
各1,000円(税別) 

3/16(土)13:00～14:30
4/17(水)10：30～12：00

2/28(木)・3/30(土)・4/26(金)
10:00～13:00

申込締切：各1週間前 申込締切：各2日前
各2,160円(税込)ボトル2本

各10,000円(税別) 
各ディプロマ代 11,880円（税込）

【講師育成レッスン】 【フリーレッスン】

呼吸で痩せる！ペタ腹呼吸法ピースクラブダンススタジオ
高の原クラス 山岸加代 NCA日本コンディショニング協会トレーナー

いつもの呼吸を見直すだけで、一回の講習でウエスト平
均5センチ減！1日2万回行っている呼吸が腹筋運動にな
る、目からウロコの90分です！
＊痩せているのに下半身ポッコリ　＊便秘ぎみ
＊疲れが取れない　＊ウエスト周りが気になる！

第2・4(火)13:00 ～ 15:30
月額4,000円(税別)

初心者のための健康マージャン教室
水谷和治 日本麻雀道連盟師範

3/1、3/15(金)

第1・3(金)10:00 ～ 11:00
月額3,500円(税別)

ママとベビーのヨガクラス
西垣裕子 日本ママヨガ協会認定講師

1,000円

2/22、3/1(金)

月3～ 4回(金)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 3/5、3/12(火)

月3回(火)17:30 ～ 18:20
月額4,650円(税別)

詳細は中面をご覧下さい

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 無料面談実施中！

こどもピアノ教室
岡田真祐子　松本千束
山田慶子　　渡邊まり

1,000円 3/7、3/21(木)

第1・3(木)
16:30～21:00(各30分)
月額4,600円～(税別)

こどもフルートレッスン
鈴木 楓 フルート奏者

1,500円 3/5(火)、2/27(水)

第1・3(火)16:30～(各40分）
月額6,900円(税別)
第2・4(水)15:00～(各30分）
月額5,200円(税別)

こども声楽レッスン
太田奈々 国立音楽大学大学院音楽研究科声楽専攻修了

東京二期会準会員

1,500円

3/3、3/17(日)

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

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

2,000円(材料費込み) 3/4、3/18(月)

第1・3(月)
①17:00 ～ 18:00
②18:20 ～ 19:20
月額3,500円(税別)

キッズプログラミング講座
梶山紀子 システムステラ スタッフ

1,000円
体験時ノートPCレンタル可(無料) 3/16、4/20(土)

第3(土)15:00 ～ 16:30
月額2,000円(税別)

月イチのインスタ映え♪
親子で楽しむフラワーアレンジメント
櫻井千華 Atelier Mille-fleur主宰

【土曜クラス】 3/2(土)
【火曜クラス】 2/26(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　②上月佑馬・高梨美月

1,000円 2/27(水)、2/23(土)

第2・4(水)17:00 ～ 21:30(各30分)
第2・4(土)17:00 ～ 21:00(各30分)
月額6,100円(税別)

キッズギター・ウクレレ
井上耕一 ギタリスト

1,500円

3/18、4/15(月)

第3(月)
13:00 ～ 16:00
月額2,100円(税別)

～祈りを形に～仏画教室
柳原朗月 国立大学教育学部卒

京都市立芸大(日本画)卒　絵師

3/4、4/1(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 羊毛フェルト作家

2/25、3/11(月)

第2・4(月)
10:00 ～ 12:00
月額4,000円(税別)

気軽に学べる手話講座
青山好一 一般社団法人日本ビジネス手話協会理事

手話通訳士

1,500円 2/24、3/10(日)

第2・4(日)
10:00 ～ 11:30
月額3,100円(税別)

日曜日のモーニング・ヨガ
小川 忍 ヨガ教室マダムフキ認定講師

1,500円 3/3,4/7(日)

第1（日）
16：30～ 18：00
月額2,500円(税別)

エンジョイウイスキー
北畑晃輝 ウイスキー文化研究所認定

ウイスキーセミナー講師

2/25、3/4(月)

月3～ 4回(月)
①15:30 ～ 16:30 ②16:30 ～ 17:30 ③17:30 ～ 18:30
月額4,500円～ (税別)

カワイ体育教室
カワイ体育教室専属専任講師

1,000円

癒しのハーバリウムレッスン
松山美香 日本ハーバリウム協会認定講師

2/27、3/6(水)

月4回(水) ①17:30 ～ 18:30 月額5,500円(税別)
②19:00 ～ 20:30 月額6,000円(税別)

ピースクラブ インストラクターMIKU ピースクラブ
インストラクター

①1,000円、②1,500円 2/26、3/26(火) 1,500円

本格派ダンススタジオ「ピースクラブ」！ヒップホップの基礎から応用まで、その
高い指導力に定評があります。ダンスが初めてでも大丈夫！かっこいい振付で
楽しく踊ろう！

ゲームをすることで脳の老化を抑える効果
があると麻雀が人気です。手指を動かし、考
えることで楽しみながら脳トレができます。

第4(火)14:00 ～ 15:30
月額2,500円(税別)

池内詠子 フリーアナウンサー
朗読検定協会認定インストラクター

スピーチや面接、司会などそれぞれの目的
に沿って練習していきましょう。少人数制
でリラックスしながら学びます。「呼吸法・
滑舌」など発声の基礎レッスンも充実！ 完全プライベートレッスン！

お気軽にご相談ください。
第2・4(火)11:30 ～ 13:00
月額5,000円(税別)

田中栄一 他 卓球上級指導員

一般社団法人伝筆協会認定講師

お昼の大人クラスができました！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！

3/15、4/19(金)
第2・4(日)10:00 ～ 17:00
全6回185,000円(税込)

ヨガインストラクター養成講座
ヨガ教室マダムフキ専任インストラクター

心と身体が元気になるヨガを教えてみませんか？
17年間の実績があり、200余名を超える修了生がインストラクタ
ーとして活躍する「ヨガ教室 マダムフキ」が開催するインストラ
クター養成講座です。5年ぶりに当JEUGIA高の原にて開催決
定！このチャンスに是非夢をカタチにしましょう‼個人教室の開
設や派遣先の紹介などアフターフォローも充実しています。年
齢・性別・経験・未経験に関わらず安心して受講して下さい。第3(金)13：30～ 15：30

月額2,500円(税別)

クセ字が魅力に変わる魔法の筆文字講座～伝筆(つてふで)～
古賀上 実絵子

字に自信がなくても大丈夫！絵手紙でも書道でもない「ク
セ字が魅力に変わる筆文字」で季節に合わせたハガキや
カレンダーを作ってみませんか。いつでもどこでも誰で
も楽しく描ける心あたたまる、笑顔が広がる筆文字です。

3/7、3/21(木)

第1・3(木)13:00 ～ 15:00
月額4,100円(税別)

高の原絵画教室（油彩・アクリル・デッサン）
前川友一 絵画講師

1,500円

絵具の扱い方から仕上げまで丁寧にお教
えいたします。アットホームな教室で初め
ての方でも安心！絵画を通してたくさん
の輪を広げてみませんか。毎日を楽しく
豊かに！

2/24、3/24(日)

第4(日)10:00～12:00(キッズは75分)
月額2,600円(税別)

Mayu MCA認定講師

大人 1,500円

下絵があるので塗り絵感覚で始めましょう！仕
上げ加工をするので消える事も無く素敵なイ
ンテリアになりますよ！親子レッスンも大歓迎！

やさしい韓国語　入門

3/7、3/21(木)

第1・3(木)10:30～11:30
月額4,600円(税別)

結川　淑

1,500円

発音が難しい、読めない、単語を覚
えられない！となかなか始められな
い方も、ポイントを押さえて楽しく
学べるやさしい入門クラスです。

エレガントきもの着付教室

2/28、3/14(木)

第2・4(木)13:30 ～ 15:30
月額3,500円(税別)

坂上田紀代子 元京都きもの学院教授

1,500円

着付けの基本を大切に、楽で苦しくなく、きれいに着
るコツをお教えします。はじめての方も途中で諦めた
方も、伝統を守りつつモダンに魔法のように着物を着
こなせるようになります。自然とマナーや作法も身に
付き、一層輝く女性に！

～自分の生き方発見～開運手相学

3/6(水)

第1(水)10:30 ～ 12:00
月額2,500円(税別)

東明学院専任講師

2,000円

第3期生　入門クラス募集中！まずは体験へ！
“手相は人生の羅針盤”　
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。基礎を楽しく丁寧に学ぶ教室です。
素敵な講師による楽しいレッスンで大好評！

ボディメンテナンス・ピラティス

3/1、3/15(金)

第1・3(金)11:30 ～ 12:30
月額3,000円(税別)

藤井文香 健康運動指導士

1,500円

体の深層部にある筋肉に働きかけ、しな
やかで強いカラダへ導くことが出来る
エクササイズです。肩こり、腰痛の方や
ピラティスが初めての方にも◎

笑顔を磨く ハワイアンフラ

2/27、3/13(水)

第2・4(水)10:30 ～ 11:30
月額4,000円(税別)

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

韓国語講師

1,000円

朝のひと時を笑顔で過ごしましょう♪笑
顔には免疫力を高める力があります。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！

ZUMBA～ハッピーフィットネスダンス～

2/23、3/9(土)

第2・4(土)12:00 ～ 13:00
月額4,000円(税別)

ラウラ カゼッラ ZUMBAインストラクター

1,500円

HIPHOPやラテン音楽に合わせて、陽
気なイタリア人インストラクターと一緒
に楽しく汗をかきましょう！シェイプアッ
プや脂肪燃焼効果も◎
キッズの参加もOK!（小学生以上）

2/27、3/13(水)

第2・4(水)10:30 ～ 11:30
月額3,100円(税別) レンタル料 300円

Lisa （一社）体力メンテナンス協会認定講師

1,500円

シェイプアップに欠かせない有酸素
運動を音楽に合わせて楽しく取り入
れましょう！一緒に健やかな身体をつ
くりましょう。

第4(水)10:30～12:30
月額3,100円(税別)

韓国伝統パッチワーク ポジャギ
工藤和子 ポジャギ工房koe講師

李王朝時代から伝わる技
法で布をつなぐ韓国のパ
ッチワーク。透明感のある
麻や絹で美しい作品に仕
上げます。

2/27、3/27(水)

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

色糸の数やステッチの多さが特徴
の戸塚刺繍。お一人お一人のご希
望に合わせて指導いたします。

2/22、3/8(金)
1,500円

第1・3(火)
14:00 ～ 16:00
月額4,100円(税別)

基礎から始める手あみ
岩切密子 ニットデザイナー

お好きなものを編みなが
ら、編み方やデザイン、模
様、配色、製図など指導い
たします。

3/5、3/19(火) 1,500円

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
三枝ひとみ 公益財団法人日本手芸普及協会 師範

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
びながら楽しく作りましょう♪

2/27、3/13(水) 1,500円
1,000円程度

1,080円（税込）

300円（税込）

第1・3(水)
10:00～16:00(各30分）
月額4,100円(税別)

中高年から始める「らくらくピアノ®」
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

楽しみながらの指運動で
脳の活性化にもつながり
ます。個人レッスンで無理
なく続けられます。

3/6、3/20(水) 1,500円

第1・3(木)10:00 ～ 12:00(各30分)
月額6,100円(税別)

浅井眞麗子 元東京フィルハーモニー交響楽団団員

ベテラン講師が基礎から
丁寧に指導いたします。
一緒に楽しみましょう♪

3/7、3/21(木) 1,500円

第2・4(金)10:30 ～ 11:30
月額4,600円(税別)

大人のケンハモ（鍵盤ハーモニカ）
松本有加 SUZUKIケンハモ認定講師

解りやすく・楽しく・カッコ良く！ケン
ハモは年齢を重ねた「大人」が楽し
む楽器として愛されています。

2/22、3/8(金) 1,500円  吹き口代：486円

第2(金)13:00 ～ 15:00
月額2,500円(税別)

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

老若男女を問わず誰でも気軽に楽しめま
す。のんびり月に1回、沖縄三線を始めま
しょう。

3/8、4/12(金) 1,500円

～春に楽しむ刺繍・あみもの～ ～大人の音楽講座～♪♪ ♪♪

2/26、3/12(火) 1,500円

2/26、3/12(火) 1,500円

はじめてのチョークアート
チョークアートキッズコース

～初心者から経験者まで～
大人のヴァイオリン

気軽に有酸素運動
バランスボールエクササイズ

～おすすめ1日講座&資格取得講座～ ※ご希望の日時で開催可能です！お気軽にご相談ください。(対象外講座あり)

＜リンパ&ヘッドスパ＞ ＜リンパ&ハンドケア＞ ＜リンパ&フットケア＞

3/24(日)
10:30～16:30

2/24(日)
10:30～16:30

4/4(木)
10：00～16：00

3/10(日)・4/14(日)
10:30～16:30

リンパマッサージ認定講座
森井典子 NPO法人日本予防医学代替医療学院学院長

申込締切：各3日前各13,000円（税込、認定料込）各10,000円(税別)

3/26(火)11:30～12:30・12:40～13:40

おひるねアート撮影会
厚地なお 日本おひるねアート協会認定講師

定員8組

2,300円(税別)

3/19(火)・4/6(土)
13:00～16:00

切らずにつくれる
かんたん作り帯
和らく会講師

申込締切：各1週間前

3,500円(税別)

5/26(日)
11:00～13:30

上田悠貴 世界流しそうめん協会　会長

申込締切：1週間前

大人 3,024円、こども 2,484円(税込/保険料・材料費込)

藤本喜美子 パワーストーン
マスターナビゲーター

※3級のみ受講も可

35,000円(税別)(教材費・認定料込)

4/6(土)・4/20(土)
両日とも10:30～18:00(休憩あり)

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

申込締切：10日前

【3級】なし、【2級】5,400円（税込・修了証込）

3/4(月)・3/30(土)

【3級】2,000円、【2級】5,000円(税別)

ベビーマッサージ
2級講座
せと あつこ ローリタッチケア協会認定

ベビーマッサージ講師

4,320円（税込）(認定証込)

2/26(火)・3/12(火)・4/9(火)
13:30～16:30

6,000円(税別)

1,500円 1,080円（税込）

①【KIDS　HIP HOP入門（小1～小5）】　②【HIPHOP（小学6年～）】

12,000円(税込)

申込締切：各1週間前

【90分個人レッスン】

第一印象・好感度アップ！
話し方・スピーチレッスン

～初心者から経験者まで～
卓球教室　大人クラス

全6回

廃竹が生まれ変わる！
作って楽しい！食べておいしい！
流しそうめん大会

1日で同時に資格取得できる！
パワーストーン検定
3級・2級

【2ヶ月～未就園児】

【年長～】

【年中～小学6年生】

【年長～小学生】

【3歳～】 【6歳～】 【小学生～】

①【小学2年生～4年生】 ②【小学4年生～6年生】

【2歳～】

【1ヶ月～2歳くらいまで】

【子連れ不可】

①【土曜クラス 4歳～小6】 ②【火曜クラス 3歳～小6】

【小学生～】

①【幼児クラス(年少・年中・年長)】
②【児童クラス(小学1年～3年)】
③【児童クラス(小学4年～6年)】

540円（税込）

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。

期間限定　無料体験レッスン実施中！

1～2歳
ピンキークラス

月3回(木)
10:10～11:10
月額4,350円(税別)

7ヵ月～
ベビークラス

月2回(木)
12:10～13:00
月額3,500円(税別)

2～3歳
キンダークラス

月3回(木)
11:10～12:10
月額4,350円(税別)

※通常体験料1,000円

木下未佳子JEUGIAこども表現教室講師

2/28(木)、4/4(木) 3/2、3/9(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【年長～小学生】
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。

1,000円(税別)
1,296円(税込)

カリキュラムをご紹介♪
3月　振り子とバランスびっくり実験
4月　新！空気でびっくり実験
5月　新！磁石のひみつ実験

7,000円(税別)

2/26、3/26(火)
お時間はお問い合わせください。

全6回

残席4名様！

こども 1,000円

3/10(日)開講 5月修了

3/21(祝木)13:30～15:00

2,900円(税別) 100円(税込)
4/8  (月)   13:00～14:30

無料見学

1,500円
3,240円（税込）

1,500円
1,000円（税込）

1,500円
1,000円（税込）

1,500円
1,620円（税込）

10：30～12：00【3級】 【2級】13：00～14：30

(税別)2,000円会員 ※兄弟・姉妹で写る場合は追加1,000円（税別）

4/18(木)
10：00～16：00

ヨガで心と体を緩め
ましょう。ママのた
めの時間を持つこと
で、気分はリフレッシ
ュ！ベビーはマッサー
ジでママと触れ合い
ハッピー♫

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！

挨拶・姿勢・基本を大切
に、色々な技にもチャレ
ンジし、様々な体験を
して自分に自信が持て
るように指導します。

人気講師陣がお子さ
んのレベルに合わせ
て楽しく丁寧に指導い
たします。まずは体験
へ！楽しくピアノに触れ
てみましょう♪
★各30分個人レッスン

優しく美しいフルートの音
色に触れてみませんか。お
腹から息を吹き込むことで
強いからだを育てます。き
れいな音が出るようになっ
たら好きな曲にチャレンジ
しよう！

正しい発声法を身につけて、きれ
いな歌声を出しましょう。音楽の
時間がもっと楽しくなりますよ！

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♪

2020年より小学校での授業
にプログラミングが必修とな
りました。パソコンに触るの
が初めてのお子様でも、楽し
く学びながらパソコンのスキ
ルやITの知識を身につける
ことができます。

季節の様々な花を
使って親子で楽しみ
ながら作品を作りま
す。幼児期から植物
に触れることで感性
が豊かになり色彩感
覚も身につきます。

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。

アコーステック、エレ
キ、ウクレレなんでも
ご相談ください。リズ
ムを楽しみながらかっ
こよく弾こう！丁寧に
楽しく指導します。

東洋絵画の伝統的な画
法「なぞり書き」で絵を
描くのが苦手な方でも
安心して始められます。
月に1回、心穏やかな時
を楽しみましょう。

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。

簡単な日常会話を
わかりやすく楽しく
学べる教室です。知
っていると役に立
つ！今こそ手話を始
めましょう！

深い呼吸とゆったりと
した運動で心と身体を
リフレッシュ！休日の朝
を爽やかに過ごしま
しょう。

プロのバーテンダーと楽しむ
大人のセミナー。実際にテイ
スティングを行い、豆知識や
身近にあるおつまみと合わせ
る楽しみ方などを学びます。
※20歳以上の方が対象です。

運動が好きな子を育てます！
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。

3時間の受講でディプロマ取得。即販売や講師
活動にお役立ていただけます。
フリーレッスンはお好きなボトル2本を自由に
お作りいただけます。

卒業生も多数活躍中！認定証発行ですぐに開業やお仕事に繋がります。正しい知識や技術を
本格的に学べる講座です。

今話題のかんたん作
り帯！手持ちの帯を切
らずに6箇所ほど糸で
止めるだけで、大切な
帯を傷つけません。美
しいお太鼓が3分で
結べますよ。

青空の下でつるつるの流
しそうめんを楽しもう！大
きな竹を自分で切って、カ
ップとお箸を作ります。木
津川市の特産物を使った
美味しいランチでお腹も
いっぱい♪

無料鑑定付き！基礎知
識から実際の身につ
け方、効果や付き合い
方を学びます。

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。

ベビーマッサージ
の目的や効果を学
び、ママもベビー
も気持ち良いマッ
サージ法を習得し
ます。赤ちゃんのた
めのマッサージオ
イルの選び方など、内容も盛りだくさん！

テーマは『奈良』！衣装もとっても可愛いですよ！

「百人一首～いにしへの奈良の都～」 「犬も歩けば古墳に当たる」

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58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。

2019

春期号
講座案内

保存版
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無料満65歳
以上の方は
※年齢確認のできる身分証明書の
　ご提示をお願いします。

入会金

早割
入会金

1,000 割引（税別）

円

お得な

割引!

※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。

【期間】2019年

3/31㈰ま
で

体験当日
または体験なしで

ご入会の方
にご入会

講座名講座名講座名 講座名講座名講座名 講座名講座名講座名 講座名講座名講座名

●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

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

● 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

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
http://culture.jeugia.co.jp/

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：2019.2.16

JEUGIAカルチャー検索

～優しく幸せな時を～ハワイアンフラ おひるねアート FLORALE OBJEKTE フラワーアレンジメント（ドイツ） 学研・城戸真亜子アートスクール


