
6/5・6/19(水)
6/13・6/27(木) 1,550円 7/1・7/29・8/5・8/19(月) 1,850円

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

神秘のパワーで美しい心と身体に 
星と月のリズムヨガ

お仕事帰りの至福のレッスン！
有馬バレエ 大人のクラシックバレエ

生きたお花はキレイをおしえてくれる！
いけばな草月流

こんな着物の愉しみ方を知らなかった！
日本きもの学院 着付教室

月星座が司る身体の部分を整え、健康な心・
身体つくりをしていきましょう。”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。

Ajuga ヨガ講師

ヒーリングエクササイズ
チベット体操～体も心も健やかに～

岩井智子 チベット体操協会認定インストラクター

第1・3(月)11:45 ～ 13:00
月額3,700円(税別)

「若返り体操」として
知られるチベット体
操。ラマ教の僧侶が瞑
想に入る前に行ってい
た儀式を誰でも簡単
に取り組める５つの体
操と１つの呼吸法にア
レンジしたものです。

6/3・6/17・6/24(月)1,850円6/7・6/21・7/5・7/19(金) 1,850円

第1・3(金)19:00 ～ 20:00
月額3,700円(税別)

お仕事帰りにストレス発散！
メンズヨガ

肩こり、腰痛、体がだる
い等々ストレスのたま
った心と身体をほぐし
て柔軟力を高める、男
性におすすめのヨガク
ラスです。週末のお休
みに向けて、１週間の溜
まった疲れを癒してみ
ませんか。

ＭＩＨＯＫＯ ヨガインストラクター

いつまでも若く美しくありたい！
ハワイアンフラ

リズムに合わせてかわいく踊ります！
マジョリティ新体操スクール

あきらめない、挑戦する子に！
四幸スポーツクラブ こども体操教室宮地和子 カズコカプア・ナニミヤチ講師 

月3回(月)13:00 ～ 14:30
月額5,550円(税別)

フラはハワイアンの音
楽に合わせて、足と腰は
リズムを、手では物語や
歌詞を表現しています。
ハワイアンフラ講座で
は、美しい手の動きや 
いろいろなステップが学
べます。ハワイの大会に
も出場した実力派講師
が丁寧に指導します。 

6/6・6/13・6/20・6/27(木) 500円6/7・6/14・6/21・7/5(金) 500円

からだを動かす楽しさを
学び、色々なことに挑戦す
るあきらめない心を身に
つけます。達成感を味わう
ことが出来ます。

嶽山明子 四幸スポーツクラブ主任

出来ることが嬉しくなります！
子ども体操スクール

GUTS体操スクール専任講師
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。 

6/14・6/21(金) 1,500円6/3・6/10・6/17・7/1(月) 1,000円

心とからだのハーモニー
カワイ体育教室

楽しい運動遊びのレッスン！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。幼少年期の運動経験が生涯の運動生
活に影響します。

カワイ体育教室専属専任講師 神戸美穂 マジョリティ新体操クラブ代表

第1・3(金)15:30 ～ 16:20
月額3,000円(税別)

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。

6/6・6/13・6/20・7/4(木) 1,000円6/4・6/11・6/18(火)1,000円

月3回(火)
【年中～】17:00 ～ 18:00
【小3 ～】17:40 ～ 18:40
月額5,550円(税別)

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

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♪

ＭＡＫＩ ダンスインストラクター

情操豊かな子どもになる！
バトントワリング 

加納靖子 ヤスコバトンスクール主宰 

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、情操豊かな子どもに
成長していきます。 

6/7・6/14・6/28(金)、6/6・6/20・7/4・7/18(木)
こども：1,000円 大人：2,300円

6/14・6/28・7/12・7/26(金)
子ども：1,000円 大人：2,550円

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

第1・3(木)
14:30 ～ 20:00(1回/30分)
月額4,600円(税別)

やってみたい！その気持ちがあなたを輝かせます！
わくわく！ピアノで輝こう♪

子どもから大人やシニア世代の方まで、
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。

古田真由美 ピアノ講師

できる事を大切にします！
こども はじめてのピアノレッスン

梅本和子 ピアノ講師

第2・4（金）
16:00 ～ 18:00(1回/30分)
月額5,100円(税別)

あなたの目標を第一に
考えてレッスンを進めて
いきます。 好きな曲が弾
けるようになりたい方、
初めての方大歓迎です。

6/8・6/22・7/13・7/27(土) 2,200円6/9・7/14・7/28(日) 2,500円

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

スゴ技テクで人前で歌いたくなる！
ボーカルレッスン（個人レッスン）

上手になりたい、高い声が出せるようになりたい
など、目的に合わせたレッスンをして最大限に良
さを引き出します。呼吸法や発
声法の基礎から指導いたしま
す。ポップスから演歌まで、初心
者の方からワンランク上を目
指したい方まで、幅広いニーズ
とジャンルに対応します。

郷 千里 ボイスインストラクター

美しい所作を学ぼう！
侍道 殺陣(たて)塾入門

永原 享 侍道　殺陣塾宗家（役者）

第2･4(土)10:30 ～ 12:00
月額4,400円(税別)

侍道-殺陣塾で古き良
き生活習慣を学び、立
ち居振る舞い、所作、気
配り、礼儀作法、そして
人を思いやる人間性を
養い、日本の伝承文化
としての「侍道」を楽し
みましょう。

6/2・6/9・6/16・6/23(日)6/9・6/16・6/23(日) 1,500円

月3～ 4回(日)
【大   人】14:50 ～ 15:40
【小3～小6】15:50 ～ 16:30
月額4,500円～ (税別)

健康・護身術・体幹強化！
合気道 体術講座

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。

成宮隆行 合気道武産会滋賀　5段

礼儀・節度・忍耐力・集中力を養います！
空手道

山根 暁 日本空手協会講師

空手道教育は、知力、体力
はもちろんのこと、礼儀・
節度・忍耐力・集中力を養
い、自然に危機管理能力を
身につける事ができます。

作って弾こう！
私だけのバイオリン

本格的な演奏が楽しめる軽バイオリンを
制作します。特許製法により初めての方
でも大丈夫！完成
後は「きらきら星」
などを演奏しまし
ょう。

加藤正行 工房『楽器の森』主宰

（机のサイズ：幅100cm x 奥行60cm x 高さ70cm）

6歳になったら
学習机を作ろう！　

楽しくわかる
スマートフォン1日教室

丸松木材株式会社
自分の学習机は自分で作る！親子でのこぎり・
ドリル・ハンマーなど、本格的な工具を使い、
100%国産間伐材で自分の学習机を手作りし
ます！★環境省グッドライフアワード特別賞受
賞★ウッドデザイン賞2017受賞★

宮崎和也
すでにお使いの方でも「なんとなく使っていて操作
は分かる」というお声が非常に多くあります。今回の
教室では基礎から学び、様々な使い方を身につけ楽
しみ方を増やしていただく為の教室となります。ぜ
ひお気軽にご参加下さい！

6/5・6/12・6/19・6/26(水) 1,850円

月4回(水)20:00 ～ 21:15
月額7,400円(税別)

バレエを楽しみたい
初心者から経験者ま
で レベルにあわせ
て、美しい姿勢や、他
にはない優雅なバレ
エの発祥地パリ・オ
ペラ座スタイルによ
る洗練された技術を
学ぶ事が出来ます。

有馬バレエ講師

しあわせ結び！
幸運を呼ぶ中国結び

上條多恵子 結びアクセサリー作家

第2・4（月）10:30 ～ 12:00
月額4,000円(税別)

中国の伝統的な紐結
びの技法を使い、新し
いアクセサリーや小
物を作る教室です。軽
くて、つけやすい紐と
ビーズを中心に使う
ことで手軽に楽しん
でいただければと思
っています。

6/10・6/24・7/8・7/22(月)
600円2,000円

6/21・7/19・8/30(金)
1,000円2,300円6/11・6/25・7/9・7/23(火) 1,550円

第2･4(火)14:00 ～ 15:30
月額3,100円(税別)

センスがピカッ！人生が輝きます！
木原順の絵手紙

シンプル、温か
い、やさしい、美
しい絵手紙で
す。暮らしの中
に彩りを添え
て、心豊かな生
活を送りたい方
にオススメです。 

木原 順 絵手紙作家/書道講師 

やみつきになるオモシロさ！笑顔満開！
るんるんバルーンアート リズム感・表現力・向上心が身につく！

Smile☆CheerDance（チアダンス）
ＥＲＩ バルーンアーティスト

第3(金)10:30 ～ 12:00
月額2,300円(税別)

バルーンアートの向こうに笑顔が広が
る！！毎月季節のカワイイ作品が出来上が
ります。バルーン
アートの技術を
活かして、身近な
地域のイベント
などで活動して
みましょう！

6/8・6/22・7/13・7/27(土)
1,000円2,050円

第2･4(土)13:30 ～ 15:30
月額4,100円(税別)

基礎から、いろん
な場面に合わせ
られる自由な作
品へ初心者はテ
キストにそって
指導いたします。

柴田花梨 草月流一級師範

文字をアーティスティックにデザイン
カリグラフィ

小山幸代 カリグラファーズ・ギルド会員 

第1(土)
10:30 ～ 12:30
月額2,600円(税別)

専用のペンを使っ
て書く西洋の書道
カリグラフィ。イタリ
ック体から始め、進
度に合わせて季節
のカード作りも。 

6/1・7/6・8/3(土)
300円2,500円 6/7・6/21・7/5・7/19(金) 2,500円6/4・6/18・7/2・7/16(火) 2,500円

第1・3(火)
11:00 ～ 15:30(1回/30分)
月額6,100円(税別)

かわいい楽器を抱きしめてみませんか！
ウクレレ

弾く場所や人を選
ばない、可愛らし
い楽器ウクレレ。
コロンとした音色
に心がはずんでき
ます。初心者の方
でも安心して始め
ていただけます。 

岡部 昭 ウクレレ奏者

憧れの楽器を始めよう！
楽しいフルートアンサンブル

山田正子 フルートオーケストラ湖笛の会
コンサートミストレス

第1・3(金)11:00 ～ 12:00
月額6,100円(税別)

それぞれのレベルに
合わせて楽しくみん
なでアンサンブル！
仲間と一緒に楽しく
音楽を奏でながら、
めきめき上達できま
すよ♪

6/16・7/21・8/18(日) 3,000円6/2・6/16・7/7・7/21(日) 1,550円

第1・3(日)10:30 ～ 12:30
月額3,100円(税別)

普段着からフォ
ーマルの着物迄、
楽に着崩れしな
いように指導い
たします。また、
人にも着付けが
できるように御
指導いたします。

清水かずえ 教授

こっそり教える驚きのテクニック！
前田新太郎のストリートマジック

前田新太郎 プロマジシャン

第3(日)15:00 ～ 17:00
月額4,100円(税別)

トランプマジックか
ら日常品を使ったマ
ジックまでプロの技
を教えます。マジック
に大切な伝え方や見
せ方など、普段なか
なか教えてもらえな
いプロの技を手に入
れるチャンスです！

6/7・7/5・8/2(金) 3,000円6/5・6/19・7/3・7/17(水) 2,300円

第1・3(水)19:30 ～ 20:30
月額4,600円(税別)

メロディーと一緒だから覚えやすい！
手話ソング

おなじみのヒット曲を
手話を交えて歌いませ
んか。手話が初めての
方も、ゆっくり歌詞に
合わせるので無理なく
手話を覚えることがで
きます。歌を通じて手
話を覚えると、とても
楽しくなります。

青山好一 コミュニケーション手話研究所代表
手話通訳士　

思い通りの写真を撮る
～女性のための～一眼レフカメラの基礎（撮影会）

中村圭吾 プロカメラマン

第1(金)10:30 ～ 12:00
月額3,000円(税別)

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、屋
外撮影会で楽
しく学びます。

ホームページからもお申込み承ります!上記の講座以外にもジャンル豊富に講座を取り揃えております。全講座の詳細はホームページをぜひご覧下さい。 http://culture.jeugia.co.jp JEUGIAカルチャー

子どもから大人まで楽しめるレッスン！

特別講座（入会金不要） 特別イベント

子ども講座

6/2（日）
10:30～16:30

8,340円(税込/材料費含)
※小学生以下は保護者同伴 申込締切:5/28

6/8(土)
11:00～14:30

70,000円(税別/材料費含)

※参加後にプレゼントも
　ご用意しています！

申込締切:7日前
※6組限定

6/11・7/9(火)
各日：10:30～12:30 定員20名限定

参
加
費300円(税込)

【子ども～大人】【年中～/小3～】
【3歳～/小4～】

【4歳～大人】

【4歳～6歳】

【子ども～大人】

【子ども～大人】

【小3～小6/大人】

【5歳以上の子と親】

このプロジェクトは、親子の思い出を作りなが
ら、物を大切にする心を育み、さらに地元の森
で育った間伐材を使用することで、「山→川→
海」の恵みとつながりを感じ、未来にこの日本
の豊かさをつないでいこうという活動です。

月3～4(金)
【 2・3歳 】12:00～12:40 月額3,000円～(税別)
【3・4・5歳（年少・年中）】14:45～15:25 月額3,750円～(税別)
【4・5・6歳（年中・年長）】15:30～16:20 月額4,500円～(税別)
【 小学生 】16:25～17:15 月額4,500円～(税別)

【2・3歳/3・4・5歳（年少・年中）/4・5・6歳（年中・年長）/小学生】

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

【2・3歳児/年少～年長/年長～小学低学年/小学1～6年】

①2・3歳児
月額3,150円～(税別)
②年少～年長
③年長～小学低学年
④小学1～6年
月額4,650円～(税別)

月3～4回(月)
【年中・年長】16:00～17:00
【小学1年】17:00～18:00
【小学2～6年】18:00～19:00 月額4,500円～(税別)

【年中・年長/小学1年/小学2～6年】

月4回(日)
【5歳～初級】16:30 ～ 18:00
【　中　級　】18:00 ～ 19:30
【　大　人　】19:30 ～ 21:00
月額5,200円(税別)

【5歳～初級/中級/大人】

(先着順）

ご予約
承ります 077-516-000610:00～21:00体験・見学も承ります!随時ご入会受付中 2F

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジはこちら!!


