
5/24、6/14・28㈭17：00～ 1,000円 1,400円5/15・22・29㈫、6/5・12・19㈫19：00～ 5/18・25㈮、6/1・15㈮ 各時間 小学生1,000円　中学生～1,500円 5/25・6/8・22㈮19：15～ 1,500円

5/9、6/13・27㈬17:00～ 1,000円 1,200円800円 6/1・15㈮19:00～ 5/9、6/13・27㈬19:00～ 1,500円 500円 5/23㈬10：30～ 1,000円 5/30、6/13・27㈬19:00～ 1,500円 5/22・29、6/5・12㈫13:00～ 1,500円

日時はお問い
合わせください

日時はお問い合わせください

日時はお問い合わせください

時間はお問い
合わせください

時間はお問い
合わせください

時間はお問い
合わせください

時間はお問い
合わせください

時間はお問い
合わせください時間はお問い合わせください

1,000円

日時はお問い合わせ
ください

1,500円～

5/15・29、6/5・19㈫12:30～ 1,500円 5/7・21、6/4・18㈪13:30～ 1,500円

5/15・29、6/5・19㈫ 1,500円 5/18、6/1・15・29㈮ 1,000円 1,500円 5/23・6/27㈬ 1,000円 5/11・25、6/8・22㈮ 1,500円 5/13・27、6/10・24㈰10:15～ 1,500円

5/10・24、6/14・28㈭ 1,500円 5/17・31、6/7・21㈭ 1,500円 1,500円 5/13・27、6/10・24㈰10：30～ 1,500円 5/15・22、6/5・12・19㈫10：45～ 1,500円 5/9・23、6/13・27㈬10：30～ 1,500円

5/10・24、6/14・28㈭13:30～ 1,500円 5/17・24、6/7・14・21㈭19：15～ 1,500円

5/11・18・25、6/1・8・15㈮13：30～
5/11・25、6/8・22㈮14：40 ～ 1,500円 5/14・28、6/4・11・18㈪10:30～ 1,500円 5/14・28、6/4・18・25㈪13:15～ 1,200円 5/15・22、6/5・12・19㈫13:00～ 1,000円

秋竹朋子 音楽家・ボイストレーナー老いない声のつくり方

はじめてのヨガ 大人の絵画教室はじめてのヨガ 大人の絵画教室カワイこども体育教室
本多恵子バレエ学園
大人の為のクラシックバレエカワイこども体育教室 ハワイアンフラハワイアンフラ バリ舞踊バリ舞踊 学研 科学実験教室学研 科学実験教室
本多恵子バレエ学園
大人の為のクラシックバレエ

声はトレーニングしないと老けてしまいます。腹式呼吸にのせた声で話すと美声になり、衰えがちな声帯
の筋肉も普段から筋トレされるので、自然と若 し々くハリのある声が保てるようになります。滑舌が悪い、
通らない、響かない、ハリがない・・・等の悩みを改善！
呼吸、発声法、発音さらには姿勢矯正などのトレーニングを行い、正しい「呼吸・発声・発音」の習慣を身
につけましょう。

「ホンマでっか⁉ TV」の美声評論家、TV番組出演で大人気！2万人以上のレッスンを実施
してきた、超絶対音感を持つカリスマボイストレーナーの秋竹朋子先生により直接指導。

大木浩行 小学生以上

小学生

【全6回】

小１～

小学生～

小１～大人

ホビーショップ ガネット代表

親子でミニ四駆教室

親子でミニ四駆を作って専用コース
で遊びましょう！前半はミニ四駆製
作、後半は作ったミニ四駆でテスト
走行とトーナメントを開催します。

折立冨美男 日本将棋連盟公認将棋指導員
京都府支部連合会理事　京都府アマ名人

こども将棋教室

第2・4（木）17:00～18:00
月額3,100円(税別)

めざせちびっこ棋士！初めてのこども
さん向けの基礎から学ぶクラスです。
考える力や集中力が身につく今、大人
気の将棋をはじめてみましょう。

谷口陽子 谷口バレエスタジオ

月3～4回(火)19:00～20:15
月額4,260円～(税別)

やさしいストレッチから始めるバーレッスンは、姿勢も良くなり若々
しいしなやかなボディをつくります。大人からバレエを始める方にも
おすすめです。

松葉重昭
指導員心も体も元気に 心身統一合気道大人のための

やさしいバー＆ストレッチ

月４回(金)16:30～17:30《小１～小３》
　　　　  17:40～18:40《小３～小６》
　　　　  19:00～20:45《中学生～大人》
小学生…月額5,200円(税別)  中学生～大人…月額6,200円(税別)

気の呼吸法や体操法、合気道の技を通じ心と体の力を最大限に使い、人生
をより豊かにすることを学びます。こどもクラスは行儀作法や落ち着きも身
につきます。 山野ありさ Hui Hula MAKALAPUA 主宰

～金曜夜はハワイアンでゆるゆると～
        ハワイアンフラ

第2・4(金)19：15 ～ 20：30
月額4,000円(税別)

心地良い音楽に合わせて笑顔でエレガントに踊りませんか。
基本のステップ、歌の意味など楽しくレッスンします。

小泉広明 一般社団法人二紀会準会員

こども絵画

第2・4(水)17:00～18:00
月額3,100円(税別)

アクリル絵の具やさまざまな画材を使って
作品を作ります。また転写技法やスパッタ
リング(霧吹き）などの技法を使いながら絵
画を楽しみます。

三好倫子 バリ舞踊家

ガムランの響きの中でバリ舞踊

第1・3(金)19:00～20:00
月額3,500円(税別)

バリ舞踊はインドネシアバリ島の踊り。ガムランの
神秘的な響の中で、基礎をゆっくり身につけましょ
う。普段は使わない筋肉を使うのでだんだんと引き
締まった印象の美しい姿勢に近づいていきます。

小泉広明 一般社団法人二紀会準会員

はじめての方も 趣味の絵画教室

第2・4（水）19:00～20:30
月額5,100円(税別)

鉛筆、油絵、水彩、アクリル絵具など好
きな画材で絵画を製作します。レベル
にあわせて表現方法やテクニックを指
導します。初めての方もどうぞ。

神谷剛史 背骨コンディショニング協会認定インストラクター

背骨コンディショニング
「腰痛解消講座」

第2・4（水）10:30～12:00
全6回（全納）15,000円(税別)

背骨の歪みを整え、不調を改善する「背骨コンディショニング」
の理論を理解し、正しいフォームを身につけることで腰痛をはじ
め体の不調を自分で解決する体操を習得できる講座です。

堤　和也 からだDesign LAB.代表　理学療法士

健康的な美しさを引き出す
大人の女性のためのウォーキングレッスン

第2・4（水）19:00～20:00
月額4,000円(税別)

カラダに負担の少ない美しい歩き方とは！美しく歩くために必要
な土台をエクササイズを通してしっかりと築きあげ、体の内側か
ら自然と動きが引き出される理想のウォーキングレッスンです。

鈴木万紀子 日本ボールルームダンス連盟
京都府プロダンスインストラクター

社交ダンス(初級クラス）

月3回（火）13:00～14:00
月額5,100円(税別)

社交ダンスの各種目を初めての方にもわかりや
すくていねいにレッスンします。音楽に合わせて
踊ることは心身ともに健康になります。競技ダン
ス選手として活躍中の講師と楽しく踊りましょう。

光岡　萌

ピアノレッスン
月曜日
15:00～20:00[個人30分]
月3～4回…月額7,800円～(税別)
月2回  …… 月額5,600円～(税別)

土屋喜則 ギター講師

月曜日のギター
（アコースティック/エレキ/ウクレレ）

第1・3(月)15:30～20:30［個人30分］
月額5,500円(税別)

大久保紀昭 大久保ギターウクレレ教室主宰

大久保ギター教室

中学生～ 　小学生～
Blues & Jazz Guitar 土曜のギター教室

（アコースティック・ウクレレ）

（アコースティック・エレキ）

第2･4(火)10:30～14:00［個人60分］
月額9,100円(税別)

西村靖博 ギタリスト

第2・4(火)18:30～20:00［個人40分］
月額5,300円(税別)

稲葉孝典 ギタリスト

第1・3（土）11:00～17:00［個人40分］
月額6,100円(税別)

上田麻喜 ジャズ　ヴォーカリスト

ポップスを歌おう

第1･3(火)12:30～14:00
月額4,800円(税別)

ポップス、歌謡曲、ジャズなど様々
なジャンルをみんなで楽しく歌い
ます。心も体も健康に！
レッツ・トライ！

光岡　萌 同志社女子大学学芸学部音楽科卒

童謡・唱歌を歌おう

月2回（月）13:30～14:30
月額3,500円(税別)

親しみやすい童謡から懐かしい歌謡
曲まで、生ピアノの伴奏で楽しく歌って
みませんか？

上田麻喜 ジャズ　ヴォーカリスト

ジャズスタンダード/ポピュラーソングを歌う

第1･3(火)14:30～20:45
［個人45分］
月額7,100円(税別)

楽譜が読めなくても大丈夫。初めての方も
経験者の方も楽しく歌いましょう。歌いたい
曲が課題曲です。

深本雅美 日本華楽学院講師

初めての中国二胡

第1・3(金)10:30～13:00
[個人40分]
月額6,500円(税別)

中国楽器の二胡を基礎から楽しく学んで
いただけます。柔らかな美しい癒しの音楽
を身近に感じたい方にお薦めです。

釋　百恵 聞韶二胡楽団指導部
月韶楽団代表

二胡・個人レッスン

第2･4（土）10:15～11:45
[個人30分]
月額6,100円(税別)

中国楽器のひとつ二胡。馴染みのある日本
の曲から中国の曲まで楽しめるように進め
ます。お気軽に体験してみてください。

松島身榮 長唄協会員　長唄松島流

長唄・三味線入門

第4(水)10:20～12:00
[個人40分] ※長唄は20分
月額3,350円(税別)

知っている曲を使い持ち方や譜面の読み方、唄はお腹から
の発声など基礎から指導します。月１回のお稽古で気軽に始
めませんか。　

黒田英子 オカリナ講師

はじめてのオカリーナ

第2・4(金）10:30～13:00
[個人30分]
月額5,100円(税別)

オカリナの心温まる優しい音色に触れてみませんか。
オカリナを初めて手にされる方も楽譜が読めなくても
大丈夫。楽しく演奏しましょう。

霜浦州平 京都リコーダーコンソート主宰

もっと気軽に♪
リコーダーアンサンブル

第2・4（日）10:15～11：15
月額4,100円(税別)

あなたも手軽にリコーダーを始めませ
んか。グループで練習すれば楽しさが
何倍にもふくらみます。

山田正子 京都市立芸術大学音楽学部フルート専攻卒

大人のためのフルート

月2回(木)10:30～13:00
［個人30分］
月額6,100円(税別)

優雅なイメージのフルートですがジャンルを問
わず楽しめます。初心者から、より上達したい方
まで丁寧に指導します。始めてみませんか。

森　滋宏 演奏家 大阪音楽大学卒

トランペット

第1・3(木)16:30～21:00
[個人45分]
月額7,100円(税別)

初心者から上級者、クラシックから
ジャズまで幅広く対応いたします。
奏法でお悩みの方もどうぞ。

前島文子 ドラマー

日曜のドラムス｜水曜のドラムス

月2回(日)14:00～20:40[個人50分]
第1･ 3(水)16:00～21:00[個人50分]
月額8,000円(税別)

ドラムを叩いてみませんか？初心者から
経験者まで各々の目的に合わせた内容
で楽しくレッスンしています。

竹田真由美 私スタイル癒しのヨーガ主宰者

女性のための 日曜朝のヨガ

第2･4（日）10:30～12:00
月額3,700円(税別)

ゆったりと心落ち着け、、香りや音楽、
ポーズを楽しみましょう。忙しい日常生
活をひと時忘れて健康で若々しい体
作りに役立てましょう。

Mieko ヨガインストラクター

リフレッシュYoga

月3～4回(火)10:45～11:45
月額4,650円～(税別)

日頃の疲れやストレス、コリを取り除き、
心も体もリフレッシュしましょう。
汗ばむ程度に気持ちよく動きます。

竹田真由美 私スタイル癒しのヨーガ主宰者

私スタイル  癒しのヨーガ

第2・4（水）10:30～12:00
月額3,700円(税別)

天然アロマの香りの中で日常のこわばりを
丁寧に解きほぐしましょう。大人女子の健
康と美しさ、前向きな気持ちを育てます。

Mieko ヨガインストラクター

お昼のリラックスヨガ

第2・4(木)13:30～14:30
月額3,100円(税別)

ゆったりとした呼吸と動きで体をほぐし
てリラックスしましょう。体の不調を軽減
し、心も元気で前向きに！

前田直美 ヨガインストラクター

木曜夜はゆるく＆リラックスしてゆるリラヨガ

月3回(木)19:15～20:15
月額5,100円(税別)

呼吸と共に1つ1つのポーズをしっ
かりと行う事で筋力、柔軟性、集中
力がアップ。自律神経を整えて過ご
しやすい体作りを目指しましょう。

Yon
ヨガインストラクターはじめてのヨガ

月4回(金)
13:30～14:30
月額6,200円(税別)

第1・3(金)
13:30～14:30
月額3,100円(税別)

第2・4(金)
14:40～15:40
月額3,100円(税別)

どなたでも参加いただける優しいヨガです。
無理なく体を動かして心と体をほぐしてい
きましょう。

杉浦能理子 ワールドピラティス
インストラクター

かんたんピラティス

月3～4回(月)
10:30～11:45
月額4,950円～(税別)

第1・3(月)
10:30～11:45
月額3,300円(税別)

自分のペースで無理なく体幹を鍛え強くする
エクササイズです。

田中みどり トータルフィット講師健康運動実践指導者

美しい体をつくるボディメイクエアロ

月3～4回(月)13:15～14:30
月額4,500円～(税別)

音楽に合わせて、楽しく有酸素運動、
筋トレ、ヨガなど身体に良い事して自
分で自分をボディメイクしましょう！

柴田　薫、 他講師 真向法教士10段

健康体操 真向法

月3～4回(火）13:00～14:30
月額3,150円～(税別)

手足の冷え、肩凝り、腰痛、疲れやすい
などの方、1日3分間、4つの体操を続
けて健康な体作りを始めましょう。

● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ● ジャンル豊富に140講座以上が集う 総合カルチャーセンター

［電話受付］
10時～20時

ご予約お申込み承ります!
からもホームページ

作品展
5/3(木・祝)～5/5(土・祝)
《入場自由》

アート・絵画・工芸
書道・フラワーなど
講師の作品を展示!
ぜひお越しください。

AM10:00～お申し込み受付開始

旧大津パルコ跡地「Oh!Me大津テラス」4Fに

入会
受講㈭4.26

㈮4.27
新規入会
お申し込み
受付中

〒520-0806滋賀県大津市打出浜14-30 Oh!Me 大津テラス4F

全講座案内 発　行：十字屋Culture株式会社
発行日：2018.4.26

JEUGIAカルチャー0120-208-055

4F

お電話・WEBより
※4/27㈮オープンより店頭でもお申し込み承ります。

6/3㈰ 13:30～16:00
2,000円(税別)
1,000円(税込)

定員
親子10組

申込締切
5/31(木)

5/27㈰ 13:30～15:00 3,500円(税別)
定員
20名

申込締切
5/20(日)

畑本伸一 写真作家・フォトマスター検定1級

インスタグラム入門講座

インスタグラムで700超のいいね！を獲得するまでに実践
してきた、写真を撮るために気をつける５つのポイントと、
インスタグラムの基本的な使い方を学びます。その後、ご
持参いただいた大好きな小物を撮影し、インスタグラムで
編集・加工から投稿までのワークショップを行います！

5/27㈰ 13:00～14:30
3,000円(税別)

定員
12名

申込締切
5/24(木)

小松正史 京都精華大学教授（工学博士） 作曲家 ピアニスト

気が付くとテレビの音、
上げていませんか？

大人気のドールチャーム

「テレビの音がうるさい!」「何度も聞き直さないで!」と家
族から指摘をうけてませんか。音の聞こえを改善して脳を
活性化し老化防止、認知症予防につなげましょう。音を聞
くトレーニングを行い、耳の感度をあげて耳を鍛えます。
音が心地よく聞こえるようになると世界が広がります。

6/3㈰13:00～14:30
1,700円(税別)

定員
10名

申込締切
5/27(日） 申込締切 6/24(日)

川添智未 唎酒師・日本酒学講師

日本酒ナビゲーター認定講座聞こえが変わる「耳トレ！」

日本酒を知り、もっと日本酒を楽しむための講座です。
お酒の基本知識から楽しみ方、ラベルの見方、専門用
語などわかりやすくお伝えします。※修了後、希望者に
は「日本酒ナビゲーター」認定証を発行します。

7/1㈰ 13:30～17:00
4,000円(税別)
2,500円(税込）※希望者のみ

4,000円(税込）
定員
10名

石田優子 プルミエネイル主宰　京都支部ルルベ認定講師

ルルベちゃん™ 認定講師レッスン

今、大人女子に大人気のルルベちゃん。1回のレッスンで基本を学
び、オリジナルの自分好みのドールチャームを一緒に作りましょう！
資格取得後は、レッスンや作品の販売が可能となります。

6/13㈬ 10:30～15:30
5,400円(税別)
10,800円(税込/テキスト代・認定料込)

定員
10名 申込締切

6/10(日)

吉﨑千恵 フィトセラピーインストラクター・ハンドケアインストラクター

一般社団法人日本ハンドケア協会 ハンドケアセラピスト認定講座カラーを使って
ストレス解消・パワー補給！

ハンドケアは最もシンプルな癒しの技です。親しい人はもちろん、医療や介護の
現場、こどもへのスキンシップ等において自然と相手に触れることができます。
確かな技術と正しい知識で優しい心を伝えましょう。
※ハンドケアセラピスト認定講座は、自身のケア、ご家族、ご友人など、身近な方
に対して行うハンドケアの習得を目的とします。

6/17㈰ 10:30～17:30
22,140円(税込/認定料・教材費込）

定員
8名

申込締切
6/12(火)

山本紗弥香 整理収納アドバイザー 2級認定講師

整理収納アドバイザー
2級認定講座

テレビや雑誌など、メディアも注目の講座です。
1日の受講で整理収納のスキルを学べて資格
も取得できます。一緒に楽しくお片づけを学び
ましょう。

7/8㈰ 10:30～17:30
23,100円(テキスト・認定料・税込)

定員
10名

申込締切
7/5(木)

岩淵　都 一般社団法人にhンライフオーガナイザー協会
マスターライフオーガナイザー

ライフオーガナイザー 2級認定講座

アメリカ発の片づけ法ライフオーガナイズを学ぶ
講座です。どんな風に暮らしたいか、具体的な手
順とワークを通して自分に合ったやりやすい、楽
な方法を身につけていきましょう。

7/22㈰ 10:30～17:30
20,000円(税別)

サブテキスト「ライフオーガナイズ～もっと心地いい暮らし」
※サブテキスト代（お持ちの方は不要）1,620円(税込）

定員
10名

申込締切
７/19(木)

橋本敦子 生前整理アドバイザー認定指導員

生前整理アドバイザー
2級認定講座

誰にでも必ず訪れる「人生のエンディング」を幸せに迎える
ために。思い出の品の片づけ方や情報の整理、エンディング
ノートの作成などを学びます。物・心・情報を整理してこれか
ら先の人生を明るく豊かに過ごしましょう。

6/12㈫ 12：00～17:00
9,000円(税別) ※テキスト代（認定料含）10,500円(税別)

定員
6名

申込締切
6/5(火)

北野宏代 カラータイプ１級インストラクター

カラー心理学で子どもを伸ばす！ 
「ほめ方しかり方」講座

あなたはこどもの褒め方や叱り方に自信がありますか？こんなに頑張っている
のに・・・という方がいれば、それはもしかしたら『手探りの自己流子育て』が原
因かもしれません。カラータイプカードforKIDSを使えば、その瞬間から、すぐ
に実行できてこどもが伸びる！ほめ方＆しかり方ができるようになります。

6/25㈪10:30～12:00
3,000円(税別) 2,160円(税込）

定員
10名

申込締切
6/15(金)

音羽笑美子

中国茶をたのしむ

1000種をこえるといわれる中国茶。4000年のもつふしぎな魅
力とパワーが漂っています。中国茶の歴史や入れ方作法を体
験し、おすすめの珍しいお茶のテイスティングを楽しみながら
中国茶の魅力に触れます。

5/30㈬ 10:30～12:30
1,500円(税別) 1,000円(税込）

定員
5名

申込締切
5/23(水)

廣山敦子 一般社団法人梨桜フラワー・カラーセラピー協会　講師

カラーセラピーソムリエベーシック講座

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。

6/10㈰ 10:30～16:30
8,500円(税別)
3,500円(税込/テキスト・修了証代込)

定員
10名

申込締切
6/3(日)

高見真紀子金曜日
15:00～20:00[個人30分]
月3～4回…月額7,800円～(税別)
月2回  …… 月額5,600円～(税別)

藤田恵子水曜日
15:30～21:00[個人30分]
月3～4回…月額7,800円～(税別)
月2回  …… 月額5,600円～(税別)

リード良美土曜日
12:00～15:00[個人30分]
月3～4回…月額7,800円～(税別)
月2回  …… 月額5,600円～(税別)

入会金 入会金
無料
シニア割

オープン記念特典!
割引
特典
割引
特典

お得なお得な

通常5,400円(税込)が➡2,700円(税込)に!

満65歳
以上の方は

随
時

【期間】2018年4/26㈭～6/30㈯ ※一部対象外あり ※他の割引との併用は出来ません


