
9/14、9/28（木）

第2・4(木)
10：30～ 12：30
月額4,100円(税別)

大人の上品ハンドメイド
ソウタシエ
三宅裕子 楽習フォーラム会員

アヴァンセプロ育成講座  担当講師

12月末まで期間限定500円！
1,500円(税込) 9/11、10/9（月）

詳しくは中面をご覧ください

癒しのインテリアフラワー
DFAダッチフラワーアレンジメント
インテリアメゾン～アーティフィシャルフラワー～
櫻井千華 Atelier Mille-fleur主宰

1,500円～
3,500円～ 9/11、9/25（月）

第2・4（月）10：00～ 12：00
月額4,100円(税別)

パソコン教室
坂根英夫 パソコンインストラクター

1,500円 随時体験募集中
詳しくは中面をご覧ください

大人とこどもの書道教室
西荒井宏林・吉田百花・岡田象道・岡田圭玉・小田大拙

大人1,500円
こども1,000円9/2、10/7（土）

第1(土)13:00 ～ 15:00
月額2,600円(税別)

万年筆で絵を描こう
神谷利男 グラフィックデザイナー

1,500円

9/21(木）10:00 ～　

(木)10:00 ～ 12:00
全10回15,000円(税別)

＜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

※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。

9/8、10/13(金)

第2(金)
19：30～ 21：30
月額2,500円(税別)

～沖縄の風に吹かれて～
沖縄三線
井後義世 琉球民謡・島の唄　涼風会講師

琉球民謡伝統協会教師

1,500円 9/5、9/19（火）

第1・3(火)
13:00 ～ 15:00
月額5,500円(税別)

キラキラテープで作る
ワイヤーバッグ＆小物
Rococo Coquette.715認定講師

2,500円
1,080円（税込）9/5、10/3(火)

第1(火)
18：00～ 19：30
全6回15,600円(税別)

紅茶＆ハーブ講座
若井裕代 Ｃｈａｒｍｉｎｇ Ｒｏｓｅ主宰

2,600円
1,300円(税込)

9/2、9/16（土）

第1・3(土)
20：00～ 21：00
月額3,600円(税別)

HIP HOP DANCE大人クラス
Ｙｕ ダンスインストラクター

1,500円 9/20、10/18（水）

第3(水)13:00～15：00
月額2,200円(税別)

～ 17音に想いをのせて～
楽しく学ぼう 俳句教室
中田 剛 ｢白茅｣代表･｢翔臨｣同人

1,500円 9/4、10/2(月)

第1(月)10：00～ 12：00
月額2,900円(税別)

自由に作ろう！羊毛フェルト
珠理 羊毛フェルト「七色楼」主宰

1,500円
1,080円(税込) 9/30（土）10:00 ～

第2・4(土)
10:00 ～ 12:00
全6回18,000円(税別)

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

9/5、9/19（火）

第1・3・4(火)
14：00～ 15：00
月額4,500円(税別)

しなやかBodyピラティス
松坂希美 Peak Pilates 認定インストラクター

1,500円 9/5、9/19（火）

第1･3(火)10:30 ～ 12:00
月額3,100円(税別)

眼がスッキリするヨガ
大塚真佐子 ヨガ教室マダムフキ

視力向上ヨガインストラクター

1,500円9/7、9/21（木）

月4回(木)
20：30～ 21:40
月額6,200円(税別)

パワーヨガ
白川小百合 ヨガ教室マダムフキ専属講師 

1,500円 9/15、10/6（金）

第1･3(金)
【初中級】19：10～ 20：20
【入　門】20：25～ 21：35
月額4,100円(税別)

オリエンタルベリーダンス
yacco ベリーダンスインストラクター

1,500円

随時体験募集中
詳しくは中面をご覧ください

大人とこどものピアノレッスン
米田仁子・山田慶子・渡邊まり・岡田真祐子・
日西麻紀・笹直人・田島文佳

大人1,500円 こども1,000円 面談無料 9/11、9/25（月）

第2・4(月)　
19:00 ～ 21:00
月額4,100円(税別)

はじめての茶道（裏千家）
森本宗佳 裏千家講師

1,500円随時体験募集中
詳しくは中面をご覧ください

大人のヴォーカルレッスン
MITO・松岡ゆりな・松添真理子・吉永修子・太田奈々

1,500円 9/4、9/18（月）

第1・3(月)13：30～ 14：30
月額4,000円(税別)

～優しく幸せな時を～
ハワイアンフラ
小嶌 香 フラダンサー

インストラクター

1,500円9/10、9/24（日）

第2・4(日)13:00 ～ 14:30
月額4,100円(税別)

中国武術 八卦掌
森本弘充 清風館館長・程派八卦掌6世伝人

1,500円

9/2、9/16（土）

第1・3(土)
【プレバレエ】12：45～ 13：45
【中級バレエ】13：45～ 14：45
月額3,500円(税別)

大人のプレ・バレエ
大人バレエ（中級）
関口早苗 Moments heureux Studio Sana Ballet 主宰

1,500円

9/9、9/23（土）

第2・4(土)10:00 ～ 12:00
月額3,100円(税別)

こども将棋教室
千葉 均 日本将棋連盟京都府支部連合会副会長

将棋普及指導員

1,000円

9/16、10/7（土）

第1・3(土)
10：00～ 12：00（1時間～ 1時間半）
月額4,100円(税別)

こどもアトリエ
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

1,000円

9/12、9/26(火)

第2・4(火)
【リトルキッズ(1歳半～ 3歳)】10:30 ～ 11:10
【ベビークラス(2ヶ月～ 1歳半)】11:30 ～ 12:10
月額3,500円(税別)

リトピュアリトミック
日野綾香 リトピュアリトミック認定講師

1,000円
お友達同士の参加で1組500円！

9/8、9/22（金）

(金)月3～ 4回17:00 ～ 18:00
月額4,050円～(税別)

Kids JAZZ DANCE
岩井美穂 JAZZ DANCE STEP BY STEP主宰

1,000円9/11、9/25（月）

月4回（月）・月2回（月）18:00 ～ 19:00
月4回 月額6,200円(税別) 月2回 月額3,100円(税別)

タップダンス
豊田文緒 ダンサー・振付師

1,000円

9/2、9/16（土）

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

1,000円(税別)
1,296円(税込)

カワイ体育教室

9/5、9/19（火）

月3回(火)17:30 ～ 18:20
月額4,650円(税別)

チアダンス
～Kids Cheer Peaches！
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

1,000円9/2、9/16（土）

月4回(土)
19:00 ～ 20:00
月額6,200円(税別)

HIP HOP DANCE
Yu ダンスインストラクター

1,500円

9/4、9/18（月）

第1･3(月)
①17:00 ～ 18:00
②18:20 ～ 19:20
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学研・城戸真亜子アートスクール専任講師

1,000円10/1、10/15（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

2,000円(材料費込み)

10/2(月)

第2(月)13:00 ～ 14:00
全6回15,000円(税別) 教材費4,500円(税込)

ベビーサイン
浦崎美香 NPO法人日本ベビーサイン協会認定講師 学研教室専任講師

1,000円

【土曜クラス】9/16(土)
【火曜クラス】9/12(火)

詳しくは中面をご覧ください

クラシックバレエ
土曜クラス・火曜クラス

①関口早苗 Moments heureux Studio Sana Ballet 主宰

②上月佑馬 萩ゆうこバレエスタジオ講師

1,000円

ベビーマッサージ講座
～ママの手は魔法の手～
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

9/25(月)・10/23(月)・11/27(月)
10:00～11:30
各2,000円(税別) 
各500円（税込）

冬休みチャレンジ！カワイ体育教室の

「鉄棒の基礎とコツ」
カワイ体育教室専属専任講師

12/18（月）
【幼　児】16：00～17：00
【小学生】17：00～18：00

1,600円(税別) 

HITキャラクトロジー®心理学
添田さおり

【入門講座】

キャラクトロジー
心理学って何？

【ベーシック1Day講座】

より深く、より楽しく
実践で学ぶ

一般社団法人キャラクトロジー心理学協会認定講師

9/19(火)10：30～12：30
10/12(木)13：00～15：00
2,000円(税別) 
1,080円（税込）

1日で変わる！さとう式リンパケア
～フェイシャル・ボディメイク～
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

9/24(日)・10/15(日)
【フェイシャルレッスン】10:30～12:30
【ボディメイクレッスン】13：30～15：30

各5,000円(税別) 

シニアのための
買う前に楽しくわかる
iPhone体験教室
ソフトバンク　スマートフォンアドバイザー

10/4(水)
13：30～15：30
1,000円(税別) 

色っておもしろい！
ママと妊婦の方の色育講座
岡本輝来子 ＴＣトレーナー

色育アドバイザー

10/17(火)・11/21(火)
10:30～12:00
各1,500円(税別) 
1,000円（税込）

カラーを使ってストレス解消・パワー補給！
カラーソムリエベーシック講座
中川美知 一般社団法人 梨桜フラワー・カラーセラピー協会 本部講師

11/5(日)・12/3(日)
10:30～16：30
各9,180円(税込) 

テキスト・修了証代:3,500円(税込)

～癒しのインテリア～
ハーバリウム
松村茂美 salon Elly主宰

9/16(土)・10/21(土)13：00～15：00
各1,000円(税別) 
各2,160円（税込）

リンパ＆ヘッドスパ
認定講座
森井典子 ＮＰＯ法人日本予防医学代替医療学院学院長

9/24(日)・10/29(日)
10：30～16：30
10,000円(税別) 
13,000円（税込、認定料込）

“好き！”がみつかる！人気のこども講座

&気軽に楽しく♪おすすめ1日講座 すぐに役立つ資格取得講座

清掃マイスター 2級認定講座
片付け収納マイスター 2級認定講座
宝生多美 清掃・片付け収納マイスター認定講師

9/29(金)・11/12(日)
【清　掃】10：30～13：30
【片付け収納】14：30～17：30

各9,000円(税別) 
9,720円(税込、テキスト・認定料込)

申込締切：各1週間前 申込締切：1週間前 申込締切：各前日

申込締切：1週間前 申込締切：各1週間前 申込締切：各1週間前 申込締切：各1週間前 申込締切：3日前

申込締切：1週間前

「ほめ達！」検定3級
小林康子 元ＣＡ、ほめ達特別認定講師

10/15(日)
10：30～13：30
5,000円(税別)（認定料込） 申込締切：1週間前

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

10/1(日)・12/10(日)
10:30～17:30(休憩あり)
各16,000円(税別) 
5,820円（税込）（テキスト・ライセンス発行料込み）

申込締切：各1週間前

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

9/30(土)・10/22(日)
10:00～16:00(休憩あり)
9,260円(税別) 
各9,000円（税込） 申込締切：各1週間前

全6回

全6回

全10回

美味しいティーを淹れてほっと一息。心も体も健やかにバ
ランス美人を目指す講座です。手作りのお菓子とともに♪人気CMでブームに火が

ついた沖縄三線。老若男
女を問わず誰でも気軽に
楽しめる楽器です。お勤
め帰りや週末の癒しに、
沖縄三線を始めましょう！

輝きのあるビニル素材のワイ
ヤーテープを使って仕上げる
ハイクオリティなバッグや小物。
オリジナルにこだわった、ワン
ランク上のハンドメイドです。
★ディプロマ取得コースもございます。

見た目はファンキー、
でもとっても紳士で素
敵なダンサーが基礎か
ら振り付けまで丁寧に
指導いたします。初心
者・経験者大歓迎です！

俳句の基礎や季語の解説
など、俳句のいろはを学
んで今日からあなたも俳
人に。作品の講評はもち
ろん、鑑賞の楽しみ方も
学びます。俳句を通して、
日々の生活をより楽しく
豊かなものにしませんか。

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！
レベルに応じて、マスコットや
アクセサリーなどの簡単な作品
から、上級者向けのワイヤーで
骨組みから作る愛犬・愛猫な
ど、お好きなものをお作りいた
だけます。お湯で作るフェルト
など、幅広く対応いたします。

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！

花のある生活を楽しみましょ
う。気軽に楽しめる趣味のコ
ースや花の基本から学び資
格取得できる認定コースま
で、ご要望に合わせてレッス
ンいたします。

人気のパソコン教室
に新クラスが登場！
電源の入れ方からワ
ード、エクセルを基
本にのんびりとパソ
コンに触れて慣れま
しょう。デジカメやネ
ットにもチャレンジ！

文字を書くだけが万
年筆ではありませ
ん！色々な線を描く
ことができ、とても
繊細な絵に仕上がり
ます。お手持ちの万
年筆で自由に絵を
描いてみませんか。 

きれいな字が書け
るといいことがた
くさん！硬筆・毛筆
から大人はボール
ペンや筆ペンま
で、様々なご要望
に対応いたしま
す。希望者は段の
取得も可能です。

ピラティスでは関節に負担
をかけず深層部の筋肉に
働きかけ、もっとも自然な
カラダに戻すことで太りに
くく、リバウンドしにくい体
質へと変えていきます。美
しくしなやかなカラダを一
緒に目指しましょう。

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。 男性にもおすすめ！

三宅裕子 ディズニーハンドメイド
インストラクター

第4(木)
13:30 ～ 15:30

全3回7,500円(税別)

あみぐるみ

全3回2,500円(税込)［9/28(木)開講予定］

コロンとしたシルエッ
トがかわいい、ディズニ
ーのあみぐるみ。編み
物が初めての方でも丁
寧にお教えします。

全3回

三宅裕子 ディズニーハンドメイド
インストラクター

©Disney
第4(木)
13:30 ～ 15:30

全3回7,500円(税別)

魔法のタワシ

全3回2,500円(税込)
［無料体験 9/28、10/26（木）材料費1,080円(税込)］

初心者でも編みやすい太
めの毛糸で、洗剤なしで
汚れが落ちる魔法のタワ
シを作ります。かぎ針編み
の基礎も身につきます。

全3回

眼球運動や眼のツボに効くヨガの動きで身
体全体をほぐします。近視、乱視、老眼などの
症状を和らげ
気分もスッキ
リ！肩こりや腰
痛の方にも。

情熱的なアラブ音楽に合わ
せて楽しく踊りましょう。イ
ンナーマッスルが鍛えられ、
より女性らしい美しい身体
に近づきます。 

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、昔習っ
ていたバレエをまた踊りたい！
ベテラン講師が丁寧に指導い
たします。

憧れのあの曲、挑戦
したい曲を弾いてみ
ましょう！ベテラン講
師陣が優しく楽しく
レベルに合わせてレ
ッスンいたします。初
心者やお子さんもお
気軽にお越し下さい！

大好きな曲、思い出の
曲、ご自分の声で歌って
みませんか。個性豊かな
講師があなたの歌声を
引き出します！クラシック
からポップス、歌謡曲ま
で、お気軽にご相談くだ
さい。

大人のマナーとして注
目されている茶道。テ
ーブルで行う茶道（立
礼）でのお点前とお花、
お菓子作り、お香など
も指導いたします。点
心でのお茶会も体験し
ていただきます。

古伝の八卦掌の基本を
身につけます。武術的な
身体を創る事により日
常の動きそのものが変
化していきます。動きは
激しくありませんので
身体の大小や年齢に左
右されず無理なく身に
つけることができます。

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。

【小学生～中学生】

【年中～12歳】

【2ヶ月～3歳】

【2ヶ月～1歳半】

【6ヶ月～1歳半】

【年中～小学生】 ①【小学2年生～4年生】②【小学4年生～6年生】
【年長～小学生】 ①土曜クラス【キッズ（4歳～小2）】【ジュニア（小3～小6）】

②火曜クラス【エンジェル（3歳～）】【キャンディ（小学生）】

【小学生】 【年長～】
【年長～小学生】

【6歳～】

大注目の将棋をはじめ
よう！テキストによる実
践、詰将棋、戦法解説な
どを大盤にて説明し、
理解できるまで丁寧に
指導致します。考える
力がつき少年期の能力
開発にも役立ちます。

かっこよくて優しい先生が基礎
から丁寧にお教えします。初め
てでも大丈夫！きっとダンスが
好きになる！

挨拶、姿勢、基本を大
切にし、 「元気、笑顔、
心はひとつ！」を合言
葉にダンスしよう！
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。 

脚で魅せるタップダン
ス！様々な音楽に合わ
せながら、リズム感を
養い、タップダンスの
基本を練習します。少
しずつ振付を覚えて、
楽しく踊りましょう。

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！

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。楽しみなが
らアートに親しもう！

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♪

小学校の必須科目にもなり、
習い事人気が急上昇のプログ
ラミング！基礎から応用まで小
学生でも着実にITスキルを身
に付けることができます。

体験プレゼントあり！

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。
カリキュラムをご紹介♪
  9月　振り子とバランス実験
10月　空気の実験
11月　磁石の実験

正しい姿勢や柔軟
性、リズム感を身に
つけましょう。音楽
に合わせて豊かな
心と協調性・集中
力を養います。

ママもベビーも笑顔にな
るノンストップのレッスン
です！音感、リズム感、感性
を楽しくしっかり育てて
いきます。お子さんの反
応や「できた！」を一緒に見
つけていきましょう♪

全6回

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。
10/30(月)開講

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～）ママベビコース

500円
9/6（水）

1,080円（税込）

第2･4(水) 10:15～11:15
月額3,000円(税別)

500円
9/13（水）

1,080円（税込）

好奇心を広げよう
（歩き始めたら）ママキッズコース

月3回～4回(水) 11:30～12:30
月額4,050円～(税別)

500円
9/6、9/13（水）

1,080円（税込）

「もじ」「かず」の学習
（2歳半～）入園準備コース

おんがくランド
0～3歳の音楽情操・リトミック

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。

7ヵ月～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)
1,000円9/21（木）

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。

カワイ体育教室専属専任講師

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）】

月額4,500円～ (税別)

月3～ 4回(月)
①15:00～16:00
②16:05～17:05
③17:10～18:10

1,000円9/11、9/25(月)

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！

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。

～自分を変えたい・自分を知りたい・本当の自分を生きたいすべての方へ～
隠れたあなたの心の癖を見つけませんか。自分の
取扱説明書を手に入れて、思い込みの性格から少
し離れて考えてみましょう！

10/22(日)・11/29(水)
10：30～17：30

20,000円(税別) 
16,200円（税込） 申込締切：各前日

人気のさとう式がリニューアル！なんとインスト
ラクターによる本格施術付きで、参加するだけ
でキレイになれる！セルフケアもしっかり学ん
でお得にキレイになりましょう♪

各回
先着2名様
限定！

スマートフォンの興味はあるけれ
どよくわからない・・・使ってみた
いけど、使いこなせるか不安だ
な・・・と思われた方iPhoneを体
験してみませんか？iPhoneを買
う前に知っておきたい基本機能
や楽しみ方をご紹介します。

色の効果を取り入
れた、本やカードな
どを使って、遊びな
がら楽しく「集中力」
「想像力」「コミュニ
ケーション力」を育
てる講座です。

カラーセラピーとは、色彩の持つ心理的効果を利
用して、心と身体のバランスを整えていくヒーリン
グシステムで、様々な業界で注目されています。｠
看護、介護、美容、ファッション、フラワーなど様々
な職場で、またご自身やご家族を見つめなおすき
っかけとして、ご家庭でも
役立てることができます。

今大人気のインテリア
ボトル・ハーバリウム。
特殊なオイルにプリザ
ーブドやドライフラワー
を入れて自分だけのオ
リジナルボトルを作り
ます。優しく揺れ動くお
花に癒されましょう♪

ヘッドリンパ理論と頭皮、頭
筋について学び、セルフケ
アと対人ケアの実技を習得
します。ただ気持ちいいだ
けじゃない！医学的な根拠
に基づいた本物の技を学
びましょう！認定付きで、す
ぐに開業に役立ちます。

TVでも多数取り上げられ、今大注目の資格が
新登場！3時間の講義で資格が取得でき、ご家庭
やお仕事にすぐに活かすことができます。とっ
ても明るい素敵な講師がお迎えします！

TV番組「羽鳥慎一のモーニングショー」で特
集されました！ほめる達人！略して「ほめ達！」全
ての経営者・リーダー・親たちが「ほめ達」とな
り、全ての人の可能性と成長を信じ、人材育成
から子育てまで、あらゆる人の才能を伸ばす
“達人”となるプロジェクトです。認定付き、履
歴書にも資格として記載できます。上司、就活
を控えている方、子育て中のママ、全ての人に
役立つ資格です！

芸能人も多数取得の人気資格！
ご家庭や職場で整理収納のノウ
ハウを活かしたい！主婦として
の家事経験を活かして仕事をし
たい！お仕事のプラスαのスキル
として身に付けたい！必ず役立
つイチオシ講座です。知ってい
るとワンランク上になる！

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。

カリキュラムをご紹介♪
10月 美味しいティーの淹れ方

フレッシュハーブの活用
ロイヤルミルクティーとスパイスチャイ

ハーブティーでリラックス
スリランカ紅茶の飲み比べ
アイスティーとアレンジティー

11月
12月

1月
2月
3月

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

©Disney

木下未佳子JEUGIAこども表現教室講師

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。

ヨーロッパの伝統的なコード刺
繍、ソウタシエ。天然石やビーズ
などをコードで流線型に囲んで
縫いながら形を仕上げます。と
ても軽く上品に身に付けられ、
今大注目のアクセサリーです。
★ディプロマ取得コースもございます。

ご予約
承ります

お申込み
お問い合わせ

2017
秋期号

保存版

JEUGIAカルチャー

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。

JEUGIAカルチャーセンターは全国59会場有り
［十字屋Culture株式会社／本社：京都市］

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）
…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。

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160講座以上が集う 総合カルチャーセンター

●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。

〒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

0774-71-928710:00～20:00

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

イオンモール高の原

体験・見学も承ります!
ご入会受付中ご予約

承ります

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

～優しく幸せな時を～ハワイアンフラ

癒しのインテリアフラワー～オランダスタイル～～優しく幸せな時を～ハワイアンフラ

紅茶&ハーブ講座 チアダンス～Kids Cheer Peaches！

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。

2017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）

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2017.8.26

今なら割引9,260円
▼


