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● 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
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●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：2019.6.8

癒しのインテリアフラワー

夏休みの宿題　楽しく片付けよう！入会金不要 先着順

骨格診断＆パーソナルカラー
ベーシック講座

パーソナルカラーと骨格診断を学んで、自分に似合う色とデザイン
を知りましょう。お洋服選びがもっと楽しくなります！

原田さゆり 一般社団法人国際カラープロフェッショナル協会マスター講師
日本パーソナルカラー協会認定講師

単発受講1回3,500円(税別)

今すぐスッキリさせたい！
呼吸で変わるボディメイク講座

大好評ペタ腹シリーズ！全3回の集中トレーニングで
秋のオシャレを楽しめるカラダを作りましょう！一回
ずつの講習でもサイズダウンが期待できます。

クラシックギター 　エレキギター
アコースティックギター 　ウクレレ

山岸加代 NCA日本コンディショニング協会トレーナー
NYNYスタイリスト

一人でも可愛く巻ける！プロが教える
セルフ巻き髪&うるツヤ美髪講座

普段お使いのコテ等を使って、自分でで
きるカールアイロン巻きのコツ、失敗し
ない方法を大公開！痛みにくいアイテム
の使い方や、これだけはやってはいけな
い！美髪の妨げになる失敗例などわかり
やすく紹介します。

超人気ヘアサロン『NYNY』の人気スタイリストが本
当に似合うヘアスタイルをご提案！

岡本 光

第3(水)10:00 ～ 12:00
月額2,000円(税別)

美しく描く幻想アート
押し花の世界

この風景画、押し花で出来ているんです！
“花押し”の基礎からスタート！道
端の草花から大きな牡丹花まで、
色鮮やかな押し花を楽しんでみ
ませんか。野菜やくだものも使っ
て、あっと驚く押し花の世界をご
案内します。

内田明美 ふしぎな花倶楽部インストラクター

1,500円7/3(水)

7/2、16(火)

6/21、6/28(金)1,000 ～ 1,500円(税込)

第1・3(金)、第2・4(金)
16:00 ～ 21:15(45分個人)
月額7,600円(税別)

ギター・ウクレレ個人レッスン

たっぷり45分の個人レッスンで上
達間違いなし！あなたのレベルに合
わせて丁寧にレッスンいたします。
まずは体験レッスンに挑戦！

開沼建二郎・笹直人
JEUGIAギター講師

日本将棋連盟京都府支部連合会副会長
将棋普及指導員

1,500円

第1・3(火)19:30 ～ 20:30
月額3,100円(税別)

～代謝UPで健康キレイ～
ウェルネスヨガ

心も身体も快適に
～To be Wellness ～
様々な原因が引き起こ
す心身の不調にまずは
気付き、それを修正し
て、本来の健康な自分
を取り戻し、元気に明る
い気持ちで生活できる
ようになりましょう！

白川小百合 ヨガ教室マダムフキ専属講師

1,500円
第1(木)13:30 ～ 15:00
全3回6,000円(税別)★途中入会OK

メディカルアロマテラピー
講座

天然100％の精油などを
利用した香りの健康法。ご
自身の美容と健康、家族
の健康維持に役立てるこ
とができます。楽しい実習
付きで、ルームフレッシュ
ナーやバス
ソルトなど
を作ります。

藤澤育子 YHAアロマトロジストインストラクター

ミリオンバングル全3回講座

上品にキラキラと
輝くキュービックジ
ルコニアのアクセサ
リー。基本のバング
ルからネックレス、
イヤリングなどお好
みに合わせてアレ
ンジしましょう！

大崎由子 ミリオンバングル認定講師

かけっこが速くなりたい子の為の特別教室
　　　　　　　　かけっこ教室

腕の振り方やスタ
ートの姿勢など、
かけっこが速くな
るフォームを身に
つけて走ることが
楽しくなります。

別府真樹 Beeスポーツ代表

ギター・ウクレレ個人レッスン キッズチアダンス おひるねアート撮影会

学校課題も対応！
夏休み絵画教室

学校の課題や夏休み
の絵を楽しく描こう！

①石濱阿里紗 奈良芸術短期大学卒

②井上智美 日本表現派 作家

①8/7(水)
②7/27(土)
10:30～12:30

1,500円(税別)
7/28(日)10:30～12:30

1,500円(税別) 1,000円(税込)
1,000円(税別)
1,300円(税込)

1,000円(税別)
1,300円(税込)

親子で作ろう！
ティラノサウルス

昨年大好評の恐竜模型です。今にも動き
出しそうなリアルなティラノサウルスを作
ろう！

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

夏休み
こども習字教室

夏休みの課題を2日で仕
上げよう！習い始める前の
書道体験にも！
※先生がお手本を用意す
るので、提出される場合
は、課題を事前にお知らせ
ください。

福井青藍 書道講師

7/24(水)・7/31(水)
13:00～14:30

3,000円(2日分)(税別) 3,000円(2日分)(税別)半紙代150円(税込)

7/10(水)・8/25(日)
13:00～14:00

1,500円(税別)

6/27(木)・7/10(水)10:30～12:00
(全2回)5,000円(税別)

7/29（月）・8/29（木）・9/23（月・祝）
13：30～15：00

(全3回)8,400円(税別)

JEUGIAこども将棋大会
～高の原杯～

将棋が好きな子集まれ！！
低学年の部(小3以下)と高
学年の部（小4～ 6）で行う
リーグ戦！優勝者は先生に
挑戦して完全優勝を目指
そう！

千葉 均

8/11(日)10:30～
参加料1,000円(税込)

どれつくる？貯金箱シリーズ

お気に入りの貯金箱を作ろう！夏休みの宿題にピッタリです。

櫻井千華 Atelier Mille-fleur主宰

7/30(火)
14:30～16:30

各1,500円(税別)

2,900円(税込)

8/4(日)13:30～15:00
1,000円(税別) 1,000円(税別)

300円(税込)

7/24（水）13:30～14:30
1,000円(税別) 2,160円(税込)

こども
ハーバリウム

キラキラ、ゆらゆらお
花の工作。シェルや可
愛いビーズなどを入
れて、オリジナルのハ
ーバリウムを作ろう
☆2本作ります。

松山美香 日本ハーバリウム協会認定講師

夏休みに挑戦！
ジュニア朗読検定対策講座

話し方、読み方のプロ
が考案した検定問題
にチャレンジ！対策講
座でコツを掴んで、自
宅でアプリから受験！
考える力、伝える力が
ぐんぐん育ちます。

池内詠子 朗読検定協会認定シニアリーダー
読み聞かせインストラクター

2,000円(税別)※検定受験料3,240円(希望者のみ)

7/31(水)・8/18(日)
10:30～11:30

2,000円(税別)

7/18(木)・8/1(木)・9/19(木)
10:30～12:30

（全3回）6,000円(税別)
初回教材費3,500円(税別)

7/27(土)10:30～12:00
1,000円(税別) 1,200円(税別)

自由研究のヒントになる！
飛ばそう！空気ポンプロケット

空気は、実はとって
も力持ち！丸いロケ
ットを飛ばせる実験
セットや吸盤を使っ
て、目に見えない空
気の力を調べよう！

学研科学実験教室専任講師

全2回

全3回

全3回
全3回

第1回　パーソナルカラー
ブルベ？イエベ？ベースカラーの違い
を知って色あわせを楽しみましょう。

第2回　骨格診断
骨格は人それぞれ！本当に似合う
デザインを着こなしましょう！

パーソナルカラー個人診断
完全プライベート！自分の個性に調和し似合う色、魅力を最大限に
輝かせてくれるパーソナルカラーを診断します。

6/27(木)・7/10(水)
6,000円(税別)

お時間はお問い合わせください[1回90分]

JEUGIAカルチャー× NYNY

会員以外の方も参加OK!

全員に参加賞プレゼント！
優勝者には表彰状の
授与があります。

①基本のミリオンバングル
②バングルもしくはネックレス
③余った材料でアレンジ！エコミリオン

【年長～小6】

大人気！ ダンボール工作

ガチャマシン貯金箱 カードマシーン貯金箱

危ない道具は使わずに折り曲げて組み立てるので、工作が苦手でも大丈夫！作って遊ん
で楽しい工作です。デコレーションして自分だけのオリジナル貯金箱を作ろう！

昨年大人気のガチャガ
チャ！レバーを回すと
ガチャガチャカプセル
が出てくるよ！

レバーを回すとカードが
出てくるよ！付属のデコレ
ーションパーツで自分だ
けのマシーンを作ろう！

小寺 誠 クラフトマンエッセンス代表

【小学生】※幼児は保護者同伴

【小学生】
※幼児は保護者同伴

【小学生】
★「マリンブルー」は年長からOK!

【小学生】

【小3～】

【小学生】

7/14(日)・8/6(火)
11：00～13：00

7/14(日)・8/6(火)
14：00～16：30

定員：各16名

定員：各10名

定員：各15名

定員：各16名

定員：12名

定員：12名

定員：10名

定員：10名

色塗りは自宅もしくは別日をご案内します。

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。

【小1～小6】

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

7/28(日)
【8級(小2～4)】10：30～12：30
【6級(小4～6)】13：00～15：00

定員：各16名

定員：各12名

7/30(火)
12:30～14:30

2,900円(税込)

7/20(土)13:00～14:30
7/30(火)10:30～12:00

1,620円(税込)

7/20(土)13:00～14:30
7/30(火)10:30～12:00

1,620円(税込)

ダイナソー ドクターイエロー 暗闇で光るマリンブルー 森の鳥かご

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

【年中～小学生】

定員：6名 7/30(火)13:30～15:00
1,000円(税別) 800円(税込)

定員：10名

定員：各10名

1,600円(税別)

8/19(月)
【幼　児】10：30～11：30
【小学生】11：30～12：30

定員：各12名

定員：10名8/2(金)13:30～15:00
1,000円(税別) 800円(税込)

定員：10名

8/5(月)10:30～11:30
1,600円(税別)

定員：12名

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？

【4歳～小学生】 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

【4歳～小学生】

【小学生】 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

【幼児・小学生】 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！

【5歳～小学生】

【年長～小学生】

定員：8名

①呼吸で痩せる！
　ペタ腹呼吸法
②たぷたぷ二の腕撃退！
　背中美人塾
③スッキリ美人な足首へ
　～下半身引き締め～


