
9/20(木)15:10～ 1,000円

1,000円 1,000円9/21（金）14:00～

随時体験可 2,050円 2,500円(税別)
950円

9/17(月)14:00～ 1,000円（税別）

1,500円（11月以降可能）

1,000円

（10月以降可能） 1,000円

9/14･28(金)13:30～ 2,050円

500円（税込）

1,000円時間はお問い合わせ下さい

（11月以降可能） 1,000円(税別)
1,000円(税別) 2,050円9/19(水)12:30～

1,000円（税別）
1,000円（税込）9/23･30（日）10:30～

9/12･26(水)12:15～無料説明会

9/25(火)10:15～
【申込締切 9/18】

1,000円時間はお問い合わせ下さい （11月以降可能） 1,000円(税別) 1,000円（税別）

1,000円(税別) 1,200円(税別) 1,000円 1,000円

1,000円(税別)
500円まで

1,000円(土曜クラスのみ)
1,000円

スポンジエイジ®キララ
竹中好美・出雲路睦代

第1･3(水)15:30～19:00［1回30分］
月額5,100円(税別)

水曜日のピアノKIDS

お子さんが、自発的に練習したくなるよう
なレッスンをいたします。CD教材やキャラ
クター教材を使用し、お子さんの興味をひ
く小物･グッズで飽きさせません。曲の聴き
取りや、ソルフェージュ楽典を取り入れ、音
楽が大好きになるレッスンをいたします。

あき 東京芸術大学音楽学部、大阪芸術大学音楽学科卒業

スポンジエイジインストラクター

第2･4(土)13:00～14:30
月額4,100円(税別)

こども光彩画

光彩画とは全く新しい絵画の技
法です。写実（写真）のような絵が
描けることで前に進んで、その先
にあるものを探っていきます。こ
どもひとりひとりの個性を大切に
と考えています。

身近にある、なぜ？どうし
て？を体感し、失敗や成功
を繰り返すことで、子ども
たちの自ら考える力を伸
ばします。

安齋 孝 光彩画主宰

第2･4(土)14:30～16:30
月額5,100円(税別)

光彩画とは、私が独自に開発し
た技法ですので、従来の描き方
とは違い、光彩画の世界を体験
して頂いて、共に研究し広げて
行きたいと考えています。写実
絵画が面白い程に表現出来る画
期的な方法で感動と楽しさを体
験して下さい。

第1･3(金)14:00～16:00
月額3,100円(税別)

町着、普段着、正装（訪問着･留め袖･振
り袖）まできれいに着付けられるように
ご指導致します。お持ちでないものは
無料でレンタルも致します。

清水かずえ 教授

光彩画（新しい絵画の技法）
安齋 孝 光彩画主宰

第4(火)10:15～12:15
月額2,500円(税別)

かぎ針編のかわいいこもの
基礎からはじめる

かぎ針小ものを作りながら、かぎ
針編みの基礎から学んでいただ
ける講座です。ステップ１で主に
かぎ針基礎を。ステップ２では配
色の替え方や、モチーフつなぎ
の作品などを作ります。

Sachiyo＊Fukao
ニットクラフト作家／
日本手芸普及協会手編み・機械編み指導員／
クロッシェカフェ認定専任講師

第1・3(金)11:45～13:15
月額4,100円(税別)

あなたに役立つ話し方教室

人と人とのコミュニケーション、それ
は言葉です。でも、どうも人前ではな
かなか思っていることが話せない…。
すぐあがってしまう…。そんな方の為
の教室です。大きな声で発声するこ
とで、少しずつ自信がつき、堂々と話
が出来るようになります。

藤谷昭子 元KBSアナウンサー、
電話応対技能検定指導者・審査員

聖花ステンドグラス認定講師

ジオラマ工房Sugimock代表

クラフトバンドで作る バッグと暮らしの小物たち
森戸佳子 クラフトバンドエコロジー協会認定講師

第1･3(月)
14:00～16:00
月額4,000円(税別)

軽くて丈夫な自分だけのバッグを作りませんか？
お友達に自慢できますよ♪
初めてでも丁寧に指導いたします。

水曜日のピアノ
あき 東京芸術大学音楽学部、大阪芸術大学音楽学科卒業

第1･3(水)
15:30～19:00［1回30分］
月額5,100円(税別)

初心者の方もピアノ経験者の方も、その方の弾きたい
曲を弾いてもらえるようご指導いたします。譜面が難し
い時は、講師が弾き易いようアレンジ致します。懐かし
い曲も今時の曲もお任せください。

タップダンス
ヒロ タップインストラクター

月4回（月）19:15～20:25
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。レベルにあわせてテクニック等
を徐々に加えていきます。様々なジャンルの音楽に合わせてタップ
に親しみます。音楽にのせて楽しく踊りましょう！

絵画教室
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

月2回(木)13:15～16:00
月額4,600円(税別)

油彩画、アクリル画、デッサンなど絵画を基礎から学
び、描くことや表現することの楽しさを体感しましょ
う。描きたい作品にあわせ、一人一人と相談しながら
制作内容を決めていきます。画材の使い方やものを
見て描く方法など、基礎から指導します。

漢詩で舞う古典芸能  剣舞と扇舞

第2･4(水)19:15～20:45
第2･4(木)13:00～14:30
月額4,100円(税別)

鉤隆之介 他 正賀流吟舞社

武士を演じる伝統芸能で、女性やお子さまにも好評で
す。先ずは礼法、刀法、扇子の扱いなどからはじまり
ます。剣を手に扇に触れる…それだけでも新鮮、更に
演目にのって舞えば非日常の世界が待っています全身
運動で健康維持やストレス解消にも最適です。

囲碁教室 ～初心者から経験者まで～
山口哲洋 日本棋院京都府師範

第2･4(金)13:30～15:00
月額4,100円(税別)

囲碁は別名「手談」とも言われ、碁盤の上で「会話」を楽
しむゲームです。色々な人と楽しい「おしゃべり」ができ
ます。そして、脳の活性化にも良いと言われ、ボケ防止と
しても注目されています。興味を持った方は一度お越し
ください。また、経験者でもっと強くなりたい方もぜひ
お越しください。

10:00～20:00

〒520-2152 滋賀県大津市月輪1丁目3番8号 アル・プラザ瀬田店 4F

お申込み
お問い合わせ
ご予約承ります

ホームページからも
お申し込み承ります。
JEUGIAカルチャー

プレようちえんキララ 春日バレエ 学研科学実験教室 スポーツチャンバラ

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］

体験・見学も承ります!
ご入会受付中

講師募集
ご予約
承ります

ホームページからもお申し込み承ります。

秋期号
講座案内

保存版

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2018.9.3

● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ● ジャンル豊富に120講座以上が集う 総合カルチャーセンター

●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、金融機関からの1ヶ月毎の自動引き落とし
での納入をお願いします。※自動引き落としの手続きが完了する
までに2ヵ月程度を要します。●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。

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。

〒520-2152 滋賀県大津市月輪1丁目3番8号アル・プラザ瀬田店4F

10:00～20:00

こども講座　New＆ピックアップ

気軽に参加♪入会金不要の1日講座

9/27（木）11:30～ 9/27（木）10:05～ 9/25（火）10:05～ 9/14（金）10:05～

1歳前後から幼稚園に就園されるまでのお子様とお母様に、よりよい環境、情報を提供し、
一人一人の豊かな人間性、社会性を育てることを目指しています。

どきっ!どきっ! わくっ!ステキがた～くさん!!
通常レッスン後毎回
おべんとう持ちでの
レッスン

通常レッスン後毎回
おべんとう持ちでの
レッスン
時　間/11:30～12:45
受講料/1回 1,000円（税別）（キララ受講生）
　　　  1回 2,000円（税別）（一般）

時　間/11:30～12:45
受講料/1回 1,000円（税別）（キララ受講生）
　　　  1回 2,000円（税別）（一般）

キララプラス
（母子分離可能なお子様）

☆知育遊びを通じて、算数分野（かず、かた
ち）国語分野（ことば、もじ）に興味を持ち、
学習への基礎力、創造力を身につけ知的能
力をのばします。
☆先生やお友だちと一緒にお弁当を食べる
ことで、生活習慣を身につけ、社会性をの
ばします。

すくすくコース
（H29年1月生～H29年12月生）

月3回（木）11:30～12:30

月額4,000円（税別）
（年間36回）

のびのびコース
（H28年1月生～H29年3月生）

月3回（木）10:05～11:05

月額4,600円（税別）
（年間36回）

きらきらコース
（H27年4月2日生～H28年4月1日生）

（火）10:05～11:20
（水）10:05～11:20

わくわくコース
（H26年4月2日生～H27年4月1日生）

（金）10:05～11:20

月額5,800円（税別）
（年間40回）

月額5,800円（税別）
（年間40回）

三浦満里奈

随時体験受付中
体験料 1,000円（税別）

　カワイ
体育教室
　カワイ
体育教室

年少・年中・年長

児童（小学1～3年）

児童（小学4～6年）

（水）or（金）
15:00～16:00
（水）or（金）
16:00～17:00
（水）or（金）
17:00～18:00

月額
5,000円
       （税別）

ザ･スポーツ学舎指導員

随時体験受付中
体験料 1,000円（税別）

2歳半～年少 毎週（土）12:45～13:35

毎週（土）13:45～14:35

毎週（土）14:45～15:35

月額 
5,700円（税別）

月額
5,200円（税別）

年中･年長

児童（小学1・2年）

毎週（土）15:45～16:35児童（小学3～6年）

　ザ･スポーツ学舎
（体操教室）

月2回(木)15:10～16:10
月額3,000円(税別)

【年少･年中・年長】

【小学生～中学生】

【対象：幼児～大人】

【3歳～】

～運動で脳もカラダも元気に健康に育てます～
発達の著しい幼児期・児童期のお子様に身
体を動かして楽しんでもらいながら集中力･
学習力･運動能力を身につけ
てもらえるプログラムになっ
ています。

【女性のみ】

【女性のみ】

9/17(月)13：00～無料説明会

京都きもの学院
着付け教室

日本きもの学院
着付け教室

京都きもの学院講師

月4回(月)13:00～15:00
全10回 10,000円(税込)
レッスンスケジュール：9/24開講～

約3ヶ月で多彩な着付と帯結び
のテクニックを学び一人で着ら
れるよう指導いたします。
【入会特典有】入会金免除、振替
制度、着物無料レンタルなど

全10回 四柱推命学入門
(秋の新クラス)

第2･4(水)13:00～14:30
月額5,100円(税別)

四柱推命学とは、生年月日(時間)を、
四柱とし、推命していく講座です。仕
事運、健康運、金運、結婚、配偶者の縁
等、人生の流れや運勢を知ることで、
指針となります。運勢を知ることはこ
れからのチャンスに繋がります。入門
では、半年間基礎知識を学びます。

藤原萠乃 鑑定士

第1･3(水)12:30～13:30
月額4,100円(税別)

第2･4（日）10:30～12:30
全6回10,200円(税別)

西洋占星術入門
(秋の新クラス)
グレース怜奈 日本占術協会役員

認定占術士

雑誌等で星占いを執筆して
いるプロによる西洋占星術講
座。1クール(6回)の受講でご
自身の運勢、ご家族やお友達
の運勢までみられるようにな
ります。

奥行きのある特殊な「ジ
オラマ額」を全6回で完成
させる初心者向けの講座
です。額に入っているので
完成後仕舞いこむことな
く 壁掛けや置物として鑑
賞できる優れものです。

杉本武史

ジオラマ倶楽部

愛犬の健康管理、栄養の知識、老
犬の介護やアロマを使ったドッグ
マッサージについても学びます。
修了後はドッグケアセラピストと
して活動することができます。

石井義子 JDMCドッグケアアドバイザー

9/30･11/18･1/20（日）
10:30～16:30
お好きな1日をお選びください
受講料10,000円（税別） 教材費等18,000円（税別）
【申込締切 各7日前】

ドッグケアセラピスト
養成講座

2日間の受講で環境省が定める動物取
扱責任者（保管と訓練）になれる講座
です！取得後、全国どこでも即開業す
ることができるペット系資格の中で有
効な資格として認められております。

日本ペットシッター協会講師

11/11･25（日）
各日10：30～15：30(昼休憩有)

【申込締切 11/4(日)】
【受講会場】JEUGIAカルチャーセンター大津テラス店
発行料5,000円（税込/認定料、修了証）
受講料48,000円（税込） 教材費4,200円（税込）

ペットシッター士
資格認定講座

全2回全6回

パステルで色付けして、光が透けるス
テンドグラスのような作品が作れます。
認定講座終了後は聖花ステンドグラス
講座の開講、ワークショップ、作品の販
売が可能になります。

白子純子

9/20･12/6･2/21（木）
10:30～13:30
お好きな1日をお選びください
受講料10,000円（税別）
教材費･認定料25,000円（税別）
【申込締切 各7日前】

聖花ステンドグラス
認定講座(基礎編)

指先から肘までの施術で40
分の高いボリュームの実技を
習得。合格者には協会認定の
合格証が発行されます。

藤野智子 JAA認定
ハンドトリートメント検定トレーナー

10/28･1/20（日）
10:00～17:30(休憩30分含)
お好きな1日をお選びください
受講料15,000円（税別）
教材費･認定料16,000円（税別）
【申込締切 各7日前】

JAA認定ハンドトリートメント
検定対応講座 【女性のみ】

歯科医考案。TV・雑誌で話題のリンパケア。押さな
い！揉まない！引っ張らない！リンパケアの基本をマ
スターして、ご自身や大切な人への癒しに役立てま
しょう（ディプロマ発行）

M.Mitsuko さとう式リンパケアインストラクター
日本アロマセラピー学会認定看護師

9/27（木）･11/22（木）･1/13（日）
10:30～13:00
お好きな1日をお選びください
受講料10,000円（税込）
教材費等5,000円（税込）

さとう式リンパケア
初級講座

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。
一緒に楽しくお片付けを
学んでみませんか？

山本紗弥香 整理収納アドバイザー2級認定講師

11/4･12/16（日）
10:00～17:00
お好きな1日をお選びください
受講料23,100円（テキスト代･認定料含/税込）
【申込締切 各3日前】

整理収納アドバイザー
2級認定講座

お気に入りのアロマオイルをストー
ンに垂らし、ほのかな香りを火も電
気も使わずに楽しんでいただける
アロマストーンをご自分で作れるよ
うになります。ご自分に、プレゼント
に、またお教室などを開講していた
だくことも出来ます。

白子純子 Ｆragrance Collection 認定講師

10/25･1/31（木）
13:30～16:30 お好きな1日をお選びください
受講料16,000円（教材費・認定料込/税別） 
【申込締切 各7日前】

アロマストーン
認定講座

今年のハロウィンはスク
ラップブッキングでお部
屋を飾ってみませんか。
撮影コーナーでハロウィ
ン撮影会。その場で写
真も撮れます。お楽し
みに☆

welcomeのフィルムを貼りその周りにガラスタ
イルとガラスタブレットを自由に並べて
welcomeボードを作ります。色々な色のガラス
タイルを並べるととても綺
麗で木工ボンドで貼るだけ
なので子どもさんから大
人の方まで楽しく制作で
きます。

山田司津恵 国際スクラップブッキング協会1級認定講師/
「C+」主宰

10/8（月）10:30～12:30
受講料1,000円（税別） 材料費1,000円（税込）
【申込締切 10/1㈪】

～ハロウィンバージョン～
スクラップブッキング

作りたい作品を選んでいた
だけます。※作品見本、作品
見本集を用意しますその他
作りたいものがあればご相談
下さい。作った作品は、バレッ
タ、ブローチ、バックチャーム
などお好みに加工できます。

竹田美樹子 つまみ細工作家

9/21･10/19･11/16･1/18（金）
13:30～16:00
お好きな1日をお選びください
受講料1,500円（税別） 材料費500円（税別）～
【申込締切 各5日前】

乙女箱
つまみ細工教室

オイルと苛性ソーダ水を混ぜて、1ヶ月
じっくり熟成させて作る、本格的な手作
りせっけんを作りませんか？
・材料が分かって安心
・オイル分でお肌しっとり、乾燥知らず
・追加材料はアロマやハーブ、天然由来
 で安心です

成田屋まっきー 手作り石鹸とアロマの教室 
Mackey◆主宰

11/12･1/28･3/11（月）
13:30～15:30
お好きな1日をお選びください
受講料2,500円（税別） 材料費1,800円（税込）
【申込締切 各5日前】

お肌にやさしい
手作りせっけん教室

宮川佳美 タイルクラフト講師

10/14（日）13:30～15:30
受講料1,000円（税別）
教材費等3,000円（テキスト代含/税込）

タイルクラフト
～おうちのwelcomeボード～

「宙奏セル・カラーリング
体験」は曼荼羅画の下図
に点描で色を入れていく、
いわば点描のぬり絵です。
静かに点と向き合う時間
は自律神経を整え、心を穏
やかにする瞑想効果があ
ります。

広田さや 宙を奏でる点描曼荼羅画
マスターセカンドプラクティショナー

10/11･12/13･2/14（木）
10:30～13:30
お好きな1日をお選びください
受講料2,000円（税込） 材料費1,000円（税込）

愛と気づきの点描曼荼羅画
宙奏セル・カラーリング

第1･3(日)
12:30～14:00
月額3,400円(税別)

学研科学実験教室(12:30クラス)
学研専任講師

【年長～小6】

毎週(火)
【3歳～小3】16:30～17:20
【小4～中3】17:30～18:20
月額5,700円(税別)

こども空手教室

身体を鍛えながら礼
節を学び、人を思いや
る優しさと、何事にも
挫けない強い心を持
つ青少年を育成して
いきます。

長谷和徳 国際闘道協会会長

【3歳～小3】
【小4～中3】

第1･3(月)
17:30～19:00
月額3,000円(税別)

スポーツチャンバラ

武道の持つ礼儀とス
ポーツとしての競技
性を兼ね備えていま
す。エアー剣を使い楽
しく安全に武道が学
べます。

大谷清明 師範8段

【年長～
高校生】

YOSHI絵画教室

第2(金)19:00～20:30
第1または第3(日)10:30～12:00
月額1,600円(税別)

絵画の創造力を伸ばし、ひと
りひとりの個性を伸ばす指
導を致します。絵に夢中にな
るうちに集中力も養われま
す。基本、アドバイス中心で自
由にのびのびが私の考えで
す。自信をもってきた方は、コ
ンクール等出展もします。

YOSHI アートレボリューション滋賀代表

【小学生】

【年長～小学生】
第1･3･4(木)16:30～17:45
【6歳～中学生】
第1・2・4(土）13:15～14:30/14:45～16:00
月額4,150円(税別)

美しい文字は一生の宝で
す。書くことの楽しさを
毛筆と硬筆を通して、丁
寧に指導します。

新田梨香 日本書芸院一科審査会員
読売書法会理事　日展入選

こども書道 【年長～小学生】
【6歳～中学生】

春日バレエ研究所
クラシックバレエ

バレエは心の芸術で
す。楽しく元気におけい
こしながら、何事も素
直に感じる事のできる
子供達をめざします。

春日真澄
春日ひろみ

全京都洋舞協議会会員
春日バレエ研究所･教師

【3歳～】

毎週(土)17:00～20:30
毎週(日)13:30～19:30
毎週(木)16:30～18:30（担当：春日ひろみ）
月額【週1コース】5,200円(税別)
　　【週2コース】7,400円(税別)
　　【週3コース】10,600円(税別) 1,000円

毎週(金)18:45～19:45
月額6,200円(税別)

D'S DANCE コドモ組
－JAZZ＆HIPHOP－

コドモのダンスは楽しくな
くっちゃ！基礎をしっかり
学びながら、多彩な音楽
で、あなたもキラキラダン
サーに！

DYNA ストリームライントップダンサー

【小・中学生】

◇(水)(土)※時間はお問い合せ下さい
◇受講料/月額5,000円～8,000円（税別）

0歳から12歳の英語教室

講師は

日本人の担任制
！

月1回の

外国人講師来校

講師は

日本人の担任制
！

月1回の

外国人講師来校

日祝除く
10:00～18:00

http://www.kodansha-pal.co.jp

お問い合わせは…

講談社パル大阪支社
0120-397-3410120-397-341

入会金割引キャンペーン中 7000円　 5,500円
兄弟入会は2,500円

入会金割引キャンペーン中 7000円　 5,500円
兄弟入会は2,500円

お子様の年齢や興味に合わせ、英語を「好き」
から「自信」につなげていく少人数制の英語
教室です。

八田晴美 サンシャインスマイル

10/4･11/1･12/6（木） 10:30～11:30
お好きな1日をお選びください
受講料1,000円（税込） 材料費500円（税込）

ベビーマッサージで
笑顔あふれる親子時間を

竹中好美・出雲路睦代

親と子の運動あそび

楽育ママワークセミナー

毎日の子育てにおいて、まずは
子育てが楽に楽しくなることが
ポイントです。例えば、朝の忙し
い時に子どもがおみそ汁をこぼ
しました。あなたならどうします
か？あなたはガミガミ派？それと
もあまあま派？ワークを通して
子どもの気持ちを理解し、より
よい対応を学びます。

楽育ママシニアインストラクター

10/15（月）･20（土）･11/17（土）･19（月）
（月）10:15～11:45、（土）10:30～12:00 
お好きな1日をお選びください
受講料2,000円（税別） 教材費300円
【申込締切 各7日前】

【0歳～小3までの子どもの保護者の方】

【生後2ヶ月～1歳6ヶ月】

【H27年4月生～H29年3月生】

時間はお問合せください 1,000円

1,000円 1,000円 1,000円 1,000円

第1･3または第2･4（木）14:00～20:00 [1回40分]
月額5,300円(税別)

木曜日のこどもギター
西村靖博

【小学生高学年～中３】

時間はお問合せください

ボイスインストラクター

竹中好美・出雲路睦代 プレようちえんキララ専属講師

第2・4(水)
15:05～17:05[1回30分]
月額6,100円(税別)

キッズヴォーカル

姿勢・呼吸法・発声法な
ど基礎から指導いたし
ます。楽しくわかりや
すくお子様の可能性を
最大限に引き出すレッ
スンをしていきます。

郷  千里
【小1～】

好評
開講中

◇（月）（火）（金）（土）◇※時間はお問合せください
◇受講料/月額6,800円～10,500円（税別）

1歳から小学生（幼児教室／国語・算数教室）
一人ひとりが“主人公”

少人数定員制
生徒募集中!

子どもたちの発達段階に合
わせ、自発的に学ぶ習慣や思
考力･集中力などを養う少人
数制の教室です。

対象
年齢1歳から小学生1歳から小学生

各コース 年齢別・少人数制
講師は  幼児教育の専門家

講談社すこやか教室・大阪支社くわしくは…

ホームページ http://www.kodansha-pal.co.jp

何事にも興味津々、
動きたくて仕方ないお
子様に運動遊びを楽
しむ事で脳に刺激を
与え、神経系発達を
促進させます。運動
に繋がるおもちゃ作り
もします。

10/18（木）
10:15～11:15
受講料1,500円（教材費込/税別）

プレようちえんキララ専属講師

親子のタッチコミュニ
ケーションのツールとし
て、ママの優しい手で
ベビちゃんを癒しの世界
へ…ママからの笑顔と
癒しをもらったベビちゃ
んは安心感を得てご機
嫌になります。現役保育士が講師なので色々なアド
バイスももらえます。

楽器の中でも一番
スタンダードなギタ
ーで音楽の楽しさ、
ギターの楽しさをア
ドバイスします！音
は魅力的ですよ。苦
しいときも、悲しい
ときも、音は救って
くれます！基礎から～ギターを弾きましょう。

※画像はイメージです

生徒作品
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早割 2018年

9/30㈰
期間

ま
で入会金1,000 割引（税別）

円

※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。

体験当日にご入会の方は（または体験なしでご入会の方）お得な

割引!


