科学を丸ごと体験できる楽しい講座です。

第1･3(土) 
10:30～12:00
第2･4(土) 
13:30～15:00
月額3,400円(税別)

1,000円 1,296円（税込）

学研 科学実験教室専任講師 【年長～小学生】

7ヵ月～

音を聴き、感じ、感覚で理解するたのしい音楽レッスン。
音楽の力で優れた感覚や能力を育み、情操や知育、運動
など人間形成の大切な土台を培います。

おんがくランド
0～3歳の音楽情操・リトミック

ベビークラス

1～2歳ピンキークラス

2～3歳キンダークラス

月2回（木）12:15～13:05（50分）

月3回（木）11:15～12:15

月3回（木）10:15～11:15

月額3,500円(税別)

月額4,350円(税別)

月額4,350円(税別)

3/17（木） 掲載日のみ体験料無料(通常1,000円)

※
曜
日
時
間
な
ど
の
詳
細
は

　
講
座
一
覧
に
掲
載

【①カンフーバンビ（3歳～7歳）】
月4回(木)
19:30～20:20
月額5,400円(税別)

【②カンフーフェニックス（8歳～17歳）】

1,000円

月4回(水)
【①KIDS入門(小学生)】17:30～18:30 月額5,500円(税別)
【②HIPHOP(小学5年～)】19:00～20:30 月額6,000円(税別)
月4回(土)
【③LITTLE KIDS(3～6歳)】17:00～17:50 月額5,000円(税別)
【④KIDS入門(小学生)】18:00～19:00 月額5,500円(税別)

カワイ体育教室
カワイ体育教室専属専任講師

心とからだのハーモニ
ー。楽しい運動遊びのレ
ッスン！いろいろな種類
の運動を偏りなく、マッ
ト･とび箱･鉄棒･ボール･
なわなどを使い、多種多
様な運動を体験します。

月額4,500円(税別)

【①幼児ｸﾗｽ(年少）】15:00～16:00

【③児童クラス（小学1年生～3年生）】17:10～18:10
【②幼児ｸﾗｽ(年中・年長）】16:05～17:05

第1・3(金)16:30～18:00(この間で1時間）
月額2,900円(税別)

一人一人の個性を
大切に。絵を描く
こと、物作りの楽
しさを体験するこ
とで想像力・表現
力を伸ばします。

藤兼和子 おえかきひろば講師

1,000円
500円（税込）

2,000円（税込） 1,000円（税込）
1,500円4月以降随時体験可 1,080円（税込）1,500円～2,000円（税込）

500円（税込）

【4歳～】

【3歳～中学生】
【年中～12歳】 【6ヶ月～1歳半】～こども造形絵画教室おえかきひろば～

高の原造形教室 全6回

人気クラスのため
増 設！

【年中～年長】 春休みチャレンジ！
石飛先生の春休み1日体育教室

【年中～低学年】 春休みチャレンジ！
タイルアートで自分だけのオリジナルコースターを作ろう！

【小学生～】
【5歳～】

3/28・4/4（月）
15:00～16:00
　　　1,600円(税別)

3/27（日）
10:30～12:30・13:30～15:30
　　　1,000円(税別) 材料費1,300円（税込）

3/27（日）
10:30～12:00
お一人様、もしくは1組
　　　1,900円(税込) 材料費1,100円（税込） 

3/20（日）
10:00～11:00 「とび箱」マスター教室
11:30～12:30 「なわとび」マスター教室
　　　各2,000円(税別)

整理収納アドバイザー2級認定講座　
吉川裕子 ハウスキーピング協会

整理収納アドバイザー2級認定講師

整理上手な人も苦手な人も整理理論を基に演習を
通して法則を学んでみませんか。片付けに役立つの
はもちろん、家事経験を生かして仕事をしたいと考
える人にも人気の講座です。2級は1日受講するだけ
で資格を得られます！理論
的なお話を聞きながら、収
納のコツや家庭や職場にお
いて最も効果的な整理の仕
方を習得できます。 

4/3（日）
10:00～17:00
　　　20,000円(税別)　テキスト代1,500円(税込)
申込締切：1週間前

4/10（日）
10：00～16：00
　　　9,000円(税別)
教材費・認定料他 11,340円(税込)　申込締切：1週間前

耳つぼ&アロマ講座

耳つぼの基本と、カラーパワー（色が持つチカラ）につい
て学びます。さらにアロマの基本的な知識を身に付け、ア
ロマを使った耳のマッサージを行います。2時間で耳つぼ
ジュエリーの施術が出来るようにな
ります。ご自分だけでなく、ご家族・
ご友人のために、またサロンのメニ
ュー追加に・・学んでみませんか？
ご希望の方はJBT日本ビューティセラピスト
協会の終了証（料金別途）を取得できます。

なかち智子 JBT日本ビューティセラピスト協会認定講師

3/13、4/17（日）
10:00～12:00
　　　3,000円(税別)　材料費4,320円(税込)
申込締切：各1週間前

4/3、5/15（日）
10:00～11:30
　　　1,000円(税別)　材料費3,024円（税込）
申込締切：各1週間前

4/11（月）、4/20（水）
10:00～12:00
　　　1,500円(税別)

全6回全3回

4/14(木）10:00 ～
※日時が変更になる場合がありますので、事前にお問合せ下さい。

体験プレゼントあり！

月3～4回(月)

申込締切：1週間前 申込締切：1週間前 申込締切：3/25（金）申込締切：1週間前 保険料 各108円（税込）

「NOSS」とは、日本「NIHON」おどり「ODORI」
スポーツ「SPORTS」サイエンス「SCIENCE」の略称です。

無料見学会

材料費〈フレグランス〉4,000円、〈BOX〉3,500円（税込）
申込締切：フレグランス2週間前、BOX1週間前

0774-71-928710:00～20:00

〒619-0223 京都府木津川市相楽台1丁目1番1 イオンモール高の原3Fご予約
承ります

お申込み
お問い合わせ ホームページからもお申し込み承ります。パソコン・スマホ・携帯電話で➡ JEUGIAカルチャー

2016
春期号

保存版

優しく幸せな時を ハワイアンフラ 腰掛タップダンス®

学研アートスクール ほっぺんくらぶ

体験｜見学｜入会｜お申し込み受付中

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

入会金1,000 割引（税別）

円早割
※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。

2016年

3/31㈭
期間

ま
で

3F

JEUGIAカルチャー

●入会金は5,000円(税別)で何講座でも受講できま
す。●ご家族の方は入会金が半額になります。●満65
歳以上の方は、入会金が無料になります。（年齢確認の
できる身分証明書等のご提示をお願いします）●受講
料は3ヵ月前納制です。●受講料には特に明記した他
は、教材費・材料費・設備維持費・試験料・認定料・その
他費用は含まれておりません。●消費税は別途要しま
す。●参加人数が一定に満たない場合、体験や講座開
講を延期または中止することがあります。

色々なジャンルで
ご活躍されている
講師の方々を随時
募集しています。
詳 細 は、JEUGIA
カルチャーセンタ
ーホームページ
「講師募集」ページ
をご覧下さい。

《お客様へ》当社から、教室の出席確認や講座情報や
各種サービスの告知、イベント案内のご案内を差し
上げる場合がございますので、ご了承ください。

〒619-0223 京都府木津川市相楽台1丁目1番1イオンモール高の原3F

当社は、カルチャー教室事業、音楽教室、音楽・映像ソフト（CD・DVD）、楽器等の販売を営んでいます。カルチャーセンターは全国59会場有り。［株式会社JEUGIA ／本社：京都市］［東証二部上場］

体験・見学も承ります!
ご入会受付中

講師募集入会と受講のご案内

…消費税は別途要します。（税別表記）

0774-71-928710:00～20:00

ご予約
承ります

…税別表記ですが、講座により税込
　の場合もあります。

イオンモール高の原

● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ● ジャンル豊富に200講座以上が集う 総合カルチャーセンター 発行：JEUGIA　発行日：2016.2.25
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