
上記の講座以外にもジャンル豊富に講座を取り揃えております。 全講座の詳細はホームページをぜひご覧下さい。

こども体育教室
京都スポーツ指導員

田中みどり・MIKA

500円日程はお問い合わせください

第2・4(金）
17:00 ～ 18:00
月額3,100円(税別)

楽しい手芸教室

編み物やフェルト、トールペ
イントなどでこどもが楽し
める小物を作ります。いろい
ろな道具を使うことで手先
の器用さや作品を完成させ
る達成感が培われます。

宝里 初美 ハンドメイドクリエイター

1,500円
9/8・22 10/13・27(金）17:00～

1,000円

月・水・金・土
日時はお問い合わせください
[個人30分]

月額4,500円～(税別)

月額4,800円～(税別) 月額4,650円～(税別)

こどもからおとなまで

人気のこどもストリートダンス。幼稚園児クラスもできて充実しまし
た。感性豊かな時期に皆で踊ることでリズム感・社会性を養います。

ストリートダンスのロックダ
ンスを中心にリズムのとり方、
基本ステップなど、丁寧に指導
します。

(月)光岡萌

(金)高見真紀子
(水)藤田恵子

(土）リード良美　

1,000円
 日時はお問い合わせください

ピアノ教室

第1・3(月） 15:30～20:30
月額5,500円(税別)

［個人30分］

秋の夜長はギターを楽しむ
アコースティック＆
エレキギターを弾こう
ジャカジャカ弾くのもよし、しっとりとメロデ
ィーを奏でるのもよし。ジャンルを問わず初め
ての方も経験者も楽しくレッスンしましょう。

土屋 喜則ギタリスト

1,500円9/4・18 10/2・16(月）

500円

第1・3(月)
10：30～12：00
月額5,000円(税別)

はじめての
タロットカード

スピリチュアルな深層タロ
ット。タロットを通して眠っ
ている感覚を呼び覚し幸福
への導きのヒントを得てい
ただきます。

中川 倫華 占いセラピスト

2,000円9/25（月）10:30 ～

私にも案内ができる!

おもてなし英会話

街で困っている外国人をよく
見かけます。助けてあげたいけ
ど英語が・・。そんなあなたにぴ
ったりの講座です。言葉が開く
新しい出会いがあなたを待っ
ています。

Ｍichiko 英語講師

【年少～
小学生】

①【ミニ：年少～】

【3歳～】

【男性限定】

④【ストリートＡ（中学生）】⑤【ストリートＢ（高学生以上）】
②【Jr.A：小学1年～小学3年】 ③【Jr.B：小学4年～小6】

①【リトル[3歳～小学低]】
②【キッズ [小学生]】
③【ジュニア [中学生～]】

スポーツの楽しさやきっかけをあたえてあげましょう。
身体だけでなく強い心も育みます。
月3～4回(水）

月3～4回(木）

【年少～小学低学年】16：00～16：50

①14:30～15：15 ② ③15:30～16:30 16:45～17:45

【年少～年中】15：45～16：35
【年長～小学低学年】16：45～17：35
【小学生】17：45～18：35

【小学生】17：00～17：50

ストリートジュニアダンス ストリートダンス

鉄棒が上手くできるコツ 9/27(水）
【幼児】16:00～16:50  【小学生】17:00～17:50受講料1,800円(税別) 保険料108円

月額5,550円～(税別)

日程はお問い合わせください　 1,000円

こども・クラシックバレエ

バレエの基礎・柔軟性・
リズム感を学び楽しさ
を感じながら美しい身
体を作ります。

【3歳～】

【小学生】

月3～4回4,260円～(税別)
月7～8回8,050円～(税別)

(火)
【3歳～7歳】16:00～17:00
【7歳～12歳】17:00～18:30
(水)
【6～9歳】16:30～17:30
【9～12歳】17:30～18:45
【12歳以上】18:45～20:15

月3～4回(火)(水)

月3～4回
4,650円～(税別)
月7～8回
8,750円～(税別)

【幼児】
16:00～17:00
【小学生】
17:00～18:30

月3～4回(月)(木)

中川 理絵谷口 美貴江 本多恵子バレエ学園教師谷口バレエスタジオ代表

フリーダンサー
ダンス講師・ダンサー

日本書芸院二科審査員

NAOTO

月3～4回(土)

①16：30～17：15
②17:15～18:15
③18:45～19:45

月3～4回(火)

月3～ 4回(土)
④16:45～17:55 ⑤18:00～19:10

1,000円9/9・16・30 10/7・14・21(土）14：30～ 1,000円9/12・19・26 10/3・10・17(火）16：30～

（ロックダンスリトル・キッズ＆ジュニア）

月3～4回(土) 13:00～14:00
月額4,650円～(税別)

子どもならではの発想力を
こどもアトリエ

絵具や粘土などを使
い写生や空想画、デ
ザインや工作を織り
交ぜながら毎回楽し
い作品を作ります。

若林 静香 京都市立芸術大学大学院卒
日本画専攻

JEUGIAこども表現教室講師

1,000円
9/9・16・23 10/7・14・21(土）13：00～

200円

【4歳～小学生】

第1・3(金)
10:30～12:00
月額3,500円(税別)

～心に奏でる朗読～朗読教室

声を出して読んでみま
しょう！声はからだの
楽器です。貴方の声で童
謡や小説、詩やエッセイ
を奏でませんか。ゆっく
り発声練習から始める
レッスンです。

松田 左江子 一般社団法人日本朗読協会
パートナースクール講師

1,500円
9/15 10/6・20(金）10：30～

第1･3(火)
12:30 ～ 14:00
月額4,800円(税別)

声をだすのは健康にいい！
ポップスをうたおう

青春時代に仲間と口ず
さんだ曲も、最近話題に
なった曲も。みんなで元
気に歌いましょう。声を
だして歌うのは健康に
もいいとされています。

上田 麻喜 シンガー

1,500円
9/5・19 10/3・17(火）12：30～

第2･4(火)
12:45～14:45・15:00～17:00
第1・3(金) 13:00～15:00

大人気講座!
健康マージャン教室

マージャンは点数計算など頭と指
先を使うゲーム。「かけない」「飲ま
ない」「吸わない」の３原則で頭の
スポーツとも呼ばれています。近
年は「脳トレ」としても人気です。

樫村 昭裕 プロ雀士

2,000円
9/12・26 10/10・24(火）12:45～

第1（月） 13：00～ 15：00
月額2,700円(税別)

新しいアート
ALOHAもじ

日本で独自にハワイ
アンモチーフから作
製したオリジナル文
字です。モチーフの意
味を学びながら描く
新しいアートです。

MAHINA ALOHAもじＣＬＵＢ本部講師

1,500円
9/4 10/2(月）13：00～

500円

第2・4（土） 10:00 ～ 12:00
月額5,100円(税別)

土曜の朝は心ゆったり

（水彩・パステル・デッサン）大人の絵画教室

はじめての方も安心し
て描けるよう、個々の目
的やペースに応じて指
導いたします。水彩やパ
ステルで色を楽しみな
がら四季折々の花や野
菜などを描きます。

若林 静香 京都市立芸術大学大学院卒日本画専攻

1,500円
9/9・23 10/14・28（土）10：00～

月3回(金)
17:00 ～ 18:30
月額4,170円(税別)

子ども書道

正しく美しい字が書
けるよう毛筆と硬筆
を指導します。整っ
た字を書く事を楽し
みながら練習できる
講座です。

宮川 恵風

村田 美香

1,000円
9/8・15・22 10/13(金）17:00～

【小学生～中学生】

 9/4・25（月）

7ヵ月～

音を聴き、感じ、感覚で理解する楽しい音楽レッスン。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歳児ピンキークラス

キンダークラス

JEUGIAこども表現教室

2歳児

月2回（月）12:00～12:50
月額3,500円（税別）

月3回（月）10:00～11:00
月額4,350円（税別）

月3回（月）11:00～12:00
月額4,350円（税別）

1,000円

月3～4回6,900円～(税別)
月2回5,100円～(税別) 第2･4（土) 11:00 ～ 17:00

月額5,700円(税別)
［個人40分］

稲葉 孝典ギタリスト

1,500円9/9・30 10/14・28（土）　　

第1(日）
13：00～15：00
月額2,100円(税別)

第2・4(土）
9:45 ～ 11:00
月額4,000円(税別)

ことば遊びを楽しむ

俳句でコミュニケーション

俳句をとおして自分
以外の人々のさまざ
まな物の見方や考え
方に触れてみましょ
う。これからの人生が
豊かになります。

中田 剛「白茅」代表 「翔臨」同人

1,500円9/3 10/1（日）13：00～

月額4,100円(税別)

すぐに使える
おとなの初級英語Ⅰ

中学英語でやり直し。簡
単センテンスですぐに使
える英語を身につけま
す。会 話 だ け で な く
E-mailや日記もつけら
れるようになります。

伊豆田 弘子 英語講師

1,500円
9/9・23 10/14・28(土）9:45～

9/27・10/18(水） 10：30～11：30
受講料 各回1,700円（税別）資料代100円
（1回のみの受講可）

【レッスン内容の一例】
鉄道券売機の使い方、
道案内の仕方、
おすすめのお店の伝え方等

幸せへの扉を開く

人相&手相 占い1日講座

顔、眉、目、口、鼻などで生
まれつきの素質が見えて
くる人相占い。幸せの扉
を開きに行く手相占い。2
つの人気占いを1日講座
で学んでみましょう。

中川 倫華占いセラピスト

手相 9/11 10/23（月） 10：30～12：00
人相 9/4 9/18（月） 10：30～12：00
受講料 各回2,000円（税別）

男性限定でリラックス

男のヨガ

日頃忙しく働いている男
性に。凝り固まった体をほ
ぐし、延ばして動いて心と
体をスッキリリフレッシ
ュ。男性限定なので気兼ね
なくできるのもおすすめ
ポイントです。

前田 直美 ヨガインストラクター

9/28（木）
19：30～20：30
受講料1,800円（税別）保険料108円

カビ対策も

秋のOh!掃除

実は大掃除は気候のい
い秋に行うと効率がい
いのです。お家にあるも
のを使って楽々のお掃
除法を知りましょう。ま
た秋に根付くカビ対策
のお話もいたします。

橋本 敦子 清掃マイスター認定講師

10/17（火）
11：00～12：30
受講料2,000円（税別）資料代200円 資料代200円

ハングルを読もう

ハングルといえば浮か
ぶのがあの文字。母音21
音、子音19音でアルファ
ベットのように組み合
わせて文字をつくりま
す。たった4回のレッス
ンでスラスラ読めるよ
うになりますよ。

李 珍雅 韓国語講師

9/22 10/13・27 
11/10(金）
11：20～12：20
全4回8,000円（税別）

野菜がぐんとおいしくなる!

干し野菜を作ろう

切って干すだけでおいしくて栄養もアップ
する干し野菜。長期保存が可能で旨みが凝
縮され料理の下ごしらえが楽になります。
忙しいあなたに。

立花 かゆり

10/19（木）
10：30～12：00
受講料1,500円（税別） 500～1,000円

愛情ホルモンUP!

ハンドトリートメント講座

アロマと植物油を用いて手のひらや指、手の甲、手首か
ら肘までの簡単にできるハンドトリートメントを学び
ます。注目なのはトリートメントをする方もされる方
も「愛情ホルモン」と呼ばれているオキシトシンの分泌
を促すこと。アロマの心地良い香りの中心身ともにリ
ラックスします。

今神 早苗 アロマセラピー森の精セラピスト ジュニア野菜ソムリエ

10/25(水）
10：30～12：30
受講料2,000円（税別）材料費1,000円（オイルのおみやげ付）

保険料108円

健康に歩こう

はじめてのノルディックウォーク

2本のポールを持って歩くので下半身と上
半身を使い、全身運動となります。腰やひざ
への負担も軽減されるので、ウォーキングが
気持ちの良い季節にトライしてみませんか。

田中 みどり 全日本ノルディックウォーク連盟
公認指導員

10/30（月）
10:30～12:30
受講料1,700円（税別）
保険料108円 ポールレンタル可500円（要予約）

赤ちゃんといっしょに

ベビーヨガ

赤ちゃんの免疫力、抵抗力を高め脳の発達
を促します。赤ちゃんといっしょに体を動
かして遊びましょう。パパと赤ちゃんのペ
アでもＯＫです。

上村 香織 ベビーセラピスト協会認定
ベビーヨガインストラクター

10/17 11/21（火）
10：30～11：30
各回1,500円（税別）

シニアのための

買う前に楽しくわかる iPhone体験

スマホに興味はあれど
使えるかなぁと不安な
方。スマホの人気機種
iPhoneを体験しましょ
う。1人1台お貸しします
ので実際に操作しなが
ら基本機能や楽しみ方
を学べます。

ソフトバンクスマートフォンアドバイザー

10/6（金） 10：30～12：30
受講料1,000円（税別）

全4回

全2回

京都スポーツ教室 小学生の

10月開講
全6回

JEUGIAカルチャー
http://culture.jeugia.co.jpホームページ

10:00～20:30

〒520-0831 滋賀県大津市松原町13番15号 平和堂石山店5F

WEB検索は

お申込みは
店頭・お電話
ホームページ

ご予約OK!
いずれでも

●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。

ご予約
承ります

体験・見学も承ります!
ご入会受付中

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］
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京阪石山坂本線 京阪石山駅・
JR琵琶湖線石山駅下車、
石山商店街方面徒歩5分


