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〒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

● 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

JEUGIAカルチャー
ご予約お申込み承ります!

からもホームページお申込み
お問い合わせ
ご予約承ります

無料
満65歳以上満65歳以上
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入
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割 入会金半額ご家族は

2018

夏期号
講座案内

保存版

入会と
受講の
ご案内

●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。

《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。

…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。

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］

発　行：十字屋Culture㈱
発行日：2018.6.9

～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 沖縄三線 ハーバリウムレッスン

1,500円

6/21、7/5(木)

第1・3(木)
17：00～（30分個人レッスン）

フルートレッスン

憧れのフルートを演奏してみませんか。
音の出し方からポピュラー音楽、本格的
なクラシック曲まで、それぞれに合った
レッスンを行います。ぜひ一緒にフルー
トを楽しみましょう♪

鈴木 楓 フルート奏者

1,500円6/22、7/13(金)

第2･4(金)
16：30～ 17：15
月額7,000円(税別)

吹きたくなるオカリナ

土でできているから、素朴でやさしく癒しの音色。息を吹
き込めば簡単に音が出る楽器ですが、ちょっとした工夫で
グッとすてきな演奏になります。
オカリナ、はじめてみませんか！

杉野ひとみ ピアノ・オカリナ講師

1,500円6/20、7/4(水)

第1・3（水）
10：00～ 16：00
（30分個人レッスン）
月額4,100円(税別)

中高年から始める「らくらくピアノ®」

人気の「らくらくピアノ®」レッスン枠拡大！全くの初心者の方
もどんな年齢でも大丈夫！楽しみながらの指運動で脳の活
性化にもつながります。憧れの
曲が弾けるようになりますよ。

田島文佳・網干万里子「らくらくピアノ®」奈良県支部認定講師

1,500円6/22、7/13(金)

第2・4(金)
15：15～ 16：30
月額5,100円(税別)

フラダンス中級

経験者のための中級クラスです。
久しぶりにフラをおどる方でも大丈
夫です。まずはお気軽に体験にお越
し下さい。
★初心者のためのクラスもあります。

ミキLehuamamo Mahalo Hula Room主宰

1,500円6/22、7/13(金)

第2・4(金)
10：15～ 11：45
月額3,100円(税別)

金曜日の朝ヨガ

一週間の疲れを癒し、心地よい週末
を迎えましょう。経絡を刺激するヨガ
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。

鎌田真代 ヨガ教室マダムフキ専属講師

1,500円6/27、7/11(水) 1,000円程度

第2・4(水)10：00～ 12：30
月額4,100円(税別)

ヨーロッパの素敵な刺繍

ヨーロッパ各国には古くから様々
な刺繍があります。その技法を学
びながら小物作りからスタートし
ます。初心者の方も大丈夫！一緒に
楽しく刺しましょう！

三枝ひとみ
公益財団法人日本手芸普及協会　師範

2,000円7/27(金)13：30～ 15：00

第4(金)
10：30～ 12：00
月額2,500円(税別)

～自分の生き方発見～開運手相学

大人気の手相講座　第2クール開講！
手の平の丘と線の意味を正しく学び、運気UPに役立てましょ
う！復習しながら応用まで丁寧に学びます。

東明学院専任講師

大人1,500円
こども1,000円6/17、7/15(日)

第1・3（金）
14：00～ 19：00
月額4,600円(税別)

～こどもから大人まで～
たのしいピアノ教室

初心者の方でも基本から丁寧にご指導いた
します。童謡からクラシックなど幅広い音楽
に楽しくわかりやすく親しむことをモットー
にした講座です。

松本千束 大阪音楽大学短期大学部専攻科卒

6/23（土）10:00 ～

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

夏期生募集中！！
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

①7/6(金) ②7/2(月)

①第1・3(金)
【小1～小4】17：00～ 17：50
【小5～中学生】18：00～ 18：50
月額3,600円(税別)

②第1・3(月)
【小学生～】
19：10～ 20：00
月額3,600円(税別)

～初心者から経験者まで～卓球教室

オリンピックで注目が集まる卓球競技を身近なスポーツとして楽
しみませんか！初めての方でも、楽しくラリーが続けられるように
なります。専任コーチによる少人数制レッスンで、楽しみながら上
達しましょう！

田中栄一 卓球上級指導員

7/7、7/21(土)

【プレクラス（年中～小3）】
第1・3(土)
16：10～ 16：55
月額2,800円(税別)
【プチクラス（年長～小3）】
月2～ 3回（土）
17：00～ 18：00
月額3,160円～ (税別)

【Girlsクラス（小４～小6）】
月2～ 3回（土）
18：10～ 19：20
月額3,200円～ (税別)
    【SISTAクラス（中学生～）】
月2～ 3回（土）
19：30～ 20：50
月額3,600円～ (税別)

キッズアイドルダンス

大人気のアイドルダンスに新クラスが登場！学年別クラスでさらに始めやすくなりました。AKBや
K-POPのカバーダンスを踊りながら、ダンスの基礎やリズム感を養います。素敵な先生の指導
で、ダンス初心者でも大丈夫！あなたもアイドルになれますよ！

MIKIE IMPACTグランドチャンピオン大会優勝
DANCE　DEYANCEグランドチャンピオン大会優勝

夏休みの宿題　楽しく片付けよう！！入会金不要

大人気！ ダンボール工作

ガチャガチャ貯金箱 自販機貯金箱

危ない道具は使わずに折り曲げて組み立てるだけなので、工作が苦手でも大丈夫！
作って遊んで楽しい工作です。好きなデコレーションで自分だけのオリジナル作品を作
りましょう！

レバーを回すとガチャ
ガチャカプセルが出て
くるよ！

ボタンを押すと缶が出
てくるよ！

小寺 誠 クラフトマンエッセンス代表

学校課題も対応！
夏休み絵画教室

絵を描くのが好き
な子も、苦手な子
も優しい先生と一
緒に絵画に挑戦！
学校の課題や夏
休みの絵を楽しく
描こう！

石濱阿里紗 奈良芸術短期大学卒

色塗りは自宅もしくは別日をご案内します。

親子で作ろう！
恐竜模型
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

ど迫力！今にも動き出しそうなリアルな恐竜を
作ろう！「ティラノサウルス」「トリケラトプス」の
どちらか好きな恐竜を選んでお申し込みくだ
さい。

自由研究のヒントになる！
電池作りに挑戦しよう！

身のまわりには、電気が
流れるものと流れない
ものがあります。どんな
物には電気が流れるの
か予想してから、実際に
実験してみよう！「電池作
り実験セット」を使って電
池の仕組みも学べるの
で、自由研究はバッチリ！

学研科学実験教室専任講師

サマーリースアレンジメント

櫻井千華 Atelier Mille-fleur主宰

キャンバスボードに、
貝殻などでサマーリー
スをアレンジしましょ
う。さわやかで可愛い
この季節にピッタリの
アレンジメントです。

チョークアートボード

オーストラリア生
まれの指で描くア
ート。オイルパステ
ルを使い、色鮮や
かなアートに挑戦
しよう！ぬり絵感覚
でかっこいい作品
に仕上がります。

Mayu MCA認定講師

パステルアートで
夏を描こう！
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

パステルを削り、粉状にして指やスポンジ
でくるくる♪絵具やクレヨンとは一味違
う、見ているだけで癒されるやさしい絵を
描きましょう。

静物画
～やさい、くだものを描こう！～

イーゼルやキャンバス、アクリル絵の具な
ど、本格的な画材を使い、画家になった気
分で静物画を描きましょう。

学研・城戸真亜子アートスクール専任講師

動く！
ねんどロボを作ろう！
藤兼和子 高の原造形教室講師

君が作ったねんどが動き出す！！ゼンマイ
式のおもちゃを使った楽しいねんど工作
です。さぁどんなロボを作って遊ぶ？

インパクト大！
ビッグフラワーを作ろう！

大きな大きなビッ
グフラワーを作ろ
う！君ならどんな花
を咲かせるかな？
ハサミと紙を使っ
た工作ワークショ
ップです。SNS映
えしちゃうかも！？

藤兼和子 高の原造形教室講師

ダイナソー貯金箱

櫻井千華 Atelier Mille-fleur主宰

迫力満点！様々な素材
を使って恐竜の住む
世界を表現しよう！

幼児さんOK!
キュートな貯金箱♥

どっちを作る？好きな色やパーツを選んでね！

櫻井千華 Atelier Mille-fleur主宰

「Candy★Pop」

読書感想文に挑戦！
福島千佳 進学塾講師

さくらい読書会「子ども読未知」代表

毎年、苦戦していませんか。苦手な読書
感想文お手伝いします。課題図書を一冊
読んで来てください。1回
目は苦手な読書感想文の
書き方、2回目は添削をし
て仕上げます。

夏休みチャレンジ！
カワイ体育教室の「鉄棒の基礎とコツ」

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。

カワイ体育教室専属専任講師

夏休み体育教室
「目指せ！とび箱マスター」
吉鶴 明 レインボー体育ランド代表

新学期は体育がもっと好きになる！しっか
り体を動かしながら、ちょっぴり苦手なと
び箱も楽しく挑戦しよう！

先着順

月額【入門】4,600円(税別)
　　【初級】5,100円(税別)
　　【中級】6,000円(税別)

全6回
【4歳～大人】

面談無料

全6回

【小学生】※幼児は保護者同伴 【小学生～中学生】

【年長～小学生】

【年中～小学生】

【幼児～】

【小1～小6】

【4歳～小学生】 【4歳～小学生】

【小学生以上】 【幼児～】 【4歳～小学生】

【小学生】

7/15(日)・8/24(金)
10：30～12：30
1,000円(税別) 
1,300円（税込）

8/10(金)
10：30～12：00
1,000円(税別) 1,200円（税別）

7/15(日)・8/24(金)
13：30～16：00 8/1(水)

10：30～12：301,000円(税別) 
1,500円(税別) 

8/4(土)13：00～15：00
1,300円（税込） 1,500円(税別) 500円（税込）

【幼児・小学生】 【5歳～小学生】

【小学生以上】

8/5(日)13：00～14：30
1,000円(税別) 1,000円（税別）

7/31(火)13：00～14：30
8/18(土)15：30～17：00
1,500円(税別) 1,500円（税別）

8/20(月)
【幼児】10：30～11：30
【小学生】11：30～12：30

1,600円(税別) 
8/6(月)10：30～11：30
1,600円(税別) 

8/19(日)、8/26(日)
【1・2年】10:30～11:30
【3～6年】13:00～14:00

3,000円（2日分）(税別) 

8/3(金)13：30～15：00
1,000円(税別) 800円（税込）

8/17(金)13：30～15：00
1,000円(税別) 800円（税込）

7/31(火)10：30～12：30
8/18(土)13：00～15：00
1,500円(税別) 2,000円（税別）

7/31(火)10：30～12：00
8/18(土)13：00～14：30
1,500円(税別) 1,800円（税別）

7/22（日）13：00～15：00
1,000円(税別) 600円（税込）

7/30(月)13：00～15：00
1,000円(税別) 500円（税込）

気になる方は、まずは体験へ！経験豊富な講師が手相の魅力をしっかりお伝えします。

プレートの色は当日お選びいただけます。

恐竜パーツは当日
お選びいただけます。

「海の仲間たち」

1,500円〔中学生以上〕
1,000円〔小学生〕 1,500円〔中学生以上〕1,000円〔小学生以下〕

(30分個人レッスン)

第1・3(日)
10：00～ 18：00

定員：各16名定員：各16名

定員：12名 定員：10名

定員：8名

定員：6名

定員：各12名 定員：各16名 定員：各12名 定員：12名

定員：10名 定員：10名 定員：各12名

定員：各12名 定員：8名 定員：10名


