
5/13・27、6/10・24㈰10:30～ 1,000円
マウスピース100円 5/18、6/1・15㈮13：30～ 1,500円 5/23・30、6/6㈬13：30～ 5/14・21、6/11・25㈪14：20～ 1,500円 5/16・30、6/6・20㈬10：30～ 1,500円 5/9・23、6/6・20㈬19：00～ 1,800円

日時はお問い
合わせください

1,400円

1,400円

5/17・24、6/7・14㈭20:00～ 1,400円 5/14・28、6/11・25㈪20：00～ 1,400円 5/18・25、6/8㈮17：30～
5/14・21、6/4㈪10：30～

1,500円 5/11・25、6/1・8㈮11：00～ 1,500円

5/13・27、6/10㈰13：30～ 1,500円 5/15・22・29、6/5・12㈫19：50～ 1,500円 5/14・21・28、6/4・11㈪20：00～ 1,500円 5/12・26、6/2・16㈯15：30～ 1,200円 5/23、6/13・27(水)13：30～ 1,000円 5/18、6/1・15・29㈮10:30～/13:00～ 1,500円

5/18、6/1・15・29㈮13：00～
5/8・22、6/12・26㈫12：45～ 2,000円 5/12・26、6/9・23㈯11：50～ 1,500円 5/11・25、6/8・22㈮12:30～/13:30～ 2,000円 5/27・6/3㈰13：00～ 1,500円 5/30、6/6・20㈬15：30～ 1,500円 5/21㈪10:30～ 2,000円

5/19、6/2・16㈯17：30～ 1,250円 5/11・25、6/8・22㈮10:15～
1,500円
500円 5/17・31、6/7・21㈭16:00～ 1,400円 5/25、6/8・22㈮18:45～ 1,500円 5/28、6/11・25㈪10：30～ 2,000円

5/15・29、6/5・19㈫10:30～
5/11・25、6/8・22㈮10:15～

1,500円
300円

5/15・29、6/5・19㈫14：00～
1,500円
1,500円程度 5/19・6/16㈯13:30～ 2,000円 1,000円 5/22、6/12・26㈫10:30～ 1,500円 1,000円 5/11・6/1㈮10:30～ 2,000円 1,000円 5/24・6/28㈭10:15～ 1,500円 850円 5/11・25、6/8・22㈮13:00～ 2,000円

1,000円

5/21、6/4・18㈪10:30～ 1,500円 500円 5/16、6/6・20㈬10:30～
1,800円
1,000円程度

1,000円
1,000円程度

2,000円
500円 5/17・6/21㈭13:00～

5/28・6/25㈪13:00～ 1,500円
1,000～1,500円

毎回540円

5/7・6/4㈪13:00～ 1,500円 1,000円 5/9・6/6㈬10:15～ 1,000円 100～200円 5/14・6/11㈪13:00～ 1,500円 500円 5/24、6/14・28㈭13:30～ 1,500円
1,000円

2,000円
1,500円 5/13・6/10㈰10:30～ 2,000円

5/12・26、6/9・23㈯10:30～ 1,500円
300円 5/15・29、6/5・19㈫13:30～ 1,500円

500円 6/4㈪13:00～ 1,500円 500円 5/17、6/7・21㈭10:30～
2,000円
1,500円 6/7㈭13:00～ 2,000円 1,500円

5/16・23・30、6/6・13㈬ 各時間
1,000円

1,500円～

5/19・26㈯
6/2・9・16㈯
各時間

1,000円

5/15・22・29㈫
6/5・12㈫
各時間

1,000円

5/19、6/2・16㈯10:45～ 1,000円 1,200円 5/16・23・30、6/6・13㈬ 各時間 500円 1,000円

5/12・26、6/9・23㈯13：00 ～ 1,000円
200円

5/16･30、6/6・20㈬
10:30～ 1,000円

5/16･30、6/6・20㈬
11:30～ 1,000円

5/11・25、6/8・22㈮17：00 ～
1,500円
1,000円 5/17・31、6/7・21㈭16：00～ 1,400円

5/11・25、6/8・22㈮17：00～ 1,000円

5/20、6/3・17㈰10：30～ 1,000円 1,000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

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 日時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

片岡秀之 日本スポーツ吹矢協会公認指導員

子どもから大人まで スポーツ吹矢

第2・4(日）10:30～12:00　月額3,700円(税別)

円形の的をめがけ、息を使って矢を放つ日本で
生まれた新しいスポーツです。最大の特徴は呼
吸法にあります。高い運動能力はいらないので
誰でも手軽に始められ、集中力と精神力も必要
な心身共に鍛えられる健康スポーツです。

輿石純司　二上和美　日本健康太極拳協会師範

楊名時  健康太極拳

第1･3(金)13:30～15:00
月額3,100円(税別)

ゆったりとした動きに合わせた
腹式呼吸で、健康の維持促進、
生活習慣病の改善など太極拳
で幸せを呼びましょう。

嶽山礼子 花架拳学会講師

体にやさしい有酸素運動   花架拳

月3回（水）13:30～15:00
月額4,500円(税別)

花架拳は中国のクラシック曲に合わせて
行う健身術。舞の要素が含まれた優美
でのびのびした動きです。

KIYO Spanish Line K フラメンコ教室　主宰

楽しくおどろうフラメンコ舞踊(初級）

第2･4(月）14:20～15:20
月額4,100円(税別)

初めての方を対象に、本場スペ
インの曲にのってフラメンコ独
特のリズム感や踊りを身につけ
ます。

マカナレイラニ坂宗 フラ　ハラウ・アロハ　レイラニ主宰

水曜のハワイアンフラ

第1・3(水）10:30 ～ 12:00
月額4,100円(税別)

音楽に合わせて体を動かしハワイ
文化フラを楽しみましょう。キラキラ
輝く女性を目指して。

Kana Lea lea Hula Stadio代表

ゆったり優雅にハワイアンフラ

第1・3（水）19:00～20:30
月額3,600円(税別)

お仕事帰りの方、１日の家事を
終えた方、一緒にゆったり優雅な
ハワイアンフラを楽しみましょう。

中川理絵 本多恵子バレエ学園教師

本多恵子バレエ学園
大人の為のクラシックバレエ

月3～4回(月)・(木）18:40～19:55
月3～4回…月額4,650円～(税別)
月7～8回…月額8,750円～(税別)

谷口陽子 谷口バレエスタジオ 谷口美貴江代表

大人のやさしいクラシックバレエ

月3～4回(火)19:00～20:15
月3～4回(水)20:15～21:30
月3～4回…月額4,260円～(税別)
月7～8回…月額8,050円～(税別)

谷口陽子 谷口バレエスタジオ

大人の為のクラシックバレエⅠ

月3～4回(土）10:30～11:40　月額4,260円～(税別)

谷口陽子 谷口バレエスタジオ

大人の為のクラシックバレエⅡ

月3～4回(土）11:45～13:00　月額4,260円～(税別)

中川理絵
本多恵子バレエ学園教師こどものためのクラシックバレエ本多恵子

バレエ学園
月3～4回(月)・(木）16:00～17:00［幼児(3歳～6歳)］
　　　　　　　    17:00～18:30［小学生］
月3～4回…月額4,650円～(税別)  月7～8回…月額8,750円～(税別)

谷口美貴江 谷口バレエスタジオ代表こどものクラシックバレエ
月3～4回(火)16:00～17:00［3～7歳］、17:00～18:30［7～12歳］
月3～4回(水)16:30～17:30［6～9歳］、17:30～18:45［9～12歳］
　　　　　   18:45～20:15［12歳以上］
月3～4回…月額4,260円～(税別)  月7～8回…月額8,050円～(税別)

中川理絵 本多恵子バレエ学園教師

おとなのバレエ
はじめてのバー＆ストレッチ

月3～4回（木）20:00～21:10
月額4,650円～(税別)

おとなになってから初めてバレエを
習う方に。

中川理絵 本多恵子バレエ学園教師

本多恵子バレエ学園
はじめてのトゥシューズレッスン

第2・4（月）20:00～21:10〈3ヶ月5回〉
月額3,100円(税別)

バレエを学ぶ方なら誰でもあこがれる
トゥシューズ。履き方からレッスンしま
す。（バレエ経験者のみ）

ヒロ タップインストラクター

タップダンス

月4回(月)10:30～11:40 ／月4回(金)17:30～18:40
月額6,200円(税別)

基本のステップからゆっくり始めます。
音楽に合わせてリズムを刻む独特の
魅力を味わってください。

藤井克之 ロス･アミーゴス･カリエンテス

キューバ音楽でサルサダンス！

月3～4回(金)11:00～12:30
月額6,330円～(税別)

キューバ音楽のリズムにのってペアだけで
なくグループでも踊れるカジュアルなダン
スです。ぜひ楽しさを体験して下さい。

NAKATSU ダンサー

HIP HOP

第2・4(日）13:30～15:00
月額3,000円(税別)

ストリートダンスの基礎をレッスン。
未経験者～経験者まで多くの人が
楽しめるクラスを目指しています

NAOTO TV「スタードラフト会議」M.R-N＋パパとして出演

ストリートタップ

月3～4回(火)19:50～20:50
月額4,650円～(税別)

ストリートダンスからタップまで、幅
広く楽しみたい方におすすめです。
基礎から丁寧に指導していきます。

NAOKO 元ＵＳＪパレードダンサー　フリーダンサー

ストリートジャズダンス

月3回（月）20:00～21:15
月額4,650円(税別)

ストレッチや基礎の動きを練習して楽しく
振り付けを覚えます。アットホームな雰囲
気で初めての方も大歓迎です。

田中みどり ラブキャッツ代表　コレオグラファー

おとなのための
はじめてのストリートダンス

月2回(土)15:30～16：30
月額3,000円(税別)

大人だって踊りたい！初めてでもご心配なく。基本からしっか
りレッスンします。楽しく楽しくとことん楽しく踊りましょう。

花柳静山 花柳流日本舞踊師範名取

花柳流日本舞踊

第2・4(水)13:30～15:00
月額4,800円(税別)

日本古来の礼節、豊かな情操、思いやる心
を楽しく踊りましょう。美しい立ち振る舞い
が身につき自分磨きにも最適です。

松田左江子 一般社団法人日本朗読協会認定講師

朗読教室～心に奏でる朗読～

第1・3(金)10:30～12:00
　　　　 13:00～14:30(初級）
月額3,500円(税別)

声を出して読んでみましょう！声はからだの
楽器です。貴方の声でお話を奏でませんか。
発声練習から丁寧に始めるレッスンです。

樫村昭裕 マージャン講師

健康マージャン教室

第2･4(火)12:45～14:45
　　　　 15:00～17:00
第1・3(金)13:00～15:00　月額4,100円(税別)

マージャンは認知症予防の脳トレとしてと
ても人気があります。基本からわかりやす
く、簡単に覚えられるように指導します。

伊豆田弘子 英語講師

おとなの初級英語Ⅰ

第2・4(土）11:50～13:20
月額4,000円(税別)

毎回１つのトピックを練習しその
後、中学初級レベルの単語を使っ
て日常の出来事等を楽しく会話で
きるよう練習します。

李珍雅 韓国語講師

・基礎から学ぶ韓国語 入門クラス
・韓国語 中級クラス

第2･4(金)12:30～13:30［入門クラス］
　　　　 13:30～14:30［中級クラス］
月額4,100円(税別)

ケンチャナヨ！きっかけはいろいろあれど
韓国語を話したい方、楽しく始めましょう。
少しわかる方～経験者まで。クラスはお
問い合わせください。

中田　剛 「白茅」代表　「翔臨」同人

俳句でコミュニケーション

第1(日）13:00～15:00
月額2,100円(税別)

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。

北西定明

囲碁教室

第1・3(水)15:30～17:30
月額3,100円(税別)

ルールは簡単！誰でも楽しめる陣地
取りゲーム。奥の深いゲームなので、
入門者も初級者も上級を目指してい
ただけます。

中川倫華 占いセラピスト

楽しむタロット(入門）

第1・3(月)10:30～12:30
月額5,000円(税別)

過去・現在・未来をつなぎ道標のツール
となるタロット。気づきが生まれるリーデ
ィングをご一緒にいたしませんか。
初めての方におすすめです。

清水かずえ 教授

日本きもの学院 着付教室

月2回または月4回(土)
17:30～19:30
月4回…月額6,200円(税別) 月2回…月額3,100円(税別)

町着、普段着から正装（訪問着、留め袖、振
袖、袴）まで美しく着付けられるようにご指導
いたします。

大星琳霽 暁書法学院講師

書道教室(毛筆・漢字・日常書）

第2・4(金)10:15～12:15
月額4,100円(税別)

大筆・小筆で基本から学べます。基本の
点画に重点を置き、多くの字が学べます。
基本的なお稽古から始めますので初心
者の方も安心してご受講できます。

奥村祥香 読売書法会理事
謙慎書道会理事

書道教室・毛筆(漢字・かな)
・硬筆(ペン字)

第1・3(木）16:00～18:00
月額4,350円(税別)

初心者から上級者まで、毛筆（漢字・
かな・実用書）ペン字(鉛筆）と幅広く
ご指導します。

宮川恵風 日本書芸院二科審査員

書を学ぶ

月2回（金）18:45～20:15
月額4,100円(税別)

美しく丁寧な手書き文字は真心が
伝わるもの…。パソコン、メールの
時代だからこそ美しい書を一緒に
学びましょう。

小笹伸子 読売書法評議員

かな書道と日常書

第2･4(月)10:30～12:00
月額5,100円(税別)

展覧会に作品出品を希望の方、及び日常
書道、並びに級段のつく競書を希望の方、
毛筆、硬筆初歩から指導致します。

木村楓渓・大星琳霽 暁書法学院講師

筆ペン・ボールペン「美文字」講座

第1・3(火)10:30～12:30
第2・4(金)10:15～12:15　月額3,100円(税別)

日常使いの多いボールペン字と冠婚葬
祭に役に立つ筆ペンの両方が学べま
す。整った美しい字を目指しましょう。

木村瞳見 ニットろぐくらぶ会員　日本手芸普及協会会員

手編み～瞳見's 手作りニット～

第1･3（火）14:00～16:00
月額3,100円(税別)

1本の糸が「かたち」になり、「完成」
する楽しさを体験して下さい。初心者
の方でも編み物の楽しさを経験でき
るよう指導します。

小林祥子 からむし工房認定講師

韓国のパッチワーク  ポジャギ

第3(土)13:30～15:30
月額2,100円(税別)

韓国の針仕事であるポジャギ。韓服に
使われている絹、麻で小物から始めま
すので初めての方でも楽しめます。

諏訪知子 日本手芸普及協会パッチワークキルト指導員

布の魔法 わくわく手づくり布小物

第2・4(火)10:30 ～ 12:30
月額4,000円(税別)

磯野幸子・渡邉直子 中山手芸研究所講師

モラと刺しゅう

第1(金)10:30～12:30
月額2,600円(税別)

モラとは中南米パナマの手芸です。
他では見ることがない鮮やかな色
彩が特徴です。カラフルで情熱的
な作品をつくりましょう。

老邑智子 日本手工芸指導協会師範・評議員

毛糸でつくる ポルトガル刺繍

第4(木)10:15～12:15
月額2,300円(税別)

毛糸を粗目のキャンパス地に刺すので、目に
やさしい手芸です。家で眠っている毛糸を活
かすことも出来ます。コースターからマット、
タペストリーまで色々な作品を楽しめます。

岡本朋子

仲川京子

戸塚刺しゅう協会師範

戸塚刺しゅう

第2・4(金)13:00～15:00
月額4,100円(税別)

一針ずつ積み重ねてあなただけ
の新しい空間を作りましょう。
刺しゅうのある生活を！

丸山宗泉 裏千家準教授

裏千家茶道(立礼）

第1・3(月)10:30～12:30
月額3,500円(税別)

日本文化の「おもてなし」　楽しみながら身に付
く茶道を始めませんか?お菓子と一盌のお抹茶を
頂きますと心身共に癒されます。体によいと云わ
れるお茶を気軽に始めてお楽しみ下さい。

音羽富士桜 草月流師範

いけばな草月流

第1・3（水）10:30 ～ 12:30
月額3,600円(税別)

いつでもどこにでも自由に生けるいけ
ばな草月流。初めての方はもちろん以
前習っていた方もお花のある日常を。

関　佳秋

池坊いけばな＆フラワーアレンジメント

第1・3(日)10:30～12:30
月額3,000円(税別)

いけばなは長い歴史の中で人々
に受け継がれてきた伝統文化で
す。四季折々の花とふれあい心を
潤しましょう。

内田和代 くみひも講師資格華道家元池坊正教授

伝統工芸「組みひも」

第2（水）10:30～12:30
月額2,000円(税別)

日本の手工芸の組みひもを作ってみま
しょう。小物やアクセサリーなどの身近な
物から本格的な帯締めまで楽しめます。

立花かゆり 野菜ソムリエ
ベジタブルビューティアドバイザー

主食からおつまみまで　
男のパパッと料理教室

楽しい家庭焙煎
焙りたてコーヒー講座［全6回］

第4(月)または第3(木)13:00～15:00
月額1,900円(税別)

料理は初めてという男性方！楽しくおしゃべりしながら始めて
みませんか。試食タイムも楽しみの一つです。

NPO法人「一杯のコーヒーから地球が見える」理事

第4(木)13:30～15:30
全6回12,600円(税別)

【全6回】5/24・6/28・7/26・8/23・9/27・10/25㈭

コーヒーは生鮮食品。炒りたてが一番おい
しい！焙煎から立て方まで家庭で本格的に
楽しみたい方におすすめの講座です。

藤原千鶴子 伝統手織協会公認インストラクター

花風雅で織る「伝統手織」

第1（月）13:00～15:00
月額2,600円(税別)

卓上手織り機を使って、簡単な作品
作りからスタートして、個性あふれる
作品を楽しんでいます。

高野和香子 近江折り紙の会支部長

たのしい折り紙

第1(水)10:15～12:00
月額1,300円(税別)

1枚の紙から無限に広がる折り紙の世界。
指先を使い感性を養う折り紙は今、脳トレ
としても注目されています。毎回季節に沿っ
た作品を仕上げていく楽しいクラスです。

髙垣成美 ペルガマーノチューター

楽しいパーチメントクラフト

第2(月)13:00～15:00
月額2,000円(税別)

厚手のトレーシングペーパーに図案を描き
道具を使って花やレース模様を浮き立た
せます。繊細で清楚、レースと見間違えるほ
どの美しいクラフトを始めてみませんか。

橋爪則子 ガラスフュージングインストラクター

ガラスフュージング

第2・4(木)13:30～16:00　月額4,500円(税別)

板硝子やミルフィオリと呼ばれる模様が
ついているガラス板を電気炉で焼きあげ、
アクセサリー、小物を作ります。出来上がり
は焼き上がりで１つ１つ違ってくるので
オリジナルの作品が生まれます。

杉山万佐江 日本手芸普及協会
カリグラフィー部門指導員会員

西洋の書 カリグラフィ

第2・4（木）10:30～12:30　月額4,100円(税別)

川嶋和則 からだコンサルタント

筆ペンゆる文字講座

第2(日)10:30～12:30
月額2,878円(税別)

筆ペンでゆる文字を書くコツを指導しま
す。字の苦手な人ほど味のある作品が！
ゆる文字で心と身体を解放しましょう。

福村真美 京都市立芸術大学大学院修了　滋賀県美術協会会員

大人の絵画教室
（水彩・パステル・油彩・デッサン）

第2・4（土）10:30～12:30
月額5,100円(税別)

描きたいモチーフや画材に合わせ、相談しながら制作内容を
決めます。画材の使い方など基礎から指導します。

木村楓渓 暁書法学院講師

筆ペンはがき絵

第1・3(火)13:30～15:00
月額4,000円(税別)

カラー筆ペンではがきに四季
折々の絵を描き、一文添えて完
成。6色のみで多彩で活き活き
とした絵が楽しめます。

ＭＡＨＩＮＡ ＡＬＯＨＡもじＣＬＵＢ日本部講師

新しいアート ALOHAもじ

第1(月)13:00～15:00
月額3,000円(税別)

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。

吉岡真秋明 古今流真多呂人形教授

木目込み真多呂人形

第1・3(木)10:30～12:30
月額4,100円(税別)

京都上賀茂で生まれた賀茂人形の流れ
をくむ格調高い木目込み人形を初歩から
上級まで御指導いたします。

目片紀代美 日本貴金属粘土協会講師

シルバークレイで作る
アクセサリー

第1(木）13:00～14:30　月額2,500円(税別)

純銀の粘土を使って思うままに形を作
り、電気炉で焼き磨くと銀となって輝き
を放ちます。あなたの手で自分だけの
ステキな作品を作りましょう。

木村由紀子 監修：栗原蘇秀漆芸伝承の会認定講師

壊れた器の修繕 金継ぎ入門

第2(木）12:30～15:30
月額3,400円(税別)

破損してしまった大事な陶器や漆器
がよみがえります。割れた部分を継
ぎ、欠けた部分を成形し、その部分
に金や銀の化粧を施す技法です。

岡部好美 カワイ体育教室講師

ギタリスト ギタリスト

カワイこども体育教室

15:30～16:20［年少～年長］
16:30～17:20［小学生低学年］
17:30～18:20［小学生高学年］

月3～4回(水)

月額
5,550円～(税別)

16:30～17:15［リトル：3歳～小学低学年]
17:15～18:15［キッズ：小学生]
18:45～19:45［ジュニア：小学高学年～ ]

ぐんぐんと物事を習得するこの時期に運動する楽しさを身につけ
自ら進んで運動しようとするこどもに育てましょう。

土屋喜則

こどもギター教室

第1・3(月)
16:00～20:30

［個人30分］
月額5,500円(税別)

ギターを通してリズム感、演奏力、感性を無理なく
楽しみながら身につけます。
かっこいいちびっこミュージシャンをめざそう。

稲葉孝則

第1・3（土）
11:00～17:00

［個人40分］
月額6,100円(税別)

田中みどり ・ MIKA ラブキャッツ代表

ストリートジュニアダンス

月3～4回(土)
14:30～15:15［ミニ：年少～］
15:30～16:30［Jr.A：小学1年～小学3年］
16:45～17:45［Jr.B：小学4年～小6年］
16:45～17:55［ストリートＡ（中学生）］
18:00～19:10［ストリートＢ（高学生以上）］

月額
4,500円～(税別)

月額
4,800円～(税別)

ダンスしたい子あつまれ!
基本からステップまで丁寧に
指導します。みんなで楽しく踊
りながらリズム感、社会性を
養っていきます。

学研科学実験教室専任講師

学研 科学実験教室

第1・3(土)10:45～12:15
月額3,400円(税別)  ［教材費］1,200円

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。

NAOTO TV「スタードラフト会議」
M.R-N＋パパとして出演ストリートダンス

（ロックダンスリトル・キッズ＆ジュニア）

月3～4回(火)

月額
4,650円～(税別)

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。

杉原暁子 学研専任講師学研 幼児コース ほっぺんくらぶ

園児クラスⅠ（年少～年中）
Ｈ25年4/2 ～Ｈ27年4/1生

もじ、かず、ちえの学習を成長に合わせて進め、算数国語の基礎を築きます。
考える力が身につきます。

60年以上の歴史と500万人以上の卒業生を送り出してきたヤマハ音楽教室が、
お子さまの豊かな感性と創造性をのびやかに育みます。

英語特有の"音とリズム″を子どもたちが楽しく自然に身につけられることを大切にし、子どもの成長に応じて、
その時期に一番伸びる力を無理なく伸ばします。

福村真美 京都市立芸術大学大学院修了
滋賀県美術協会会員

こどもアトリエ

第2・4(土)13:00～14:00
月額3,500円(税別)

絵具や粘土、自然物を使って、写生
や空想画や工作などを製作します。
表現力や豊かな発想力を育みます。

村田美香 JEUGIAこども表現教室講師

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。

月3～4回(水)13:15～14:15
月額4,050円～(税別)

［教材費］2,321円

園児クラスⅡ（年長児）
H24年4/2 ～ H25年4/1生

月3～4回(水)14:25～15:25
月額4,050円～(税別)

［教材費］2,321円

宝里初美 ハンドメイドクリエイター JLL認定インストラクター

小学生のたのしい手芸教室

第2・4(金)17：00～18：00
月額3,100円(税別)

いろいろな道具を使用し１か月に
１作品小物を作ります。完成させる
ことで自信がつき、創造力が養われ
ます。

奥村祥香 読売書法会理事　謙慎書道会理事

こどもの書道教室（毛筆・硬筆）

第1･3(木)16:00～18:00 　月額4,350円(税別)

大谷清明 師範7段

スポーツチャンバラ

第1･3(日)10:30～12:00
月額3,000円(税別)

武道のもつ礼儀とスポーツの競技
性を持っています。軽装でエアー剣
を使用するのでスピード感にあふ
れ安全に武道を楽しめます。

矢頭裕二 国際空手道円心会館滋賀支部支部長

こどもの為の実践空手

月3～4回(土)10:15～11:30
　　　　　   11:40～12:55
　　　　　   13:05～14:20　月額4,350円～(税別)

楽しく厳しい稽古で、自然と礼節も身に
付く空手です。また、心身共に強くなる
よう丁寧に指導していきます。

●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。

…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］

［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

〒520-0806滋賀県大津市打出浜14-30 Oh!Me 大津テラス4F

JEUGIAカルチャー0120-208-055

中学生以上（バレエ経験者） 中学生～

小学生から ［全6回］
人気講座

布を使って数々の小物作りをしてみませんか。魔法のように
変幻自在な布を楽しみながら作品を作る、そんなわくわく手
作り講座です。大好きな布でステキな
作品作りのお手伝いをします。

手書き文字を書く楽しさはスマホやパソコンで
は得られません。ペン先や筆から生まれる美し
い文字や絵を学んでお友達やご家族に贈って
みませんか。プレゼントに添えるメッセージカードにもステキで
す。ハンドメイドならではの味わいをぜひ！

入
会
と
受
講
の
ご
案
内

光岡　萌

こどもピアノ教室
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)

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)

3歳～

4歳～小学生

小学生

4歳～

年長～

7ヶ月～ 1歳6ヶ月

幼児～中学生
宮川恵風 日本書芸院二科審査員

こども書道

月3回(金)17:00～18:30　月額4,170円(税別)

小学生～中学生

小学生～ 年長～小学生

0～3歳の音楽情操・リトミック
第1･3(水)
10:30～11:30
月額3,500円(税別)

［年間教材費6,000円］

1
歳児

お ん がく ラ ンド

7ヵ月
から

1歳7ヶ月～ (2歳児)

1歳児（満1歳～）

第1･3(水)
11:30～12:30
月額3,500円(税別)

［年間教材費6,000円］

2
歳児

キャンバストート（マチ付き）の
オリジナルデザイン入り
レッスンバッグです！
普段使いにもぜひ！
本体サイズ/約W36㎝×H37㎝

入会
6/30㈯まで

キャンペーン
新規
Present!Present!オリジナル

 レッスンBag
    プレゼント!

オリジナル
 レッスンBag
    プレゼント!

らっきークラス
2歳児（満2歳～）
ぷっぷるクラス

ヤマハで学んだ「音感」で、生涯音楽とともにある人生を。

ヤマハ音楽教室・ヤマハ英語教室の詳細はお問い合わせ下さい。

ヤマハの英語は
徹底的に「聞く」「使う」
だから話せる。

6/30㈯までにご入会の方にオープン記念特典!

4･5歳児(H24.4/2～H26.4/1)3歳児(H26.4/2～H27.4/1)
ヤマハ大津 検索

2歳児(H27.4/2～H28.4/1)

3歳児(H26.4/2～H27.4/1)

ジュニアスクール
基礎コース
小学生

幼児科
4・5歳児

(H24.4/2～H26.4/1)
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