
JEUGIAカルチャーWEB検索は体験･見学も承ります!随時ご入会受付中 10:00～20:00

受講料(月額)講　師

受講料(月額)講　師
美容･健康･癒し

受講料(月額)講　師

受講料(月額)講　師

受講料(月額)講　師

受講料(月額)講　師
ダンス･舞踊･武道

アート＆クラフト

生活文化

受講料(月額)講　師
趣味教養

音　楽

こども

4,150円

4,000円
（年間36回）月3回（木）11:30～12:30

プレようちえんキララ

すくすくコース
H29年1月生～H29年12月生

4,600円
（年間36回）月3回（木）10:05～11:05

プレようちえんキララ

のびのびコース
H28年1月生～H29年3月生

1,000円/１回
（キララ受講生）
2,000円/１回

（一般）

プレようちえん

キララプラス

（火）10:05～11:20

（水）10:05～11:20

（金）10:05～11:20

竹中好美
出雲路睦代

5,800円
（年間40回）

プレようちえんキララ

きらきらコース
H27年4月2日生～H28年4月1日生

5,800円
（年間40回）

プレようちえんキララ

わくわくコース
H26年4月2日生～H27年4月1日生

全1回
2,000円

全1回
1,000円

楽育ママ
ワークセミナー

楽育ママシニア
インストラクター

0歳～小学3年までの子どもの保護者の方
月1回（月）10:15～11:45
月1回（土）10:30～12:00

講談社すこやか教室

講談社リトル

ザ･スポーツ学舎
（体操教室）

5,700円毎週（土）12:45～13:35
2歳半～年少

毎週（土）13:45～14:35
年中･年長

5,200円毎週（土）14:45～15:35
児童（小学1･2年）

毎週（土）15:45～16:35
児童（小学3～6年）

講談社パル
専任講師

6,800円～
10,500円（月）（火）（金）（土）10:00～19:00

（50分60分90分授業）1歳～小学生

講談社リトル
専任講師

5,000円～
8,000円（水）（土）10:00～20:00

（30分40分50分60分授業）0歳～12歳

ザ･スポーツ
学舎指導員

（水）または（金）15:00～16:00
年少･年中･年長

11:30～12:45
母子分離可能なお子様

カワイ体育教室 三浦満里奈 5,000円（水）または（金）16:00～17:00
児童（小学1～3年）

（水）または（金）17:00～18:00
児童（小学4～6年）

小5～中学生
月3回(木)16:30～17:25
[この1枠のみ募集]

学研専任講師学研科学実験教室
(12:30クラス)

年長～小6 
第1･3(日)12:30～14:00 3,400円

1,600円小学生 
第2(金)19:00～20:30

1,600円小学生 
第1または第3(日)10:30～12:00

2,100円～
中学生 
第2(金)19:30～21:00

2,100円～
中学生 
第1または第3(日)10:30～12:00

小学生～中学生
第2･4(土)13:00～14:30こども光彩画 4,100円安齋 孝

こども書道 新田梨香

こども英会話 Miko
8,150円

6,150円

YOSHI絵画教室 YOSHI

YOSHI絵画教室
(中学生クラス)

YOSHI

小原流 こどもいけ花 那須豊益 1,000円～
小学生～中学生
月1回(金)

14:00～21:00の間で
30～60分

年長～小学生 
第1･3･4(木)16:30～17:45 4,150円

6歳～中学生 
第1･2･4(土）13:15～14:30

6歳～中学生 
第1･2･4(土）14:45～16:00

6歳～中学生と大人のペア 
第2･4（土）10:30～12:00親子書道 7,100円新田梨香

生後2ヶ月～1歳6ヶ月 
第1（木）10:30～11:30

ベビーマッサージで
笑顔あふれる親子時間を 八田晴美

池坊 キッズいけ花 2,000円難波育子
幼稚園～中学生
月2回(火)

17:00～20:00の間で
30～60分

ウエルネスダーツ教室 第1･3(火)16:00～17:00 3,000円片山 達

シニアの為の3B体操 第1･3(火)10:15～11:30 2,100円千代清子

とくするカラダ♪
こつばん体操教室 第1･3(火)13:00～14:00 3,100円西村繭子

バレトン 第1･3(月)10:30～11:30 3,200円Anju

土曜の朝のルーシーダットン 第2･4(土)10:30～11:30 3,100円hatsumi

基礎から学ぶホーム･ヨーガ 毎週(金)10:30～12:00 5,200円小林典子

やさしいパワーヨガ 月3回(火)19:15～20:15 4,650円林 真里

アンチエイジングyoga 第2･4(月)10:30～11:40 3,100円Masumi

第2･4(水)19:15～20:45

第2･4(木)13:00～14:30

春日バレエ研究所
大人のクラシックバレエ 月3～4回(木)19:00～20:30 5,200円春日ひろみ

はじめてのハワイアン･フラ 月3回(月)15:00～16:00 4,650円
ミエ･カワイルナ･
イチミヤ
アスカ･カマエフ
･マツモト

ハワイアン･フラ 月3回(月)13:30～15:00 5,150円
ミエ･カワイルナ･
イチミヤ
アスカ･カマエフ
･マツモト

リフレッシュ･フラ 第2･4(火)13:00～14:00 3,100円辻妃三恵
今堀明子

フラメンコ 毎週(日)10:30～12:00 6,200円中島朝子

タップダンス 月4回（月）19:15～20:25 6,200円ヒロ

D'S DANCE オトナ組
－JAZZ時々HIPHOP－ 毎週(金)19:50～20:55 6,200円DYNA

エアロダンス 第2･4(火)10:30～11:30 3,100円坂井越子

第2（木）10:30～13:30愛と気づきの点描曼荼羅画
宙奏セル･カラーリング 広田さや 全1回

2,000円(税込)

光彩画（新しい絵画の技法） 第2･4(土)14:30～16:30 5,100円安齋 孝

ハガキ絵 第1･3(水)13:00～15:00 4,100円澤井幸子

幸子の墨絵教室
～濃淡で表現する美しい世界～ 第1･3(水)13:00～15:00 5,100円澤井幸子

自由スケッチ＆水彩･日本画 第1･3(金)10:45～12:45 5,100円早川裕子

絵画教室 月2回(木)13:15～16:00 4,600円福村真美女性のみ

デッサン･絵画 第3(月)14:00～16:00 2,600円早川裕子

癒し絵教室 第4(火)14:00～15:30 2,100円絵描きのやす

～想い出はカタチに残そう！～
スクラップブッキング 第3(月)10:30～12:30 2,000円山田司津恵

ジオラマ倶楽部【全6回】 第2･4(日)10:30～12:30杉本武史 全6回
10,200円

イタリアンデコパージュ 第1･3(木)10:30～12:30 5,100円小森せつこ

ポーセラーツ･
ポーセリンアート 第2（金）10:30～12:30 2,100円山口優子

リラクセーションアート
ＡＬＯＨＡもじ 第1(月)10:30～12:30 3,000円MAKANI

漢詩で舞う古典芸能
剣舞と扇舞 4,100円鉤隆之介 他

エンジョイ☆トールペイント 第2･4(木)10:30～12:30 4,100円山中理恵

ハワイアントールペイント 第2･4(木)10:30～12:30 4,100円山中理恵

フルーツ･ソープカービング 第1(木)10:30～12:30 ～2,100円中島美幸

ソフト粘土クラフト 第2(月)14:00～16:00 2,600円大石二三子

焼かない陶芸 石粉粘土教室 第4(月)14:00～16:00 2,600円大石二三子

ガラスフュージング 第1(土)10:30～12:30 2,300円橋爪則子

メタルエンボッシングアート 第1･3(木)10:30～12:30 5,100円小森せつこ

タイルクラフト【全3回】 第2(金)10:30～12:30宮川佳美 全3回
4,500円

おしゃれクラフト
Mignon art(ミニヨンアール) 第4(日)10:30～13:00 2,600円蓼科洋子

大人がつかえる
ビーズジュエリー 第3(日)14:00～16:00 2,100円川嶋佐由美

第1･3(木)10:30～12:30 5,100円ビジューデコ 小森せつこ

第1･3(木)10:30～12:30 5,100円フルールデリカ 小森せつこ

クラフトバンドで作る
バッグと暮らしの小物たち 第1･3(月)14:00～16:00 4,000円森戸佳子

布の花 第1･3(火)13:30～15:30 4,100円其田陽子

作品の裏打（うらうち） 第3（土）10:30～12:30 2,100円澤井幸子

いけ花　池坊 月3回(火)17:00～20:00 4,000円難波育子

いけ花 小原流 月3回(金)14:00～21:00那須豊益 初級
4,150円～

楽しくフラワーアレンジメント 第1(火)10:30～12:00 3,100円廣田和美

プリザーブドフラワー 第1(火)10:30～12:00 2,100円廣田和美

楽しむ 日本茶レッスン 第2(月)10:30～12:00 2,100円遠藤直子

日本きもの学院着付け教室 第1･3(金)14:00～16:00 3,100円清水かずえ

京都きもの学院
着付け教室【全10回】 月4回(月)13:00～15:00京都きもの

学院講師
全10回
10,000円(税込)

書道教室 第1･3(火)13:30～15:00 4,100円三原 博

第1･3(木)14:00～16:00

第2･4(土)10:30～12:00

ファミリー洋裁教室 第1･3(金)10:30～12:30岡内慶子
初等科5,100円
高等科6,100円
専門科7,100円

基礎からはじめる
かぎ針編のかわいいこもの 第4(火)10:15～12:15 2,500円Sachiyo＊

Fukao

毛糸でつくるポルトガル刺繍 第3(火)10:30～12:30 2,300円老邑智子

パッチワークキルト 第2･4(火)13:30～15:30 4,100円塚本里恵

囲碁教室
～初心者から経験者まで～ 第2･4(金)13:30～15:00 4,100円山口哲洋

初心者のパソコン講座 月1回【1回120分】
日時はお問合せ下さい 6,000円南　遥果

エクセルVBA講座 4,100円muca 月2回【1回90分】
ご都合の良い日時をお知らせください

大人書道
（ペン習字･実用書･毛筆） 4,100円新田梨香

心にひびく朗読教室 第1･3(金)10:15～11:45 4,100円藤谷昭子

あなたに役立つ
話し方教室 第1･3(金)11:45～13:15 4,100円藤谷昭子

はじめてさんの手話講座 第2･4(金)10:30～12:00 4,000円青山好一

デジタルカメラ実践講座 第2･4(月)10:30～12:30 4,100円前田伸一

西洋占星術入門（新クラス） 第1･3(水)12:30～13:30 4,100円グレース怜奈

四柱推命学入門（新クラス） 第2･4(水)13:00～14:30 5,100円藤原萠乃

ヘリテージデコ
(資格取得コース) 第1･3(木)10:30～12:30 5,100円小森せつこ

大人のための
ピアノレッスン

第1･3(火)
15:00～20:00【1回30分】藤田恵子 5,100円～

水曜日のピアノ 第1･3(水)
15:30～19:00【1回30分】 5,100円あき女性のみ

50才からのピアノ教室/
おとなのピアノ教室

第1･3(土)
10:30～16:30【1回30分】藤野節子 6,000円

熱中ギター教室
(Jazz Blues&Bossa)

第1･3または第2･4（木）
14:00～20:00【1回40分】西村靖博 5,300円

中高年のハーモニカ教室 第1･3(金)14:00～15:30 4,100円梅田恒弘

オカリナ入門～初級編 第2･4(土)10:30～11:30 4,100円迫田浩一

はじめての二胡 6,100円深本雅美 第1･3(木)
16:30～20:30【1回30分】

グループについてはお問い合せください

楽しく歌うシャンソン 第1･3(水)14:00～15:00 4,100円小山葉弥未

～楽しく上達！カラオケレッスン～
究極！演歌･歌謡曲上達法 第2･4(火)14:00～15:30 5,000円舞 勇二

第2･4(水)13：45～15:00 4,600円楽しく歌って
ボイストレーニング 郷 千里

第2･4(水)
15:05～17:05【1回30分】 6,100円ポップスから演歌まで

ボーカルレッスン 郷 千里

詩吟教室 第2･4(金)14:30～16:30 3,900円寺田洋洲

筝曲(お琴) 月3回(火)12:30～【1回45分】 6,150円高井葵葉

スポンジエイジ®キララ 年少･年中･年長
月2回(木)15:10～16:10 3,000円竹中好美

出雲路睦代

D'S DANCE コドモ組
－JAZZ＆HIPHOP－

小･中学生
毎週（金）18:45～19:45 6,200円DYNA

こどもウエルネスダーツ教室 小学生～
第1･3(火)17:15～18:15 3,000円片山 達

スポーツチャンバラ 年長～高校生
第1･3(月)17:30～19:00 3,000円大谷清明

3歳～小3
毎週(火)16:30～17:20
小4～中3
毎週(火)17:30～18:20

こどものための
ピアノレッスン 藤田恵子 5,100円～

4歳～ 
第1･3(火)15:00～20:00

【1回30分】

水曜日のピアノKIDS 3歳～
第1･3（水）15:30～19:00

【1回30分】 5,100円あき

11,150円

8,150円
初めての英会話 月3回(木)16:30～17:25

[この1枠のみ募集]
Miko

こども空手教室 5,700円長谷和徳

お肌にやさしい
手作りせっけん教室 成田屋まっきー 全1回

2,500円第2(月)13:30～15:30

モテクリエイターのパーソナルカラーチェック
（似合わない色で損をしている貴女へ） Color＋ 全1回

3,000円
ご都合のよい日時をお知らせください
全1回150分

乙女箱 つまみ細工教室 竹田美樹子 全1回
1,500円第3（金）13:30～16:00

楽しい俳句教室 第1(土)13:00～15:00 2,200円中田 剛

3歳～
毎週(木)16:30～18:30

春日ひろみ
(木)担当

3歳～
毎週(日)13:30～19:30 

3歳～
毎週(土)17:00～20:30

春日真澄
春日バレエ研究所
クラシックバレエ

（週1コース）
5,200円

（週2コース）
7,400円

（週3コース）
10,600円

こどもピアノ 藤野節子 6,000円4歳～ 
第1･3(土)10：30～16:30

【1回30分】

木曜日のこどもギター 西村靖博 5,300円小学生高学年～中３ 
第1･3または第2･4（木）14:00～20:00

【1回40分】

キッズヴォーカル 郷 千里 6,100円小学1年～ 
第2･4(水)15:05～17:05

【1回30分】


