
1,000円

9/19（月）

9/16(金)

9/20(火)

第1･3(月)

キッズプログラミング講座

いま話題のプログラミング講座がスタート！小学生で
も着実にITスキルを身に付けることができます。

鍋藤 優 キッズITコンサルティング代表

1,000円①9/24、10/1(土) 9/21(水) 9/9、9/23(金)②

月4回(土)

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」の土曜日クラ
ス。新たな講師を迎え、入門クラスを新設しました！

ピースクラブ インストラクター

1,000円

第1･3(水)
16:00～17:00
17:05～18:05
月額3,000円(税別)

こどもアートスクール

絵画や工作を学びなが
ら幅広い表現を楽しん
でみませんか。楽しい内
容の課題で、創作意欲を
伸ばします。

石濱阿里紗 奈良芸術短期大学洋画コース専攻科修了

1,500円

第2･4(金)
14:00 ～ 15:00
月額3,800円(税別)

プラチナエイジのための ほっこりフラ

中高年の初心者の方対象の新し
いクラスです。本当に初めてで
も大丈夫です！基礎から丁寧に
ご指導いたします。
ゆったりとしたハワイアンソン
グを聴きながら、フラを踊って、
心も身体もほっこりしてみませ
んか？

Alaka'i アケミ Mahalo Hula Roomインストラクター

～未来を育むはじめの一歩～
親子で楽しむ足育講座

「おは朝」で紹介され今注
目の「足育」は、子供の健
康な足を育てるための重
要な知識が学べます。靴
の選び方、履き方や爪の
切り方などと一緒に足育
遊び&体操を楽しみなが
ら、トラブルのない健康
な足を育てましょう。

丸子めぐみ 日本足育プロジェクト協会足育アドバイザー® 日本足育プロジェクト協会足育アドバイザー®

～足指体操で健康寿命を伸ばそう! ～
今話題の「大人の足育講座」

「おは朝」でも紹介された足育講座。第2の心臓と呼ばれ
る足は、健康寿命に大きく影響します。「足育」を学ぶこと
で、いつまでも自立歩行ができる足作りをしましょう。

藤田伸子

～怒りの基礎診断書付き～
アンガーマネジメント&ストレスケア講座

怒りの感情コントロールについて学び、
ストレスケアにも役立てる講座です。ア
ンガーマネジメントの基礎テクニックを
学び、また「怒りのコントロール」を通し
てセルフマネジメントの大切さも学習し
ます。怒りをコントロールする過程で、他
のネガティブな感情もうまくコントロー
ルできるようになることを目指します。

佐野智世 (一社)日本アンガーマネジメント協会認定
アンガーマネジメントコンサルタント

ファスティングマイスター初級検定講座

ファスティングとはズバリ！断食のこと。思い込みで行う間違
ったファスティングを正しく学ぶことで、新陳代謝の乱れを正
し、肌細胞を健康に保つ知識と、デ
トックス効果で腸内環境が整うメ
カニズムを身につけられます。ご家
族の健康維持とご自身の新しいラ
イフスタイルを手に入れましょう。

ファスティングマイスター学院認定講師

1,500円(入門クラスのみ)

月3回(金)
(初級)19:10 ～ 20:20
(入門)20:25 ～ 21:35
月額6,150円(税別)

月額3,100円(税別)

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

1,500円 1,500円9/21(水) 1,000円 1,920円(税込)

月4回(木)
20:30 ～ 21:40
月額6,200円(税別)

パワーヨガ～男性にもおすすめ！～

流れるようなポーズ展開と呼
吸法で、脂肪が燃焼しやすい
体をつくり、ダイエットや体
力をつけたい方に最適です。
 深い呼吸を行うことにより、
精神的にもリラックス、スト
レス解消の効果もあります。

白川小百合 ヨガ教室マダムフキ専属講師

第2･4（水）10:10 ～ 11:00
月額3,100円(税別)

＜姿勢がよくなる＞
エレガントウォーキング

美しく歩いて健やかに！基本
のフラットシューズから、エ
レガントなヒールでの歩き方
までレッスンいたします。
年齢を問わず、楽しく歩き始
めましょう！

ナナ アジュール ウォーキングインストラクター

第3(水)17:00 ～ 20:00
月額2,000円(税別)

江口美貴 Flower Salon Miki Art School
フラワーアレンジ　プルミエ

お花を気軽にカジ
ュアルに楽しみた
い方にお勧めのコ
ース｡花のある毎
日を実現するシー
ズナルなアレンジ
を学びます｡

江口美貴フラワーサロンミキ
アートスクール専任講師

NFD名誉本部講師NFD試験審査委員
フラワー装飾一級技能士

こども書道
西荒井宏林 読売書法会幹事

書芸院一科審査員 吉田百花 書道家

小田大拙・他
日本書芸院一科審査会員
読売書法展幹事
書道研究一輪会代表

岡田象道 日本書芸院二科審査員
璞社役員

岡田圭玉 日展作家、読売書法会理事
璞社総務役員

1,000円 1,000円

1,000円

プレ・バレエ／
こどもバレエ（中級）

萩ゆうこバレエスタジオ
プレスクール

岡本玲奈

月3回(火)
17:30 ～ 18:20
月額4,650円(税別)

チアダンス
～Kids Cheer Peaches ！

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4回(水)
【①KIDS HIP HOP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)

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」の水曜日クラ
ス。入門クラスでは
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

大人1,500円　こども1,000円

第2・4(日)
10:30 ～ 11:30
月額3,500円(税別)

テコンドー

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

1,000円 1,000円

月4回(木)
【初級クラス】
16:50 ～ 17:40
【中級クラス】
17:50 ～ 18:40
月額5,200円(税別)

合気道

合気道はあらゆる
ことから身を護る
武道として人気が
高く礼儀作法、体
力作り、精神修養
に役立ちます。

窪田育弘＆
奈良合気会指導員

八段位
奈良県合気道連盟理事長

月4回(水)19:00～20:30
月額4,200円(税別)

全日本空手道連盟糸東会公認
糸東流空手道拳聖会木津川道場

正統糸東流空手道を通じて礼節と心身の育成
に重点を置き、団体活動を通じ心の通う仲間関
係を築きます。各
種の進級審査や試
合等の道も開き指
導します。先ずは、
気軽に見学に来て
ください。押忍！

北邨敬治 全日本空手道連盟公認　上級コーチ
上級指導員　糸東流空手道八段・師範

赤ちゃんにママの手で
魔法をかけてあげよう！

赤ちゃんとママの絆が
深まるベビーマッサー
ジ。大好きなママとのス
キンシップで赤ちゃん
はうっとり、ママにも癒
しの時間です。ベビーマ
ッサージには免疫力の
向上、夜泣きや便秘にも
効果がありますよ！

宇野美和 ロイヤルセラピスト協会認定講師
RTA指定スクール　mum代表

1,000円10/3(月)

第2(月)13:00 ～ 14:00
全6回15,000円(税別)

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

1,500円9/27(火) 1,500円10/5(水)

第2・4(火)13:00 ～ 14:00
月額4,600円(税別)

中高年のための英会話 入門(火曜クラス)

ABCは知ってい
るけれど…、入
門、初級から学び
たい方のための
講座です。どんど
んグレードアッ
プしましょう！

田渕敦子 通訳案内士

第1・3(水)11:30 ～ 12:30
月額4,600円(税別)

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
10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。

田渕敦子 通訳案内士

10/9（日）

①9/28(水)

第2･4(日) 10:00～14:00（各30分）
月額4,600円～ (税別)

ピアノの調べ

ピアノを始めたいあなたに丁寧に手ほどき
をいたします。好きな曲を弾けるようにな
れば、ステキな時
間がやってきま
す。一度のぞいて
みてください。

渡邊まり京都市立堀川高校音楽課程ピアノ専攻卒業
京都女子大学音楽教育学専攻卒業

1,500円

500円（税込） 500円（税込）500円(税込)

50円(税込)

第1・3(火)
19:30 ～ 20：30
月額3,100円(税別)

～代謝upで健康キレイ～
アクティブヨガ

美しく引き締まった身体
を目指す夜のヨガクラス
です。ヨガの動きの中で
も体幹をきたえるポーズ
で、脂肪燃焼しやすい身
体をつくりましょう！そ
して、ヨガの呼吸法で心
の安定や全身のバランス
を整えていきましょう！

中村多恵 ヨガ教室マダムフキ認定講師

1,500円

10/4(火)

10月以降随時体験可

1,500円9/27（火） 9/24（土）10:00 ～

第1･3(火)
14:00 ～ 15:30
月額3,100円(税別)

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

第2・4(火)13:30 ～ 14:30
月額3,000円(税別)

和のフィットネスNOSS

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。
「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。

西川影戀 日本舞踊西川流師範
NOSS認定講師

第2・4(土)
10:00 ～ 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

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

1,000円

(金)月3～ 4回
17:00 ～ 18:00
月額4,050円～(税別)

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

1,000円

①第1・3(金)
　②第1・2･3(金)
16:30 ～ 18:00
①月額3,000円(税別)(造形教室のみ)
②月額4,500円(税別)(絵画・造形教室)

高の原造形教室

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。
新クラスが増設され
ました!!

藤兼和子 おえかきひろば講師

1,500円

大人 1,500円
こども 1,000円

10/3(月)

第1（月）
10:00 ～ 12:00
月額2,900円(税別)

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

2,000円（税込）
1,500円

1,500円
10/7（金）

1,500円9/26（月） 2,000円（税込）

第3(水)10:30 ～ 12:30
月額2,100円(税別)

はじめての彫紙アート～こども造形絵画教室おえかきひろば～

何枚も重ねた紙をアートナイフで彫り、紙の色や質
感を活かし立体感や奥行き感を出す、日本発祥の新
しいアートです。
同じデザインでも配
色次第で印象が変わ
るので、色の組み合わ
せを楽しみながら、自
分だけのオリジナル
作品を作りましょう。

佐伯 愛 JCAA彫紙アート協会認定
上級インストラクター

第1（金）
13:30 ～ 15:30
月額2,100円(税別)

大人のぬり絵教室

今、人気の「大人のぬり
絵」。デッサンが苦手な
方でも色を塗るという
ことに集中して夢中に
なれます。着色の仕方、
ぼかしや濃淡・陰影の付
け方などを丁寧にご指
導いたします。セラピー
効果や脳トレとしての
効果も期待できます。

藤村 理 奈良県美術協会員

第2・4(月)
10:30 ～ 12:30
月額4,000円(税別)

創作シャドーボックス

4～6枚の同じ絵柄のカー
ドを部分ごとに切抜き、
貼り重ね三次元の絵に仕
上げます。箱状の厚みの
ある額に入れることでそ
の影を利用し、より作品
に立体感を出していく新
しいアートです。

中西節子 全日本総合手工芸3-D講師会会員

2,000円(材料費込み)9/18（日）10:30

こども割実施中（9/30まで）秋の習い事応援企画！　こども講座Pick up！

第1・3(日)
10:30～12:00
月額8,000円(税別)（材料費込み）

学研・城戸真亜子アートスクール

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。

学研・城戸真亜子アートスクール専任講師

整理収納アドバイザー 2級認定講座

人気の講座を1日で取得！！
習ったそばからご自宅や職場です
ぐに役立つ資格です。

・ご家庭や職場で整理収納のノウハウを活
かしたいと考えている方。
・主婦としての家事経験を活かして、仕事を
したいと考えている方。
・インテリアコーディネーター等の仕事を
されていて、プラスαのスキルとして身に
付けたいとお考えの方。

大塚裕美 ハウスキーピング協会
整理収納アドバイザー認定講師

整理収納清掃(3S)
コーディネーター 3級認定講座

家庭で必要な3つのS･･･整理・収納・
清掃の基礎を学び、住環境を維持し
ていくための知識を学ぶとともに、
自己レベルの向上を目指します。ま
た、頭の中・心の中を整理し新しい自
分への第一歩を踏み出すきっかけに
もなります。片づけが苦手な方、お掃
除が苦手な方、新しい一歩を踏み出
したい方にもおすすめです。

竹嶋貴代美 整理収納清掃(3S)コーディネーター認定講師

アンガーマネジメント
キッズインストラクター養成講座

アンガーマネジメント入門講座の内容に加え、子供(5歳～
10歳)のためのアンガーマネジメントの10個のワークの進
め方、教え方を学んでいただきます。認定
後は「アンガーマネジメントキッズインス
トラクター」として、協会指定のワークブ
ックを用いて、子供たちに感情教育のイン
ストラクターとしてアンガーマネジメン
トを教えられるようになります。

佐野智世 (一社)日本アンガーマネジメント協会認定
アンガーマネジメントキッズインストラクタートレーナー

彫紙アートでブックカバーを作ってみよう！

アートナイフ1本で重ねた紙を
彫り進めていく新しいアート
です。皆さんの配色でオリジナ
ルの作品を作りませんか。

佐伯 愛 JCAA彫紙アート協会認定上級インストラクター

TCカラーセラピスト講座

1日でカラーセラピストの資格が
取得できる、全国的に大人気の講
座です。あなたの身近な人を「色」
で癒してあげ
ましょう。

上野ユカ AFT一級色彩コーディネーター
TCマスタートレーナー

耳つぼジュエリー協会認定
初級講座

耳には足の裏と同じようにいくつもの
つぼが存在します。スワロフスキーの
下にチタンの粒がついていて、つぼを
刺激することにより体調や体質改善の
お手伝いをします。受講後協会認定デ
ィプロマを発行します。サロン開業や
イベント参加も可能です。

なかち智子 EJA耳つぼジュエリー協会　認定講師

リンパで美しく小顔に
さとう式リンパケア フェイシャル

小顔効果、リフトアップ、肩
こり改善の他、さまざまな
健康・美容効果があります。
ご自分の手で美しくなって
いく方法を学ぶ楽しい講座
です。

RITSUKO さとう式リンパケア公認インストラクター
セルフケアマスター

呼吸を深める鼻呼吸のススメ
～鼻笛に挑戦～

本来人は鼻で呼吸をするものですが、最近では口呼吸をする人
が増えているそうです。しかし、口呼吸はさまざまな危険が多
く、反対に鼻呼吸はメリットが大きく、推奨
されてきています。意識をして鼻で呼吸をす
る、鼻で深呼吸（腹式呼吸）をすることで、得
られるメリットを体感しましょう。
そして台湾原住民の祈りの楽器「鼻笛」に挑
戦してみましょう！やさしい音色が出る楽
器ですよ。

うなて たけし 笛と太鼓の音楽　ポコポコ

【小学2年生～4年生】
17:00 ～ 18:00 【①KIDS HIP HOP入門】

【3歳～小学生】【小学生～】

【年長～】

【3歳～】

【2ヶ月～1歳半】
【6ヶ月～1歳半】

【4歳～】

17:00 ～ 18:00【小学4年生～6年生】
18:20 ～ 19:20 【②KIDS HIP HOP初級】

18:00 ～ 19:00月額4,000円(税別)
月額5,500円(税別)

全6回

10/24(月)、11/28(月)、12/12(月)
10:00～11:30
　　　各2,000円(税別)　材料費 各500円（税込）
申込締切：各1週間前

10/23(日)10:30～12:00
　　　1,500円(税別)
申込締切：1週間前

9/18(日)、10/16(日)、12/18(日)
10:30～12:30
　　　各4,000円(税別)
申込締切：各1週間前

10/30(日)
10:30～16:30(1時間休憩)
　　　58,500円(テキスト・ライセンス発行料・年会費/税込)
申込締切：1週間前10/18(火)14:00～15:30

　　　1,500円(税別)
申込締切：1週間前

全6回 全11回

(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)
▼

9/15(木）10:00 ～

10/23(日)10:30 ～ 12:00

※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。

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】
【年中～小学6年生】

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9/21（水） 1,080円（税込）

500円
1,080円（税込）

500円9/14（水） 9/14（水） 1,080円（税込）

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歳児ピンキークラス

2歳児キンダークラス

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)

9/15（木） 掲載日のみ体験料無料(通常1,000円)

【年長～大人】 【5歳～】

【年長～小学生】

【5歳～】

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

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)

月3～4回(月)

レッスン日講座名 時間 講師名対象
年齢

第2･4(月) 16:00～17:30 西荒井宏林こどものための書写教室

たのしく、きびしく 子供書道教室

こども かきかた教室

ファミリー書道(こども)

楽しく書こう！
しっかり書こう！
こども書道

岡田圭玉

岡田象道

吉田百花

小田大拙・他

年長～

5歳～

年少～

5歳～

16:00～18:00
(この間で小学生1時間、幼児40分)

15:30～16:30

16:30～18:00

14:30～16:30

第2･4(水)

第1・3(金)

第1･3(木)

第2･4(土)

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。

バレエをやっていたけれど、今は遠ざかってしまった方。
もう一度始めたい方のクラスです。

親しみやすいレッスン内容で、幼稚
園児はもちろん小学生になってから
バレエを始めたいお子様にも楽しく
レッスンしていただけます。
(年1回の萩ゆう子バレエスタジオの
発表会費用は衣装代込50,000円)

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

上月佑馬 萩ゆう子バレエスタジオ
専任講師

第1･3(土)
【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)

月4回(火)
【エンジェルクラス(3歳～)】
17:30～18:15
【キャンディクラス(小学生）】
18:20～19:10
月額6,200円(税別)

9/25(日)、11/14(月)
10:00～16:00
　　　各9,260円(税別) 材料費各9,000円（税込）申込締切：各1週間前

9/25(日)、11/27(日)
10:30～17:30
　　　各16,000円(税別) （テキスト・ライセンス発行料込み）5,820円（税込）

申込締切：各1週間前

10/2(日)、11/13(日)
10:30～12:30
　　　3,000円(税別) 申込締切：各前日

10/4(火)、11/1(火)、12/6(火)
14:00～15:00
　　　2,000円(税別) 申込締切：各1週間前

9/15(木)、10/23(日)、11/20(日)
10:00～12:00
　　　各4,000円(税別) 材料費各12,960円（税込）申込締切：各1週間前

10/2(日)、12/4(日)
10:00～13:00
　　　各9,000円(税別) 認定料 各7,560円（税込）申込締切：各1週間前

9/12(月)
10:30～12:30
　　　1,000円(税別)

申込締切：5日前

11/13(日)13:00～17:00
　　　各20,000円(税別)

申込締切：1週間前認定料10,800円(税込)

4,500円(税込)

1,080円（税込） 1,080円（税込）

500円（税込）

【①幼児クラス】(年少)

【③児童クラス】（小学1年～3年）
【②幼児クラス】(年中・年長）

17:10～18:10
16:05～17:05
15:00～16:00

1,500円②

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
秋期号

保存版

キッズプログラミング講座 ピースクラブ ダンススタジオ

学研・城戸真亜子アートスクール プラチナエイジのための ほっこりフラ

体験｜見学｜入会｜お申し込み受付中 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。

2016年

9/30㈮
期間

ま
で体験当日にご入会の方は（または体験なしでご入会の方）

★対象年齢★

0歳～12歳

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・運営費・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

JEUGIAカルチャーセンターは全国58会場有り
［十字屋Culture株式会社／本社：京都市］

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。

ホームページからもお申し込み承ります。

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2016.8.25

3F

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180講座以上が集う 総合カルチャーセンター


