
絵を描くのが苦手な方、長
く描いていない方でもコツ
をつかんで簡単に似顔絵
が描けるようになります。
大切な人へのサプライズに
もできますよ。

絵が苦手という方に
もおススメ！パステ
ルを削って指で描
く、誰でも簡単に楽
しんで描いていた
だけるアートです。

オーストラリア発祥のお洒
落な看板アート。
特殊加工のブラックボード
に指先とオイルパステル
を使って絵を描きます。ぬ
り絵をする感覚で気軽に
楽しめます。

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。

ちりめんや和紙を使って、
お正月、桜、ひな人形、ハロ
ウィン、クリスマスなど季節
の飾りや動物を作ります。

朝のひと時を笑顔で過ご
しましょう♪笑顔は免疫力
をUPさせるそうですよ。
楽しく踊りながら、脳トレ
や筋力維持なども期待で
きます。さぁ、ご一緒に!!

粋で優美な味わいを持つ
伝統芸能、日本舞踊。音曲
に合わせて、しなやかに
美しく踊りながら、なおか
つ確実に体力をつけてい
くことも出来る「和」のエ
クササイズです。美しい
所作も身に付きますよ。

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。

軽く扱いやすいバルサ材と粘土やリボン、ワ
イヤーを組み合わせて、お家･動物･人形･絵
本などを作ります。

ハングルの読み書き、聞
き、話すの4つの機能を
バランス良く指導しま
す。最初の第一歩、一緒
に楽しく始めましょう。
(5月開講予定)

いま話題のプログラミング講
座に空席が出ました！ 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。

音楽に合わせて、
バランスボールで
楽しく弾んでみま
せんか。一緒に健
やかな身体をつく
りましょう。

季節ごとの体調の変化に
対応できる身体づくりを目
指します。経路を刺激する
ヨガアサナを行って、体調
を整えていきましょう。ど
なたでも出来るやさしい
動きを中心に行います。

体操の動きによって、さまざまな身体の状態
や感覚の「前後左右」の差に気付くとともに、
筋肉のバランスが調整されます。
身体が整うと疲労感や凝りが抜けやすい状態
となり、肩・腰・膝など
の症状の改善・予防に
つながります。

音楽に合わせて簡単な
ステップや振り付けを楽
しみましょう！リズムトレ
ーニングも行いますの
で、筋力強化にもなりま
す。ダンス未経験の方で
も安心してご参加いた
だけます。

身近にある簡単な道具を使用して、楽しみ
ながら無理なく身体を動かしましょう。いつ
までも生き生き健康ライフを！

初心者大歓迎！オリジナルキットでパッチワー
クの小物を作りましょう。パターンレッスンも
行いますので、ご自分の好きな色で好きなも
のを自分サイズでお作りいただけます。

戸塚刺繍は色糸の数
やステッチの多さが
特徴です。個性豊か
な、あらゆる物をお一
人お一人のご希望に
合わせてご指導致し
ます。

丸つまみ、剣つまみ、
二重つまみの基本を
元にキットとオリジ
ナルの組み合わせで
アレンジします。

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。

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！

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。

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！

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。

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。

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。

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。 

これから、始められる方も一から丁寧に指導しま
す。しっかりとした基礎を学び、お子様の個性を大
切に、レッスンします

音楽を楽しむことを大切に、正しい演奏姿勢、バイ
オリンの持ち方、ソルフェージュ等、やさしく初歩か
らレッスンします。

ハワイの風を感じるリズムとウクレレの音色
のもとで楽しみな
がら、心と体をき
たえてゆきません
か?

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。

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！

あなたはこどもの褒め
方や叱り方に自信があ
りますか？・・・カラータ
イプカードｆｏｒＫＩＤＳを
使えば、その瞬間から、
すぐに実行できてこど
もが伸びる！ほめ方＆し
かり方ができるように
なります。

介護の現場ではレクリエーシ
ョンサービスが重要視されて
きています。介護や高齢者に
対する基礎知識を学び、ご自
分の趣味や特技を活かした介
護レクリエーションを企画・提
案・実施できるようになる事
を目的とした資格です。

1日で資格取得！
健康と癒しのテクニック
「リフレクソロジー」。基
本的な技術を身につけ
て、身近な人を癒して上
げましょう！また、お仕事
のプラスαとして幅広く
活用出来ます。ジェルボ
トル1本プレゼント！

カラー心理学「1日4時
間で認定がうけられ
る！」4時間の講座で、カ
ラータイプ診断システ
ムの内容を簡単にアド
バイスができるレベル
までご指導いたします。

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。

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。

怒りの感情コントロールについて学
ぶ講座です。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していく過程
で、不安や恐怖と言った他のネガテ
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。

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。

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。

～1日で資格が取れる～
日本アロマコーディネーター協
会(JAA)ハンドトリートメント検
定対応講座です。手軽に出来る
癒しの手法“ハンドトリートメン
ト”を習得できます。ご家族・ご友
人など身近な方へだけでなく、
医療や介護、イベントでの活動
など、お仕事にプラスする技術と
して役立つ資格です。

全11回

全6回

全6回

全6回

全6回

逆上がりや前回りの、基
礎とコツを学びます。ま
た、いろんな運動あそ
びを体験することで、運
動する楽しさや喜びを
感じてください。

この講座では、指定のプリン
トを使って、子供たちが普段
なかなか言葉に出来ない思
いや感情を引き出し、自分の
言葉をつかって作文を仕上げ
ていきます。「伝える楽しさ」
や「つくりあげる楽しさ」を体
験していただける講座です。

東北・北海道で親しまれている郷土菓子「べこ
もち」をデコる「デコ
もち」。だんご粉で作
る金太郎飴みたいな
お餅で、今回は「バラ
の花」を作ります。

全2回

3/2、3/16(木)

第1･3（木）
13:00 ～ 14:30
月額3,300円(税別)

たのしく描こう！
はじめての似顔絵教室
多喜ゆい ゆる絵イラストレーター

3/5、3/19(日)
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
学研・城戸真亜子アートスクール専任講師 学研教室専任講師

絵画や工作をバランスよく取り入
れた独自のカリキュラムで、のびの
びとアートを楽しみ、感性を伸ばし
ます。豊富な画材を使って素敵な
作品が作れます。教材の持参は不
要ですので、気軽に通えます♪第1･3(土) 

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

学研科学実験教室専任講師 

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。

2,000円(材料費込み)1,000円 1,296円（税込）

1,500円 100円

1,000円(税込)

16,200円(税込)※検定料含む オイル代 2,500円(税込)

4/3(月)

第4(月)13:00 ～ 15:00
月額2,100円(税別)

指でくるくる♪
パステルアート
HANA日本パステルホープアート協会認定

パステル和(NAGOMI)アート正インストラクター

1,000円 3/26(日)

第4(日) 10:00 ～ 12:00
月額2,600円(税別)

簡単カラフル♪
チョークアート
Mayu MCA認定講師

1,500円 1,200円(税込) 4/13(木）10:00 ～　

(木)10:00～12:00

＜入会特典あり＞
入会金免除、受講料割引、
着物無料レンタルなど

京都きもの学院
着付教室　
京都きもの学院講師

3/26（日）

第4(日) 
13:00 ～ 15:00
月額2,300円(税別)

たのしい、うれしい、
ハッピーな♪和雑貨
グリー曽根恵子イラストレーター、

和雑貨デザイナー

2,300円
1,080円(税込)

第2・4(水)
10:30 ～ 11:30
月額4,000円(税別)

3/22(水)

笑顔を磨く
ハワイアンフラ
HARU ハウオリーズマサコ

アケタフラスタジオ インストラクター

1,000円 3/17(金) 1,500円

第1･3(金)
13:30 ～ 15:00
月額4,000円(税別)

はじめての日本舞踊
若柳吉麗 日本舞踊協会会員　若柳流師範

4/5(水)
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
田渕敦子 通訳案内士

1,500円 3/12（日）3/21、4/4、4/18（火）

第2･4(日) 
10:00～12:00 月額3,400円(税別)

ミニチュア
木工アート教室
グリーそねけいこ イラストレーター、

デザイナー

※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。

1,000円 540円(税込)

月額5,100円(税別)

楽しく学ぼう韓国語
入門クラス
笠松浩子 韓国語通訳案内士 韓国語講師

城陽酒造株式会社代表取締役社長
嶋田味噌麹譲造元 第19代目当主

1,500円

第2･4(水)　　　
10:30 ～ 11:30
月額3,100円(税別)

気軽に有酸素運動

バランスボール
エクササイズ
Lisa (一社)体力メンテナンス協会認定講師

1,500円

3/16（木）1,000円

3/3、3/31(金)

第1・3(金)
19:00 ～ 20:15
月額3,100円(税別)

季節のヨガ(夜クラス)
堀内淳子 ヨガ教室マダムフキ認定講師

1,500円

第2･4(水)
13:30 ～ 14:30
月額3,100円(税別)

ゆがみ調整ストレッチ
奥剛嘉 整骨院院長 カワイ体育教室講師

都老研認定 介護予防運動指導員 JDAC認定ダンス教育指導士

1,000円(通常1,500円) 3/27(月)

第2・4(月)
13:00～14:00 月額3,100円(税別)

中高年のための
リズムダンスエクササイズ
YUKO

1,500円3/14、3/28(火)3/22(水)

第2･4(火)
10:30 ～ 11:30
月額3,000円(税別)

健脚！転倒予防教室
徳本修一

3/16(木)

第1･3(木)
10:30 ～ 12:30
月額4,100円(税別)

はじめての
パッチワークキルト
中村孝子 パッチワークインストラクター

1,000円(通常1,500円)
800円(税込)

第2・4(金)
10:30 ～ 12:30
月額3,700円(税別)

戸塚刺繍教室
胡井紀代子 師範1級

3/12（日）

3/22(水)

第2(日)13:00 ～ 15:00
月額2,300円(税別)

おしゃれ
つまみ細工雑貨
グリー曽根恵子 イラストレーター、

和雑貨デザイナー

2,300円
1,080円(税込) 3/24(金) 1,500円

300円(税込)

プリント代10円

3/27（月）

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
中西節子 全日本総合手工芸3-D講師会会員

1,500円 2,000円（税込） 3/25（土）10:00 ～

第2・4(土)
10:00 ～ 12:00

アロマ＆
リンパマッサージ（ハンド・フット）
認定証取得講座
森井 典子 ＮＰＯ法人日本予防医学

代替医療学院学院長

月額5,200円(税別)

月4回(木)
［初級クラス］
16:50 ～ 17:40
［中級クラス］
17:50 ～ 18:40

合気道
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

1,000円
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
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

第2・4(日)
10:30 ～ 11:30
月額3,500円(税別)

月額4,500円～ (税別)

月3～ 4回(月)

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

大人:1,500円　こども:1,000円

カワイ体育教室専属専任講師

①月4回(木)18:30～19:20 月額5,000円(税別)
①15:00～16:00
②16:05～17:05
③17:10～18:10②月4回(木)19:30～20:20 月額5,400円(税別)

冨岡 翔陽 元龍中国武術交流協会

木下未佳子JEUGIAこども表現教室講師

①1,250円 ②1,350円

日西 麻紀 ピアニスト
東京音楽大学ピアノ演奏家コース卒

岡田 真祐子 神戸女学院大学音楽学部ピアノ専攻卒業　
全日本ピアノ指導者協会会員

渡邊 まり
レッスン日・回数

月3～4回(月)

第2･4(火)

13:00～21:00 3歳～ 日西麻紀 6,900円～

4,600円～

4,600円～

4,600円～

4,600円

山田慶子

渡邊まり

岡田真祐子

岡田真祐子

4歳～

4歳～

4歳～

3歳～

14:30～21:00

10:00～18:00

10:00～18:00

10:00～14:00

時間（各30分） 対象年齢 講 師 名 受講料（月額）

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

山田 慶子 大阪音楽大学短期大学部ピアノ科卒

牧野貴佐栄 同志社女子大学卒
ヤマハシステム教師

野田 薫 同志社女子大学 学芸学部 音楽学科卒
室内楽演奏会で活動中

月3回(火)
17:30 ～ 18:20 
月額4,650円(税別)

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

第2･4(金)
17:15～18:15
月額3,100円(税別)

ミキLehuamamo Mahalo Hula Room主宰

一般社団法人教育コミュニケーション協会キッズ作文トレーナー

4/3(月)

第2(月)
13:00 ～ 14:00

ベビーサイン ベビーマッサージ講座
～ママの手は魔法の手～

カラー心理学で子どもを伸ばす！
やる気スイッチを押す！

「ほめ方しかり方」講座

浦崎 美香NPO法人日本ベビーサイン協会認定講師

小島 由起子 一般社団法人
カラータイプ協会認定講師

1,000円

4,500円(税込)
第4(月) 10:00 ～ 11:30
受講料 2,000円(税別)

10:30 ～ 12:00
受講料 3,000円(税別)

3/5(日)、4/12(水)、5/14(日)

受講料 35,000円(税別)
両日とも 10:00～17:30
4/9(日)・4/16(日)

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

2,160円(税込)

「はじめよう! の春」　こども講座Pick up！

【年長～小学生】

【5歳～】

【5歳～】

【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。

　
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

3/22（水）

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）12:10～13:00

月3回（木）10:10～11:10

月3回（木）11:10～12:10

月額3,500円(税別)

月額4,350円(税別)

月額4,350円(税別)

3/15（水） 500円
1,080円(税込)

3/15（水）

茶源郷和束より

～揚げたての茶葉てんぷらを食べよう～
新茶香る春のお茶摘み体験ツアー

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。摘んだ茶葉を使った揚
げたての茶葉てんぷらもご賞味頂き
ます。美しい茶畑の景観を楽しむ散
策時間や、新茶の飲み比べも。

和束町景観ガイド 他

5/14(日)11:00～15:30
4,500円会 員4,700円（税別/保険料・食事代込）

申込締切5/9(火)

集合 10:30 JR加茂駅西口 ※車の方は11:00に「和束茶カフェ」へお越し下さい。

全10回15,000円(税別)

【小学1年生～】

第1･3(火)
14:30 ～ 15:30

3/20(月) 15:30～16:30
月額4,000円(税別)

キッズプログラミング講座
鍋藤優 キッズITコンサルティング代表

1,000円

【小学2年生～】

【小学2年生～4年生】
第1･3(月)

17:00 ～ 18:00
【小学4年生～6年生】18:20 ～ 19:20

※写真はイメージ

～創業260年手造りの味
「嶋田味噌」～

手前みそ作り講座

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。

嶋田 稔

4/15(土)13:00～15:00
3,600円会 員4,100円（税別/保険料・材料費込）

申込締切4/10(月)

集合 12:30 近鉄橿原線　田原本駅東改札口

山城の老舗酒造でたしなむ
”青谷梅林”の梅の魅力　　　

京の最高級梅「城州白」で
梅酒作り＆梅酒呑みくらべ

～ JEUGIA春のご当地講座～ 

長い歴史を誇る京都屈指の梅の名所”城
陽・青谷梅林”。その青谷の老舗酒造「城陽
酒造」にて、梅の魅力を心ゆくまで味わって
みませんか。大粒で薫り高い梅の最高級品
種、”城州白”を使った梅酒作りの体験や、梅
酒作りの行程見学、年代ものの梅酒の呑み
くらべ、梅酒を知り尽くした酒造代表の島
本氏による梅にまつわる貴重なお話もお楽
しみ頂けます。梅酒の奥深さに、あなたもき
っと驚くはずです。

島本稔大

6/27(火)10:15～13:00
5,700円会 員6,000円（税別/飲食代・材料費込）

申込締切6/20(火)

集合 城陽酒造株式会社前

※写真はイメージ

500円
1,080円(税込)

500円
1,080円(税込)

ピアノ個人レッスン こどもバイオリン教室 チアダンス～
Kids Cheer Peaches！

キッズフラ
(子供のフラダンス)

テコンドー【年長～大人】
①【カンフーバンビ（3歳～7歳）】 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）】

②【カンフーフェニックス（8歳～17歳）】

キッズカンフー カワイ体育教室

1,000円

【6ヶ月～1歳半】
【2ヶ月～1歳半】

【年長～小学生】

【3～12歳】

15,000円(税別)

500円（税込）

レクリエーション
介護士2級講座
一般社団法人 日本アクティブコミュニティ協会認定講師

～怒りの基礎診断書付き～
アンガーマネジメント講座
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

宇野 美和 ロイヤルセラピスト協会認定講師

10:30 ～ 12:30
受講料 4,000円(税別)

5/21(日)

5,000円(税込)

申込締切：1週間前

申込締切：各10日前

申込締切：10日前

申込締切：1週間前

耳つぼジュエリー協会認定
初級講座
なかち 智子 EJA耳つぼジュエリー協会

認定講師

受講料 各4,000円(税別)

3/15(水)、5/7(日)

各12,960円（税込）

申込締切：各1週間前

申込締切：各1週間前 申込締切：1週間前

申込締切：4/6(木)

「鉄棒の基礎とコツ」
春休みチャレンジ！カワイ体育教室の

15:00 ～ 16:00
受講料 各1,600円(税別)

3/27（月）

カワイ体育教室専属専任講師

【新年中・新年長】

4/3（月）【新小学1年～3年】

キッズ作文教室
自分のことばで伝えてみよう！

3/31(金)10:30 ～ 12:00 
受講料 2,000円(税別)

日時はお問合わせ下さい

キッズ作文トレーナー

【小学3年～6年】

デコフードクリエーター

花巻子の
デコもち教室

10:30 ～ 12:30 
受講料 2,315円(税別)

4/9(日)

花 巻子
【5歳以上(親子)・大人】

10:00～12:00
13:00～15:004/16(日)

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
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

受講料 各3,000円(税別)

3/12(日)、4/2(日)、5/8(月)

申込締切：各前日
10:30 ～ 12:30

ハンドトリートメント
検定講座
池澤 まき子 日本アロマコーディネーター協会

(JAA)認定講師

受講料 18,000円(税別)
3/26(日)

申込締切：1週間前

10:00 ～ 17:00(休憩あり)

(休憩あり）

10:00 ～ 16:00
3/19(日)、5/28(日)

9,000円（税込）

TCカラー
セラピスト講座
西川ユカ AFT一級色彩コーディネーター

TCマスタートレーナー

申込締切：各1週間前
申込締切：各1週間前

(休憩あり）

受講料 16,000円(税別)
3/26(日)、5/7(日)

（テキスト・ライセンス発行料込み）5,820円（税込）

整理収納アドバイザー
2級認定講座　
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

(休憩あり)

(教材費・認定料込み)受講料 11,112円
13:00～17:004/19(水)

初級
リフレクソロジー講座

申込締切：1週間前

(税別)

小島 由起子 一般社団法人
カラータイプ協会認定講師

3,564円(税込)受講料 各8,000円
13:00～17:00
4/23(日)、6/25(日)

カラータイプアドバイザー
認定講座 (初級レベル)

申込締切：各10日前

(税別)

10:30～17:30

ビーズモチーフ

全6回

第4(木)
13:00 ～ 15:00

(各)全6回21,000円(税別)

キラキラ輝くビーズ
ひと粒ひと粒に丁寧
に針で糸を通すと、
お気に入りのディズ
ニーキャラクターが
現れます！

(各)全6回5,000～8,597円(税込)

［4/27(木)開講予定］

魔法のタワシ

第4(金)
10:00 ～ 12:00

食事の後片付けが楽
しくなる、洗剤なしで
汚れが落とせるディ
ズニーキャラクター
のタワシを作ります。

［4/28(金)開講予定］

キラキラデコ

第2(木)
13:00 ～ 15:00

混ぜるだけで固まる
樹脂粘土（デコレパ
テ）に、キラキラビジ
ューを乗せて作るデ
ィズニーキャラクタ
ー講座です！

［4/13(木）開講予定］

©Disney　© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

三宅裕子 ディズニーハンドメイドインストラクター
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第1･3(土)　

第1･3(日)　　　

第2･4(日)

レッスン日・回数

月3回(火) 7,800円～

7,800円～

牧野貴佐栄

野田　薫

3歳～

4歳～

15:00～20:00

10:30～18:00

時間（各30分） 対象年齢 講 師 名 受講料（月額）

日時はお問合わせ下さい

月3回(土)

18,000円(税別)

1,000円

今なら割引 9,260円

体験プレゼントあり！

1,000円4/3(月)

受講料 9,260円(税別)

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

2017
春期号

保存版

バランスボールエクササイズ はじめてのパッチワークキルト

はじめての似顔絵教室 学研・城戸真亜子アートスクール

体験｜見学｜入会｜お申し込み受付中

● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ● ジャンル豊富に170講座以上が集う 総合カルチャーセンター

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。

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

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2017.2.16

イオンモール高の原


