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●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］
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楽しく学んで考え方が身に付く！ 知育ゲームであそぼう

夏休み応援講座（1日講座 入会金不要）

第1・3(土)10:30 ～ 11:30
月額3,400円(税別)

健康的な体力作りを！
ボクシングエクササイズ

使える英語を身につける！
大人の英会話

侍絵師　享永の世界
ボールペン画

音色のあたたかさに癒されます！
オカリナ

コンパスを手に入れよう！
フラメンコ クワドロに学ぶ

心の健康法
いきいき楽しむ水墨画

リズムとビートが体に入ってきてしまう！
ドラムレッスン

ネイティブだからわかりやすい！
楽しい中国語

星やカードからメッセージを受け取ろう！
タロット/占星術（個人レッスン）

からだを整える
ゆるやかピラティス

足で音を出す感覚が気持ちいい！
スニーカーで初めてのタップダンス

ボクシングは上半身の運動と思われがちで
すが、足腰の動き、体のひねりなど、全身運
動であり高い脂肪燃焼効果があります。ま
た、ストレス解消のために、ミットにパンチ
を打ち込むことはとても爽快です！

山田盛生 しが草津ボクシング代表

第2・4(木)16:30 ～ 17:30
月額2,000円(税別)

楽しく学んで考え方が身に付く！
知育ゲームであそぼう

①並べて4ゲーム、②立体4目
並べ、③ひっくりかえるゲー
ム、④ぴょんぴょん将棋、⑤は
さみ将棋、⑥囲碁パズル、⑦
白黒パンダゲーム、⑧どうぶ
つ将棋、⑨9マス将棋
小さい頃から頭の中でのイメ
ージトレーニングは、子どもた
ちの大きな自信になります。
親の参加は無料です。

三宅英治 日本将棋連盟公認将棋指導員

6/13・6/20・7/11・7/25(木)

1,700円6/1・6/15・7/6・7/20(土)

第2・4(土)15:00 ～ 16:00
月額3,000円(税別)

あこがれの「タップダンス」を、誰もが持っている「スニ
ーカー」を使って、手軽に踊ってしまおう！リズムに乗っ
て足で音を出す感覚がとても気持ちよく、踊っているう
ちにどんどんと楽しい気持ちにさせてくれます。一見難
しそうにみえて、実は初心者向き。リズム感がなくても、
踊っているうちに自然とリズムが体に身につきます。

北澤珠里 元宝塚歌劇団

【小学生】1,000円
【大　人】1,500円6/8・6/22・7/13・7/27(土)

第1・3(木)10:30 ～ 11:30
月額4,000円(税別)

かんたんなやさしい動きと呼吸でイン
ナーマッスルを鍛え姿勢を整えます｡
からだを内側から元気に改善していき
ましょう。クラウンピラティスの初級を
中心としたゆるやかなレッスンです。
からだリセット習慣を始めませんか。

中野やよい ピラティスインストラクター
リンパマッサージTC修了

2,000円6/6・6/20・7/4・7/18(木)

月3回(木)
12:00 ～ 15:00(1回/60分)
月額7,500円(税別)

英語力や目的に合わせてお一人お一人に
合ったプロプラムをご提供させて頂きま
す。基本は会話が出来るようになっていた
だくことが重要ですが、TOEICなどの試
験対策も希望に応じて指導いたします。

白子 諒　他 膳所英語教室講師

2,500円6/13・6/20・6/27(木)

月3回(土)
10:30 ～ 17:00(1回/50分)
月額9,000円(税別)

中国語入門、初級、中級の方ま
で、個人のペースに合わせて、わ
かりやすく楽しくレッスンを進
めてまいります。

朴 銀姫 博士（文学）/佛教大学兼任講師

3,000円6/8・6/15・6/22・7/6(土)

①第2・4(日)
10:30 ～ 21:20(個人レッスン90分）
月額5,100円(税別)

②第4(水)
16:10 ～ 21:00(個人レッスン90分）
月額2,550円(税別)

【タロット】タロット占いの基本的な構成や用語･数字･
色･形･絵柄に秘められた78枚のカードの意味を学び、
ご自身で占いができるようにご指導します。
【占星術】出生年月日、時刻場所にもとづき作成された
ホロスコープより、生まれ持った資質や運命、相性を解
読します。 

松永英翔 タロット・占星術研究家

2,550円①6/9・6/23・7/14・7/28(日)
②6/26・7/24・8/28(水)

第4(土)13:00 ～ 14:30
月額2,500円(税別)

ボールペンを使った描画のテクニックをお伝
え致します。ペン一本で表現するコツをお教
えします。初心者の方でも大丈夫！ ボールペ
ンとスケッチブックだけでＯＫ！ ボールペンで
の描き方の基礎から始めましょう！ 写真とは
違う思い出をペンで残してみませんか。

永原 享 ボールペン画家

2,500円6/22・8/24・9/28(土)

第2・4(月)10:30 ～ 12:30
月額5,000円(税別)

花や動物、風景等の多彩なお手本を使ってレッスンす
るので、絵心が無くてもデッサンが苦手でも大丈夫で
す。水墨画らしい技と表現力が自
然に身について、自分の個性や得
意も発見できます。

田中千野 水墨画・工筆画家

2,500円6/10・6/24・7/8・7/22(月) 200円

①月3回(土)(1回/30分)
10：30～ 17:00
月額7,500円(税別)

②第1・3(土)(1回/30分)
17:00 ～ 21:30
月額5,000円(税別)

③第2・4(日)(1回/50分)
15:00 ～ 21:50
月額8,000円(税別)

初心者の方、今まで楽器経験がなくても大丈夫で
す。基礎を学びながら色々なリズムに慣れていき
ましょう！POP'S、ROCK等８ビートからFunkや
Jazzのスイングまで、ひとり一人のレベルに合わ
せ丁寧に指導いたします。

中西剛士 ドラマー

大人1,500円(30分) 2,500円(50分)
子ども1,000円(30分)

①②6/1・6/15・7/6・7/20(土)
③6/9・6/23・7/14・7/28(日)

第1・3(火)
【初心者】10:30 ～ 11:30 【経験者】11:30 ～ 12:30
月額4,000円(税別)

優しい音色のオカリナをはじめませんか。オカリナは土で
できた優しい音色の楽器です。楽器経験のない人でも楽
譜の読めない人でも大丈夫です！オカリナはひとりの音色
も美しいですが、大勢で吹く音色はあたたかく心地よい
空気につつまれます。新しい音楽生活をはじめましょう！

寺井純子 オカリナ奏者

2,000円6/4・6/18・7/2・7/16(火)

月2回(月)①11:45 ～ 12:45 ②20:20 ～ 21:20
月額2,000円(税別)

フラメンコは『ブレリア』と『タンゴ』がすべてで
す。 普段はなかなか教えてもらえない『パルマ』
（手拍子）・『ハレオ』（掛け声）を学び、ブレリアと
タンゴのコンパスを手に入れましょう。コンパス
を知れば、自然と踊り方もかわってきて、さらに
フラメンコが楽しく好きになれると思います！！

石井久美子 スタジオ・アイレ主宰 

1,000円①6/3・6/17(月) ②6/10・6/24(月)

第1・3(金)
【タヒチアン】12:30 ～ 13:30 【癒しのフラ】13:45 ～ 14:45
月額3,000円(税別)

タヒチアンダンス/癒しのフラ

【タヒチアン】は楽しく身体を動かすことがで
きるので、自然とシェイプアップに繋がります。
【フラダンス】はリラックスして楽しく踊ります。
ハワイのマナを感じて癒されるフラを楽しみ
ましょう！女性らしさも引き出してくれます。

井上佳子 LUANA LEA HULA&TAHITIAN主宰

1,500円6/7・6/21・7/5・7/26(金)

1,000円

2,050円

1,000円

1,000円

1,000円 1,000円

1,000円6/8・6/22・7/13・7/27(土) 6/5・6/12・6/26・7/10(水) 6/3・6/17・7/1(月)

6/1・6/15・7/6・7/20(土) 6/1・6/15・7/6・7/20(土) 6/8・6/22・7/13・7/27(土)

第1・3(土)10:30 ～ 11:30
月額3,000円(税別)

『自分に負けない強い心』を育む
キッズボクシング

ボクシングを通じて、「持久力」や「俊敏性」の
向上に加え、練習を行う事による「協調性」や
「忍耐力」を養います。ま
た、「挨拶」や「礼儀」にも
重点を置き、元プロボク
サーの実績のある講師
の指導で身体と共に強い
心を鍛えることをコンセ
プトに練習を行います。

山田盛生 しが草津ボクシング代表

第1・3(土)18:00 ～ 19:00
月額3,100円(税別)

自由な発想を形に出来る！
こども絵画教室

様々な技法を使って楽しい絵が描けるよ
うに指導します。楽しんで描く事、対象物
をしっかり見て描
く事、各種児童画コ
ンクールの出品を
目指します。

小泉広明 滋賀県美術協会理事　
二紀会準会員

第2・4(土)
11:45 ～ 12:35
月額3,700円(税別)

バレエの基礎をしっかり習う！
キッズバーレッスン＆ストレッチ

ストレッチやバーレッスン
といった基本動作から、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。

北澤珠里 元宝塚歌劇団

第2・4(土)
18:00 ～ 20:00
月額4,100円(税別)

プロの漫画家がコツを教えます！
イラスト・漫画教室

プロの漫画家・イラス
トレーターになりたい
方、アクリル画・水彩
画・鉛筆デッサンを学
びたい方、基礎から丁
寧に指導致します。

水井秀彰 漫画家・イラストレーター　

月3回(水)
17:00 ～ 18:30(時間内の60分）
月額4,170円(税別)

キレイな字を書くことは自信に繋がります！
こども書道 

キレイな字を書くことは自信に繋がりま
す！正しくきれいな字が書けるように、鉛
筆の持ち方、筆順
を含めて丁寧に指
導します。楽しく
しっかり練習しま
しょう。 

宮川恵風 日本書芸院二科審査員

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

考える力がすごく付く！
そろばん！あんざん！集中教室

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。

山本幸子 やまもと珠算塾塾長　
日本珠算連盟大津支部準会員

6/3・6/17・6/24(月)
6/6・6/20・6/27(木) 1,000円

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)

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

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！
今からできる事
やってみたい事
に挑戦しよう！！

東沢貴光 グーペエバンシェリスト

カワイ夏休み
鉄棒とび箱集中レッスン

苦手を克服＆新
しい技に挑戦！専
任のインストラ
クターの優しく
わかり易い指導
でコツをつかみ
自信と積極性を
育みます。

カワイ体育教室専任講師

今年の夏こそ スラスラ書こう！
夏休み読書感想文教室

必ず本を読了のうえ、ご参加ください。
本を読んだ感想を子どもたち自身の言葉
で書けるよう感情の引き出し方を伝え、
感想文を仕上
げるための指
導を行います。

キッズ作文トレーナー （社）教育コミニュケーション協会

夏休み宿題書道

夏休みの宿題の書道をしましょう！
課題があればお持ちください。

田中玉扇 玉峰会常任理事　墨滴会師範

侍絵師 享永の世界 ボールペン画 リズムとビートが体に入ってきてしまう！ ドラムレッスン 6歳になったら学習机を作ろう！

これから始める子どもの講座

7/29(月)
15:00～16:00

1,500円(税別)

8/3(土)10:30～12:00
2,000円(税別)

8/6(火)13:00～14:00
1,500円(税別)

【小学生～大人】

【5歳～小学生】

【小学生～大人】

【小2～大人】

【年中・年長】

【小3～小6】

【小学生】

【小学生】
【小学生～】

【年長～】

【小学生】 【小学生】 【4歳～】

7/26㈮

7/30㈫

《鉄　棒》11:00～11:50
《とび箱》13:00～13:50 かわいいぬいぐるみを作ろう!!ワークショップの

おまけ付き(あみぐるみブローチ）。

耕田美由紀

◆うさぎ（15cm）
◆ナマケモノ（25cm）
◆あみぐるみマスコットブローチ
　（うさぎ、くま、猫など 直径5cm）

編みぐるみ作家/ぬいぐるみ作家

各回1,500円(税別)

【年中～小学生】 【小5～大人】※保護者と一緒なら対象外のお子様もOK

ぬいぐるみを作ろう！
～ワークショップのおまけ付き～
（うさぎ・ナマケモノ）

夏休みに鉄棒やとび箱の集中レッスンで新学期に差をつけよう!!

嶽山明子 四幸スポーツクラブ主任

四幸スポーツ 夏休み特別講座
『とび箱・鉄棒チャレンジレッスン』

8/9㈮ 13:00～13:50

13:00～14:30

1,500円(税別)

1,000円(税別)
うさぎ1,000円(税別)
ナマケモノ1,500円(税別)

【小学生】

補助に付いて指導致しますので、初めての方にも
安心して受講していただけます！

富田幸樹 四幸スポーツクラブ

『バク転に挑戦！』

JEUGIA夏休み親子イベント
毎年大人気のJEUGIA夏の工作イベント。
たくさんの親子の参加をお待ちいたしております。

参加費

各360円(税込)8/4(日) 
11:00 ～ 14:00

8/11（日）
11:00～14:00

タオル犬・
ボトルフラワー

7/28(日) 
11:00 ～ 14:00

万華鏡・
空気砲

貯金箱・
ミニフラワー

2F

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

● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ● 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


