
3/5・3/12・3/19・3/26（月） 1,500円3/7・3/21・4/4・4/18（水）
3/8・3/22・4/12・4/26（木） 1,550円3/15・3/29・4/5・4/19（木） 1,500円

3/9・3/16・3/23・4/6（金） 2,300円 3/9・3/23・4/13・4/27（金） 2,000円

3/13・4/10・5/8（火） 1,800円

〈体験作品〉

1,000円

琵琶湖の絶景をひとりじめ
びわ湖テラスから望む、日本一の琵琶湖の絶景をひとりじめ

びわ湖バレイスタッフ

3/1・3/8・3/15・4/12(木)

子ども体操スクール
GUTS体操スクール専任講師

500円 3/6・3/20・4/10・4/17(火)

春日バレエ研究所
クラシックバレエ

春日ひろみ 春日バレエ研究所教師 

1,000円3/5・3/12・3/19・4/2(月)

カワイ体育教室
カワイ体育教室専属専任講師 

1,000円

有馬バレエ
こどものクラシックバレエ

有馬バレエ講師

3/14・3/21・4/4・4/11（水）

内藤ひろみバレエ研究所
クラシックバレエ

木野紗綾香 内藤バレエ研究所講師

1,000円

第1･3（土）
19:30 ～ 20:30
月額3,200円(税別)

KIDS Style HIPHOP
MAYUCO ダンスインストラクター

3/10・3/24・4/14・4/28(土)

第2・4（土）
10:30 ～ 11:30
月額3,700円(税別)

はじめてのキッズダンス
北澤珠里 ダンスインストラクター

元宝塚歌劇団　

1,000円

第2・4(金)
19:15 ～ 20:15
月額3,100円(税別)

Free Styleダンス
MIKA フリーダンサー

3/2・3/9・3/16・4/6(金)

月3回(金)
17:15 ～ 18:00
月額4,950円(税別)

月3回(金)
17:45 ～ 18:45
月額4,950円(税別)

ケイキフラ
梶 幸子 ハーラウ・フラ・マーラエ・レア代表 

1,000円3/10・3/24・4/14・4/28(土)

第2・4(土)
11:45 ～ 12:35
月額3,700円(税別)

キッズバーレッスン＆ストレッチ
北澤珠里 ダンスインストラクター

元宝塚歌劇団　

1,000円

3/4・3/18・3/25・4/1（日）

月3～ 4回(日)
15:50 ～ 16:30
月額4,500円～(税別)

子ども合気道講座
成宮隆行 合気道武産会滋賀　5段

1,500円

バトントワリング
加納靖子 ヤスコバトンスクール主宰

3/4・3/25・4/8・4/22（日）

第2・4（日）
11:40 ～ 12:30
月額3,000円(税別)

子どもキックボクシング
西尾ヒロカズ キックボクシングトレーナー

1,000円 3/9・3/23・4/13・4/20(金)

第1・3(金)
15:30 ～ 16:20
月額3,000円(税別)

マジョリティ新体操スクール
神戸美穂 マジョリティ新体操クラブ代表

1,500円

Smile☆CheerDance（チアダンス）
MAKI ダンスインストラクター

3/5・3/19・4/2・4/16(月)

第1・3(月)
（入門）17:30 ～ 18:30月額3,000円(税別)
（初級）18:30 ～ 19:30月額3,600円(税別)

東沢貴光 グーペエバンシェリスト

1,000円 3/10・3/24・4/14・4/28(土)

第2・4（土）
18：00～ 20：00
月額4,100円(税別)

子どもイラスト・漫画講座
水井秀彰 漫画家・イラストレーター

2,050円
100円3/8・3/22・4/12・4/26(木)

第2・4(木)17:00 ～ 21:00
月額3,100円(税別)

子ども将棋教室
山脇卓弥 日本将棋連盟公認将棋指導員

1,000円 3/10・3/24・4/14・4/28(土)

第2･4(月）17:00 ～ 18:00
月額3,100円(税別)

できたらいいな 池坊子供教室
藤野節子 華道家元

池坊教授 

1,800円
1,000円

3/12・3/26・4/9・4/23(月) 1,800円
1,500円

3/27・4/24・5/22(火)

第4(火)17:00 ～ 19:00
月額1,800円(税別)

アトリエパンダ絵画造形教室
半田育子 臨床美術士

1,800円

びわ湖バレイ山頂にある天空の特等席『びわ湖テラス』。ここに
来なければ見ることができない琵琶湖があります。日本最大の
湖、琵琶湖を前に、その雄大な景観をひとりじめできる『びわ湖
テラス』に一歩踏み入れると、そこには「休日の贅沢なひととき」
を過ごす最高の空間が広がります。この講座では、テラスめぐり
と関西最大級のスイセンの丘を愉しみます。

～枝垂れ桜のプロムナード～

桃源郷の世界をテーマに生まれたMIHO MUSEUM
春の特別展を学芸員の解説で愉しむ

MIHO MUSEUM学芸員
ルーヴルのガラスのピラミッドで知られるI.M.ペイ氏設計により、桃源郷の世
界をテーマに生まれたMIHO MUSEUM。春季特別展「猿楽と面」を学芸員
の解説で楽しみます。古代美術のコレクションも見学。昼食は無肥料・無農薬
で栽培された食材を使った美術館オリジナルの松花堂弁当をいただきます。
例年この時期に咲く枝垂れ桜の並木道を通って美術館へ・・・。

ドクターヘリ見学と日本にわずか１％の
「小児救急医」野澤正寛氏のお話

野澤正寛 済生会滋賀県病院
救急集中治療科副部長（小児救急部門担当）

日本にわずか１％！の「小児救急医」そのひとり野澤正寛医師は、ド
クターヘリが滋賀県に唯一配備されている済生会滋賀県病院に勤
務しておられます。小児特有の病気や事故の緊急要請により、ドク
ターヘリと共に出動されます。日々
小さな命を守る重い任務に携わる野
澤医師の貴重なお話を伺います。 

3/4・3/18・3/25・4/1（日）

月3～ 4回（日）14：00～ 14：45
月額4,500円～(税別)

第2（火）
10：30～ 12：30
月額2,600円(税別)

HARUの手作りアトリエ
HARU ファブリックデザイナー・相愛大学講師

1,500円3/4・3/18・3/25・4/1（日） 1,500円

枠織りや手作りフェルトなどで様々な素材と技法で
愛情と手間をかけて、かけがいのない逸品を制作い
たします。体験ではかわいいインテリアにもなる針
山をフェルトで作りオシャレなマチ針も製作します。

HARU（ハル）先生
染織研究者。アンデスの染織から日
本の袈裟に至るまで、様々な技法に
取り組んでいる。第一美術奨励優秀
賞受賞。2012年より相愛大学講師。

3/6・3/20・4/3・4/17（火）
2,000円

第1・3（火）
11：15～ 12：45
月額6,200円(税別)

ベリーダンス
mikko mikko bellydance school主宰

アラブの音楽に合わせて楽しく
踊りながら、女性らしい健康的
な美bodyを手に入れましょう。

第1・3(水）10：30～ 11：45
月額3,100円(税別)

3/30・4/6（金）

第1（金）10：30～ 12：00
月額3,000円(税別)

～思い通りの写真を撮る～
一眼レフカメラの基礎
中村圭吾 プロカメラマン

3,000円

一眼レフカメラやミラーレスのカメラを買
ったけど思い通りに写真が撮れないという
ことはありませんか。この講座では、カメラ
の操作や設定など基本的なことから応用
まで、教室と屋外の撮影会で楽しく学びま
す。構図のアドバイスなども行います。

3/7・3/21・4/4・4/18（水）
1,550円

私スタイル～癒しのヨーガ～
竹田真由美 私スタイル主宰者

アロマの香りに包まれながら心と
身体を解き放ちましょう。初心者の
方も大丈夫！癒しのひと時をご一緒
しませんか！

第2・4（金）10：30～ 12：00
月額4,000円(税別)

元タカラジェンヌ直伝 魅せる歌い方
小山清美 元宝塚歌劇団

軽いボイストレーニングに始まり、音
程、リズム等歌の基本からステージン
グまで幅広く指導。シャンソンをメイ
ンにカンツォーネ、ラテン、日本の歌、
宝塚やミュージカルナンバーなど、多
彩なジャンルをグループで歌います。

わくわく！ピアノで輝こう♪
古田真由美 ピアノ講師

個性・興味・進度などに合わせて、楽しく身に付く
レッスンをします。初めてピアノに触れる方やドレ
ミがわからなくても大丈夫！もちろんピアノ経験
のある方も！お気軽に体験レッスンにお越しくだ
さい。曲は、クラシックや他のジャンル何でもOK！
憧れの曲を素敵に弾けるようになりましょう！

合気剣・合気杖入門講座
成宮隆行 合気道武産会滋賀　5段

合気道の剣術・技術を稽
古いたします。古武道の
ような武器技に興味を持
たれた方は、是非ご参加
ください。

月3～ 4回（日）
14：50～ 15：40
月額4,500円～(税別)

合気道 体術講座
成宮隆行 合気道武産会滋賀　5段

合気道の体術を稽古いた
します。健康・護身術・体
幹強化など色々役立ちま
す。楽しく、安心に取り組
んでいただけます。

月3回（金）
14：00～ 20：00（１回/30分）
月額6,900円(税別)

3/10・3/24・4/14・4/28（土）

第2・4（土）15：00～ 15：45
月額3,600円(税別)

子どもに読み聞かせるだけじゃもったいない!
大人が楽しむ絵本講座
北澤珠里 元宝塚歌劇団

1,800円
コピー代

絵本を楽しみながら心と身体が開放され
ていきます。改めて子どもの時に読んだ絵
本に向き合ってみると意外な発見があっ
たり、気づきがあります。大人になったから
こそ、わかるよさや深み、学びがあります。

第1・3(木）
14:30 ～ 15：30
月額4,000円(税別)

健康卓球（１クラス６名様限定）
阪田史郎 山卓監督

運動不足を解消されたい人、何かを始めてみようと
思う人など生涯スポーツとして長くできる卓球を本
格的にやってみませんか？ 個人に合わせた練習と体
力UPを目指します。

3/13・3/27・4/10・4/24（火）

第2・4（火）10:30 ～ 11：30
月額3,200円(税別)

ニューヨーク発祥！
裸足で行う新感覚エクササイズ バレトン
Anju FTPバレトン認定インストラクター

1,600円

3つ（フィットネス、バレエ、ヨガ）の要素を組
み入れることで体力や筋力がUPし、さらに
コアを強化できるプログラムです。裸足で行
うので、ふだんあまり意識しない足の裏の感
覚を呼び覚ますことで姿勢がよくなります。 月4回（月）

15：30～ 17：00・19：30～ 21：00
月額8,800円(税別)

パソコン講座ハイブリット
東沢貴光 グーペエバンジェリスト

ワードやエクセル等ソフト毎に単体で習うのは、非
効率だと思いませんか？例えばやりたい事メインで
ソフトの垣根を超えて習えたら良いですよね！「ソフ
トの長所だけをいいとこどり｣。パワポで作ってワー
ドで印刷！なんて事も、この講座なら可能ですよ。

星と月のリズムヨガ
Ajuga ヨガ講師

”月のリズム”と”インド古来のyoga”とチャクラを活性化する”チ
ベット体操”を組み入れたAjugaオリジナルのヨガ教室です。私た
ちの体の中にエネルギーの源が7つあります。それがチャクラで
す。そのチャクラを自らの力で活性化し、病気にならない心身とも
に健康な体つくりをしていきましょう。

第1・3（水）19：00～ 20：00
第2・4（木）10：30～ 11：30
月額3,100円(税別)

3/14・3/28・4/11・4/25（水）

第2・4（水）20：30～ 21：30
月額3,100円(税別)

（月1回コースあり）
やさしい夜のリラックスヨガ

sayaka ジャパンヨガカレッジ公認インストラクター

1,550円

お仕事でお疲れの方、いつも朝起きるとつらいなと思
われている方、身体をほぐしてリラックスしたいけど、
なかなか自分で出来ないと思っている方、お休み前
に、深い深呼吸とともに、こり固まった身体をほぐし、
リフレッシュしましょう。お仕事帰りや、夜の家事をす
ませてからでも通える、遅い時間のヨガクラスです。

吉田梨桜 一社) 梨桜フラワー・
カラーセラピー協会認定講師

1日講座（入会金不要） 資格取得講座（入会金不要）

3/24(土)10：30～16：30（休憩60分含む）
9,180円(税込) 

カラーを使ってストレス解消・パワー補給！
カラーセラピーソムリエベーシック講座 人見麻衣 日本スカーフコーディネーター協会認定講師

日本スカーフコーディネーター認定講師

人見麻衣 日本スカーフコーディネーター協会認定講師
日本スカーフコーディネーター認定講師

3/17・5/19（土）各日12：00～14：00
9,180円(税込) 

4/21・6/16（土）各日12：00～16：00

14,580円(税込) 

香田雅子 整理収納1級アドバイザー　
インテリアアドバイザー

3/4・4/22・5/20・6/17（日）
各日10:20～17:30

23,100円（税込/教材費・認定料込）
申込締切り4日前

瀬尾さちこ 整理収納教育士

4/21（土）・5/27（日）各日10：30～17：30
21,276円(税込) 

整理収納教育士認定講座

申込締切り4日前

なりたい顔になる！
フェイシャルヨガ（顔ヨガ）
羽鳥美奈 高津文美子式フェイシャルヨガ

認定インストラクター

3/28・4/25・5/23・6/27（水）
各日13：30～14：30
2,160円(税込) 

顔ヨガとは顔の表情筋を鍛え、ストレ
ッチする顔のヨガです。顔の筋肉も体
と同じで使わなければ衰えます。顔
ヨガはとっても簡単で老若男女年齢
を問わず誰でも効果が期待できま
す。『なりたい顔になる！』それが顔ヨ
ガです。（５名様から開講）

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、医療の現場や
ファッションなど、様々な業界で注目されています。カラーの無
い世界はありません。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。
ストレス社会である現代、カラーで癒やし・
頑張るパワーをもらいましょう！　

ママが子どもの名コーチになろう！
かわさきちか 日本キッズコーチング協会

マスターアドバイザー

3/22・4/26・5/24(木)
各日：10：30～12：00
2,700円(税込) 

申込締切 5/3（木）

ロープウェイ代は実費（当日徴収）

定員 30名

2,900円

5/10(木)9:30～13：00
3,100円（税込/食事代・保険料込） 

会員
集合 9：20 びわ湖バレイロープウェイ山麓駅前 申込締切 4/4（水） 定員 20名

4/11(水)11：10～14：00
4,500円（税込/チケット・食事代・保険料込）
4,200円会員

集合
①JR琵琶湖線石山駅改札前10：00
②美術館前（レセプション棟）11：00

5/12（土）13：00～16：00
1,080円(税込) 

親子（小学生まで）：1,620（税込）

☆3/22（木）
子どもの気質とタイプ別サ
ポート法講座
☆4/26（木）
子どもの自己肯定感がUP
するミラクル支援法講座
☆5/24（木）
子どもの成長を見逃さない！イヤイヤ！やりたい！を楽しむキッズコーチング

500円(税込） 3,500円（税込/テキスト・修了証代）

4,860円（税込/テキスト・認定料込）

7,020円（税込/テキスト・認定料込） 12,624円（税込/テキスト2冊・試験料・認定料込）

ストールコーディネーター
ベーシック認定講座

整理収納アドバイザー
2級認定講座

スカーフコーディネーター
ベーシック認定講座

第2・4(土)15:30 ～ 17:00
月額3,100円(税別)

こども いけばな草月流
柴田花梨 草月流

一級師範 

【小学3～】

【小学生】

【2・3歳児／年少～年長／年長～小学低学年／小学1～6年】 【年少／年中・年長／小学1～6年】
【幼児3歳～小学生／中学生～】 【幼児3歳～6歳／小1～小4／小5～】 【幼児3歳～小1／小2～】

【小学生～】 【4歳～】 【4歳～】
【4歳～12歳】

カイカマヒネフラ【中学生】

【小学生】 【3歳～／小4～中学生】 【①年中～／②小学3年～】 【4歳～6歳】

月3回(木)
【3歳～】
16:30 ～ 17:30
【小4～中学生】
17:30 ～ 18:30
月額3,900円(税別)

3/1・3/8・3/15・4/5(木) 1,000円 4/10・4/17(火)②
3/6・3/13・3/20（火)①

月3回(火)
【①年中～】
17:00 ～ 18:00
【②小学3年～】
18:00 ～ 19:00
月額5,550円(税別)

1,000円

4/21(土)
3/3・3/24(土)

1,500円 4/13・4/27(金)
3/9・3/30(金)

1,000円

月3～4回(木)
①11:20～12:00
②14:45～15:35
　15:45～16:35
③16:45～17:40
④17:45～18:40

①2・3歳児 

月額4,650円～(税別)

②年少～年長
③年長～小学低学年 
④小学1～6年

月額3,150円～(税別) 月3～4回(月)
【年少】　16:00～17:00
【年中・年長】17:00～18:00
【小学1～6年】18:00～19:00
月額4,500円～(税別)

月4回(火)
【幼児3歳～小学生】17:00 ～ 18:30
【中学生～】　19:00 ～ 21:00
月額5,200円(税別)

月4回(水)
【幼児3歳～6歳】16:30 ～ 17:30
【小1～小4】17:30 ～ 18:30
【小5～】　18:30 ～ 19:30
月額5,200円(税別)

①幼児3歳～小1月額6,200円(税別)
②小2～  月額7,400円(税別)

①17:30～18:30
②18:30～19:45

金曜クラス
①14:00～15:00
②15:00～16:15

月4回(金)(土)
土曜クラス

4/13・4/20(金)、4/14・4/21(土)
3/16・3/30(金)、3/17・3/31(土)

1,000円

3/9・3/16・3/23・4/6(金)

月3回（金）14:00 ～ 20:00(1回30分)
月額6,900円(税別)

こども わくわく！
ピアノで輝こう♪

こども
はじめてのピアノレッスン

古田真由美 ピアノ講師

1,000円 3/9・3/23・4/13・4/27(金)

第2・4(金)
16:00 ～ 19:00(1回30分)
月額5,100円(税別)

梅本和子 ピアノ講師

1,000円

澤 朱里 同志社女子大学
音楽学科卒 

1,000円

藤本美香 ピアノ講師

1,000円

木村好里 ピアノ講師

1,000円 3/6・3/20・4/3・4/17(火)

第1・3(火)16：15～ 21：00（1回45分）
月額6,500円(税別)

Rimako`s おんがく倶楽部
（ヴァイオリン、ピアノ、ヴォーカル）

Rimako 【Rimako`s- school】主宰

1,000円

【3歳～】 【4歳～】 こども
楽しくピアノレッスン

【4歳～】 チャレンジ！
子どものピアノレッスン

【4歳～】 さぁ、はじめよう！！
こどもかんたん♪ピアノレッスン

【3歳～】 【3歳～】

第2・4(火)11:00～21:30(1回30分)
第1・3(木)17:00～21:30(1回30分)
月額4,600円(税別)

月3回(水)15:00～21:30(1回30分)
月額6,900円(税別)
第1・3（木）10:30～14:00(1回30分)
月額4,600円(税別)

第2・4(木)18:30～21:00(1回30分)
第2・4(日)10:30～15:00(1回30分)
月額5,100円(税別)

3/13・3/27・4/10・4/24(火)
3/8・3/22・3/29・4/5(木)

3/7・3/14・3/28・4/4(水)
3/1・3/15・4/5・4/19(木)

3/8・3/22・4/12・4/26(木)
3/11・3/25・4/8・4/22(日)

1,000円

第2・4(水)
15:20 ～ 18:00(1回30分)
月額6,100円(税別)

第1・2・4（水）
17:00 ～ 18:30（うち1時間程度）
月額4,170円(税別)

松本憲子 暁書法学院講師

1,000円 半紙代50円1,000円

こども書道

1,000円

そろばん！あんざん！集中教室
山本幸子 日本珠算連盟大津支部準会員

第2・4(日)
10:30 ～ 15:00(1回30分)
月額6,100円(税別)

郷 千里 ボイス
インストラクター

1,500円

キッズボイトレ(個人)
【4歳～】

3/11・3/25・
4/8・4/22(日)

3/14・3/28・
4/11・4/25(水)

3/7・3/14・
3/28・4/4(水)

3/6・3/27・
4/3・4/17(火)

3/2・3/16・4/6・4/20(金)

こども
ヴォイストレーニング

【4歳～中学生】

北澤珠里 元宝塚歌劇団

2,350円

第2・4（土）
11：45～ 15:00(1回30分)
月額4,700円(税別)

3/10・3/24・
4/14・4/28(土)

楽しく子ども
ヴォイストレーニング

【個人】

【小1～】
自由なこども習字教室

【小1～】
のびのびキッズ書道

【5歳～15歳】 【年長～】
桑原真紀子
大阪音楽大学院卒

宮川恵風
日本書芸院二科審査員

田中玉扇
玉峰会常任理事墨滴会師範 

第1・3(火)
17:00～18:00(うち30分程度)
月額2,700円(税別)
17:00～18:00(うち1時間程度)
月額3,100円(税別)

第1･3(金)16:00～18:30(うち1時間程度)
月額3,100円(税別)
第1･2・3(金)16:00～18:30(うち1時間程度)
月額4,650円(税別)

3/5・3/12・3/19・4/2(月)
3/1・3/8・3/15・4/5(木)

月3回(月)17:30～18:30
月3回(木)17:00～18:00
月額3,750円(税別)
月6回(月)17:30～18:30

(木)17:00～18:00
月額5,730円(税別)

1,000円

大人になっても役に立つと、今見直されて
いるそろばん。暗算力を身につけ、集中力や
がんばる心を育てます。

2020年『プログラミング教育』必修化へ
キッズプログラミング講座【小学生～】 【5歳～】 【小学生～】 【3歳～】

【5歳～18歳】

【小1～】

春 で す！み ん な 集 ま れ ～！！子 ど も 講 座 特 集

無料見学

無料見学 無料見学

無料見学

子どもは体を動かすのが大好き
です。楽しいからできる。できる
ようになるから楽しい。そんな教
室で体と心を育みましょう。 

クラシックバレエを基礎に
楽しくレッスンしていきま
す。体の柔軟、美しい姿勢
づくりにもなります。 

 心とからだのハーモニー。楽しい運動遊びのレ
ッスン！先生を中心にしたレッスンの中で、いろい
ろな種類の運動を偏りなく、マット・とび箱・鉄
棒・ボール・なわなどを使い、多種多様な運動を
体験します。

運動能力や五感は子供の発育に最も大切。優雅で美
しい姿勢を基礎にフランス派をやさしく丁寧に正し
く専門士が指導いたします。

ワガノワメソッドに沿ったカリキュラ
ムでレッスンをし、柔軟性・リズム感
を養う他、正しい姿勢や集中力を身
に付けられるように指導致します。

基礎からゆっくりやっ
ていきます。初心者大
歓迎です。みんなで楽
しく踊りましょう！

ダンスの前にはボールを使っ
たストレッチなどの基礎練習
をして、ステップの基本から
しっかりレッスンをします。慣
れてきたら人気の曲をバック
に踊っていきます。

初心者、経験者だれで
も大歓迎！踊りが好きな
人、体を動かすのが好
きな人など,一緒に良い
汗をかきましょう！！

ストレッチやバーレッスンといった基本動作
からしっかり致します。バレエの振付までを
基礎からやさしく指導します。初めてのお子
様でも安心してご参加
いただけます。

受け身、基本技中心に稽
古を致します。体幹の養
成、運動能力の養成等、
お子様の成長に役立つ
稽古内容です。 

音楽に合わせ、楽しくバトントワリングしま
す。次第に心身共に強くなり、情操豊かな子
供に成長していきます。 

笑顔で楽しさをモットー
に、元プロキックボクサ
ーの講師が親切丁寧に
ご指導させていただき
ます。

新体操は女の子なら一度は
憧れる華やかなスポーツで
す。音楽に合わせてボールや
リボンを使って演技します。
リズム感、柔軟性、跳躍力、平
衡感覚などが身に付き芸術
的な感性も養われます。

女の子に人気のチアダンスは初心者でも楽し
く踊れます。リズム感・表現力・向上心が自然
と身につきます。可愛い衣装も着れますよ♪

自分で書いた絵が命令通りに動いたら楽しいよね！
じゃ、どうやったらできると思う？答えは、『プログラ
ミング！』発想は無限大！一緒に勉強しよう！2020年
の文部科学省『プログラミ
ング教育』必修化へ検討！
今からできる事やってみ
たい事に挑戦しょう！！

アニメ、マンガ、イラスト
が大好きなお子様の「好
き」を尊重し、楽しく作品
制作を致します。きめ細
やかな指導で一人ひと
りに丁寧にご指導いたし
ます。

棋力・年齢は問い
ません。
将棋は子どもに考
える力や想像力を
養わせてくれま
す。一人一人のレ
ベルに合わせたレ
ッスンです。

心の健康・つくる楽し
み・できる喜び！アトリ
エパンダのわくわくコ
ミュニケーションアー
トは子どもの感性を
伸ばし観察力や想像
力を楽しみながら育
む美術創作活動です。
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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］

講師募集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。

ホームページからもお申し込み承ります。

お申込み
お問い合わせ
ご予約承ります

2F

ジャンル豊富に150講座以上が集う 総合カルチャーセンター

077-516-000610:00～21:00

〒525-0067 滋賀県草津市新浜町300番地 イオンモール草津2F

韓国語　LEIMAILE　チアダンス　体幹トレーニング ゆる文字　着付　カービング　バルーンアート 内藤バレエ　癒しのヨーガ　FreeStyle　フラメンコ キックボクシング　ウクレレ　二胡　絵画

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2018.2.19

2F

●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。

〒525-0067 滋賀県草津市新浜町300番地 イオンモール草津2F

077-516-000610:00～21:00
2F

バスのりば（1F）

体験・見学も承ります!
ご入会受付中ご予約

承ります

● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ●

ホームページからも
お申し込み承ります。
JEUGIAカルチャー 早割 2018年

3/31㈯
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!


