
1,500円9/21（水）10：30～ 700円（税込）

第1・3（水）10:30 ～ 12：30
全6回12,300円(税別) 材料費2,200円（税込）

「こぎん刺し」で作る
ポットマットとコースター

今人気！伝統柄でつくるかわいい小物
「こぎん刺し」は、青森生まれの古くから
伝わる刺繍です。藍と白の繊細な模様は
和の伝統を感じ、また、鮮やかな色の糸
を使えばかわいいアクセサリーや雑貨
との相性も良く、幅広い層に人気が高ま
っています。今回は、コースター 2種と
中サイズのポットマットを作ります。

こばやしともみ こぎん刺し作家itomomi

1,000円9/30(金)10：30～

第3(金)
10：30～ 12：00
全6回15,000円(税別)

はじめての漢方入門

気になる漢方、まずは知ることから！
漢方初心者のためのわかりやすい入門講座。漢方とは
何か、漢方で捉える健康観や基
礎理論の「陰陽論」や「五行説」
についても学びます。漢方を通
じ自分の体質を知り、自分自身
と向き合ってみませんか。

カガエ漢方ブティック カガエ漢方ブティック京都河原町店登録販売者

1,000円［通常2,000円］9/15・29（木）13：00～ 資料代 100円

第1・3（木）
13：00～ 15：00
月額4,000円(税別) 月額資料代300円程度

女性のためのやさしい麻雀教室

今から始められる大人の脳トレゲーム！
シニアの習い事として大ブーム。指先を使いゲームを楽し
むことで、健康的に脳ト
レ！麻雀がはじめての方、
ルールがよくわからない
方にも、基本用語や点数計
算など実践しながらわか
りやすくお教えします。

川上直也 日本プロ麻雀連盟　関西本部

1,500円［通常2,500円］9/17(土)13：30～

第1・3（土）13：30～ 15：30
月額5,000円(税別)

心なごむ仏画教室

心穏やかな時間を過ごしませんか。
観音さん・お地蔵さんなどの手本を
カーボン紙で写し取り彩色します。
基本をしっかり指導させて頂きま
すので手本を基に楽しく仏さまを
描けます。世界で、ただ一つの貴方
だけの仏画を描きませんか。

林 秀雄 蓮生会　幹事長

1,500円
[通常2,600円]9/24（土）13：30～

第4(土)
13:30 ～ 15:30
月額2,600円(税別)

一筆画　絵手紙

花を基本に四季の風物
詩を描いていきます。簡
単な一筆画法ですので、
ご経験のない方にもお
すすめです。

安來 玲 絵手紙暮らしの会

9/15、10/6(木）各時間 9/16、10/21(金）19：00～2,500円
4,000円

第1･3(木)
①午前・午後コース：10:15 ～ 12:30 ／ 13:45 ～ 16:00
②ロングコース：(木)10:15 ～ 16:00(休憩はさむ)
①月額5,000円(税別)
②月額10,000円(税別)(ロングコース)

きものリメイク教室

着物を洋服にリメイクしてみませ
んか。初心者の方もお気軽にお越
し下さい。ミシンをお持ちでない
方も、教室での使用や手縫いで仕
上げます。また、2時間で簡単に仕
上げるデザインもございます。 

上田ミチヨ アトリエミチヨ主宰

9/29、10/6(木）12：45～

第1･3(木)
12：45～ 14：30
月額5,100円(税別)

絵画教室(油絵･水彩･デッサン)

鉛筆デッサン･油絵･水彩画などお好きな技
法を用いて、身近なモチーフを使ったやさ
しい静物画から始め
ます。

能勢まゆ子 洋画家･
新制作協会協友

第3(金)19:00 ～ 21:00
月額3,000円(税別)

ポジャギ

韓国の美しい伝統
工芸ポジャギ。韓国
の美しい生地を使
って、針の持ち方か
ら、基本の縫い方、
布の扱い方まで丁
寧に指導します。

兵惠まゆみ ポジャギ工房koe所属

2,100円9/1、10/6(木）10:30 ～ 1,000円
3,000円
2,000円程度

第1(木)
10:30 ～ 12:30
月額2,100円(税別)

コットンワーク

パッチワークの伝統
を取り入れながら現
代感覚・楽しさ・可愛
さを表現する作品を
作りませんか。

伊達多美子 ホビーラ・ホビーレ専属講師

1,600円9/15、10/20(木）19：00～

第3(木)19:00 ～ 20:30
月額1,600円(税別)

人に教えたくなる!
とっておき京都ガイド

美しい京都、美味しい京都、知らなかった京都！歴
史の深みとともに、こっそり誰かに教えたくなるお
得な情報が満載です。たくさんの画
像を使ってわかりやすく紹介いた
します。住んでいるのに知らなかっ
た、身近なのに気付かなかった、そ
んな秘密の京都満載です！

中川祐子 京都・清遊の会主宰

1,550円9/8・29、10/13（木）13：30～

第2･4(木)
13:30 ～ 15:00
月額3,100円(税別)

声と心を健康に！
朗読で楽らく声トレ

身体と同じで声にも老化はあり
ます。朗読を通じ、心豊かに、無理
のない発声で健康な声を保つト
レーニング。声を出すことで、か
すれたり、出にくくなった声だけ
でなく心も元気に！また、誤嚥防
止の効果も期待できます。

つじあけみ おはなしの栞主宰
(一社)日本朗読協会パートナースクール講師

1,000円9/14・28（水）18：30～ 3,050円9/11・18、10/2(日）

第2･4(水)18：30～ 20：00
月額3,300円(税別)

楊名時健康太極拳

ゆったりとした動きの
気功と太極拳で心身を
リラックスさせましょ
う。 具体的に不調な方
も、単に運動不足の方
も、心と体を調えていき
ます。

大山芳乃 日本健康太極拳協会師範

第1・3(日)
13:00 ～ 14:00
月額6,100円(税別)

日本舞踊　山村流(上方舞）

日本舞踊の基礎を身につ
け、明るくシャレた上方唄
を、山村流の振りで楽しみ
ましょう。簡単な動きから
始めていきますので経験
のない方も歓迎です。

山村若織 山村流師範

1,550円（税別）9/27（火）13：00～

月3回(火)13:00 ～ 14:00
月額4,650円(税別)

ストレッチ＆バーレッスン

バレエストレッチと
基本のバーレッスン
ですので、バレエ初心
者も歓迎！日頃の運
動不足を解消し、美容
と健康の為、若々しい
しなやかなボディ作
りを目指します。

KAZUMI バレエ講師

芸能人、ライター、旅行関連業の方に人気！ 1
回の温泉旅行分の費用で温泉の資格が取れ、温
泉の楽しみが10倍
に！・・・それが温泉
ソムリエです。温泉、
入浴の基礎、温泉分
析書の読み方など。

遠間和広 温泉ソムリエ家元

介護の現場ではレクリエーションを通じてのサービス
が非常に重要になってきております。レクリエーション
介護士は介護や高齢者に対する基礎
知識を持ち、自分の趣味や特技を活か
して介護レクリエーションを企画・提
案･実施する資格です。介護の仕事を
している方はもちろん、介護業界に興
味のある方、介護家族の方、ボランテ
ィアをしたい方におススメです。

小山久子 一般社団法人日本アクティブコミュニティ協会認定講師

～あなたを待っているペットがいます～
ペットシッター士資格認定講座

～開業への近道～
2日間の受講で環境
省が定める動物取扱
責任者(保護と訓練)
になることができま
す！取得後､全国ど
こでも開業すること
ができます。

日本ペットシッター協会認定講師

骨格スタイルアドバイザー 3級認定講座

「わたしの似合う」を知って楽しもう！自分の骨格スタ
イルを学び、骨格スタイルから似合うファッションに
ついて学びます。講座内で、講師が参加者一人一人の骨
格スタイルを分析し、スタイルアップのファッション
アイテムや着こなしのポイント、おすすめの素材や形
をアドバイスします。「自分に
似合うファッションを選ぶポ
イントがわかる！」講座です。

小林万希子 一般社団法人骨格スタイル協会本部講師

コミュニケーション心理
アドバイザー資格認定講座

職場でのコミュニケーションをスムーズにしたい、職場
で悩む人の相談相手をしてあげたい、人間関係を楽しん
でネットーワークを拡げたい、もっと素敵に輝きたい。
コミュニケーションのコツを
掴んで、周りの人のために、楽
しく学べる心理学です。修了者
には、『了・資格認定証』を発行。

日本心理療法士協会  協会認定講師

～色づかいで人を見抜くカラー心理学～
カラータイプアドバイザー認定講座（初級レベル）

選ぶ色には意味がある！ 色から人のココロがわ
かるようになり、コミュニケーション上手にな
れる資格です。ビジネスで
もプライベートでも使える
色彩心理の基本を知り、コ
ミュニケーション術発展の
ためのツールとして活用し
ていただけます。

高橋佐代子 一般社団法人カラータイプ協会認定講師

ソーシャルマナー 3級認定講座

自分の魅力を知り、好感度をあ
げるマナー、コミュニケーショ
ンや第一印象アップ等、就活に
も役立つ内容を楽しく学べる
講座。「あなたの強み」を魅力に
変え、スキルや経験を生かし
て、アピールできる自分に！

辻野じゅん 一般社団法人日本マナーOJTインストラクター
協会認定シニアマナーインストラクター

NPO法人ハウスキーピング協
会が認定する「整理収納アドバ
イザー2級」の資格を一日で取
得できます。整理の理論を習
得、実践的な収納のコツをワー
クを通して楽しく学ぶことが
できます。

小倉恵子 整理収納2級認定講師　
インテリアアドバイザー

はちみつマイスター資格認定講座

今まで知らなかったはちみつ
についての知識を身につけて
いただきます。 またはちみつの
健康効果やミツバチについて
の基本的な知識、衣食住のどん
なシーンでもすぐに活用でき
るはちみつ利用法を学びます。

平野のり子 日本はちみつマイスター協会　代表理事

整理収納教育士認定講座
下村桂子 整理収納教育士

京都検定3級対策講座
－実践で役立つ京の常識　入門編－

「京言葉」と呼ばれる京都独特の言葉遣いや「京都時
間」と呼ばれる時間に対する考え方など、生活やビジ
ネスの場で直ぐに役立つ京都の不思議について、お話
を進めていきます。もちろん道案内にも役立つ代表的
な社寺や祭礼のこと・・・これらを総合
的に問われるのが、京都検定3級で
す。是非、試験対策にお役立て下さい。

小嶋一郎 京都感動案内社代表

1,000円[通常2,050円] お花代1,000円(税別)
9/11(日)・22(木)

第1･3(日)10:30 ～ 12:30
第2･4(木)16:00 ～ 21:00
全6回12,300円(税別)（全3回7,500円）
お花代1レッスン1,000円(税別)

池坊 いけばな
－はじめてレッスン－

いけばなの基礎を気軽に学べるシステムです。
★3ヶ月で6回（または3回）のおためしレッスン。
★第1･3(日)第2･4(木)でお好きな日程を予約いた
だきます。（5日前締め切り）
★はじめてレッスン修了後は次の
ステップのレッスンもございます。
★お免状の取得も可能です。

星野美由紀 華道家元池坊講師

2,300円
9/27（火）10：00～

材料・工具レンタル代2,380円(税込)

第4(火)
10:00 ～ 12:30
月額2,300円(税別)

手のひらいっぱいの幸せ
粘土で作るミニチュアCafe

見ていると幸せな気持
ちになるミニチュアサ
イズのスイーツやフー
ド。毎月テーマを決めて
かわいいCafeメニュー
を作ります。9月のテー
マは【秋の実り】です。

mignon<ミニョン> mignon<ミニョン>ミニチュアカフェ主宰
ミニチュアクレイクラフト認定講師

1,000円［通常2,550円］
9/22、10/13（木）14：00～

500円(税込)

第2･4(木)
14:00 ～ 16:00
月額5,100円(税別)

月3～ 4回(月)13:00 ～ 14:15
月額4,950円～ (税別)

永沢まこと流
ペンで描く透明水彩スケッチ

ペン1本で線描きして透明水彩で彩色する、明
るくさわやかな作品で人気の「永沢まこと方
式」による講座です。シンプルな方法で初心者
でも独自の絵が描けます。花や小物で練習した
後は、街角でのスケッ
チも！ちょっと人生変
えてみませんか

わたなべ・えいいち イラストレーター

1,500円9/12・26(月)

第2･4(月)
18：00～ 21：20(各50分)
月額8,900円(税別)

サックス個人レッスン

サックスは誰でも出来る楽
器ですが、追求のし甲斐の
ある楽器です。レッスンを
通じて感性豊かなサックス
ライフを始めましょう！

中尾健太 サックス奏者

1,000円
［通常2,200円］9/16（金）10：00～

第3(金)
10:00 ～ 12:00
月額2,200円(税別)

さあ、俳句をはじめよう
～17音に想いをのせて～

俳句の基礎や季語の解説など、俳句のいろはを
学び今日からあなたも俳人に。作品の講評はも
ちろん、鑑賞の楽しみ方
もお教えします。俳句を
とおして、日々の生活を
より楽しく豊かなものに
しませんか。

中田 剛 「白茅」代表
「翔臨」同人

1,000円
［通常2,050円］9/13・27(火）10：30～ 1,000円

［通常2,250円］
1,000円
［通常2,000円］

第2・4（火）
10：30～ 11：40
月額4,100円(税別)

みるみる上達！
くらしに役立つ筆ペン教室

くらしの中で文字を書くシーンはたくさんあ
ります。手紙、のし袋、芳名帳など、ちょっとキ
レイな文字を書きたくないですか。自分の字に
自信がない、もっと美しい字を書きたい！と上
達を目指す方、筆ペンは苦手という方。それぞ
れに合わせ楽しみな
がら筆ペンを学べる
講座です。

髙橋琦泉 日本教育書道会　師範

9/27（火）13：00～ 1,000円9/20(火)13：30～ 9/29（木）19：00～ 20：00

第2･4(火）
13：00～ 14：30
月額4,500円(税別)

心のストレッチ
気持ちをえがく文章教室

エッセイ、詩、短歌の中から、自分に合った表現
方法を見つけ、心の奥底に眠る大切なこと、
日々感じることなどを書いて
いきます。ご自分の心に焦点
をあてて書くことで自分自身
の心を深く探究することにも
なります。合評で励ましあい
力をつけていきましょう。

甘里君香 作家
日本エッセイスト・クラブ会員

第1(火）13：30～ 15：00
全3回9,000円(税別)

知っておきたい
相続･遺言の基礎知識

相続は、誰もが必ず一生に何度か経験する事柄です。
なるべく争いとならないよう、相続の基礎知識（誰が
相続人になるのか、相続分はどれ
だけか等）を中心に、遺言の種類･
書き方、相続放棄、遺産分割協議の
進め方、遺言執行者の役割等、相続
に関わる基本的な問題について、
分かりやすく説明します。

秋重 実 弁護士

第1・3（木）
19：00～ 21：00
月額4,000円(税別)

コーチング
【怒りのコントロール】

今、様々な業界でメンタルトレーニングとして、
怒りをコントロールすることが注目されていま
す。小さな不満の蓄積は終わり
ないストレスを生み出します。
怒り（アンガー）の感情とのつき
あい方をマスターしましょう。

中藤秀美 コーチ

1,000円
［通常1,800円］9/21（水）14：15～

第1・3（水）
14：15～ 15：15
月額3,600円(税別)

ツヤとハリのある声に！
心とカラダのボイストレーニング

肌や筋肉と同じく声も年齢を
あらわします。正しい発声と呼
吸をトレーニングし、喉の筋肉
を鍛え、ツヤとハリのある、
若々しい声を保ちませんか。ま
た声を出すことで、表情筋リフ
トアップや代謝も高まり、美容
にうれしい効果も！

北澤珠里 元宝塚歌劇団 

1,000円9/27（火）14：00～ 15：00

第2・4(火)14：00～ 15：30
全6回15,300円(税別) 教材費3,000円(税込) 

～近未来のメッセージがわかる～
手相入門講座

手のひらにある線（相）には、
意味や名称があります。この
講座では、ひとつひとつの線
を実践鑑定していきます。
日々変化する手相を見極め、
近未来(3 ヶ月)に現れるメッ
セージを受け取り、明日へつ
なげてみませんか。

藤原萠乃 鑑定士

1,000円
[通常1,700円]9/9・16（金）13：00～ 1,000円

［通常1,800円］ 9/20、10/4 (火）

月3回(金)
13:00 ～ 14:20
月額5,100円(税別)

はじめてのフラダンス

フラを初めて踊る方も、安心の講座です。
”楽しく踊る”ことを1番にし、歌の意味と心
を理解しながら踊りで表
現します。いつも笑顔で、
楽しく踊れる仲間をつく
りましょう。

辻 妃三恵　他 Kapua Kea辻Halau主宰

第1･3（火）
14：00～ 15：10
月額3,600円(税別)

ゆるめて歪みを整える
背骨コンディショニング体操

カラダを本来あるべき状態にする為に「ゆ
るめる」「矯正する」「筋力向上」の3要素の体
操を行います。背骨の歪みを整え、不調を軽
減、改善また予防をしていきましょう。

鳥居真理 一般社団法人 背骨コンディショニング協会
パーソナル トレーナー　

1,000円
［通常2,000円］9/16・30(金)10：30～

第1・3(金）
10：30～ 11：30
月額4,000円(税別)

50代からのゆったりヨガ

ゆったりと体を動かし、無理をせず自分の体調
に合わせ出来ることから始めます。運動が苦手
な方、体が硬くて不安な方に
も安心して参加いただける
ヨガです。呼吸法にあわせ、
リラックスして健康な心と
身体を目指しましょう！

酒井教子 シニアヨガインストラクター
骨盤矯正ヨガインストラクター

1,550円 道具レンタル代：300円(税込)
9/8・22（木）10：30～

第2・4（木）
10：30～ 12：30
月額3,100円(税別)

注目の健康講座！
スポーツ吹き矢

スポーツ吹矢は、高い運動能力や腕力のいらない、
安全な健康スポーツです。
腹式呼吸をベースとした
スポーツ吹矢呼吸法によ
り、1ラウンド5本の矢を
吹き、点数を競います。

岸本 實 一般社団法人日本スポーツ吹矢協会公認指導員

500円（税込）［通常1,550円］

【9月限定1コイン体験会開催！】
9/8・15・29(木）14：00～

月4回(木)
14:00 ～ 15:00
月額6,200円(税別)

＜医療体操著者/大原寿美監修＞
（若返り体操）ラフィーラ

全身の骨格筋を十分
に使い、酸素を全身に
送り届け、体力増強と
究極の若返りを体感
して頂く体操です。

内海孝子 ヘルシーライフクラブ講師

1,000円
［通常2,000円］9/20、10/4(火)19：30～ 1,000円

［通常2,050円］9/15・29(木)10：30～

1日たった3分、
シニアからのらくらく健康法「操体法」

辛い痛みから解放されたい方におすすめ。呼吸に合
わせ、気持ちよくゆったりと体を動かし、体の歪み
を取って、自分で治す健康法。体のバランスが戻れ
ば、自然治癒力や免疫力もアップ！ [女性限定]

東口華代 操体バランス協会代表

第1･3(火)
19:30 ～ 21:00
月額4,000円(税別)

カラダの不調、美容に効く
働くひとのための自力整体

肩こり、冷え、むくみなど女性
特有の体の悩みの原因となる
”流れ”。自力整体でカラダの流
れを良くし、ゆがみを整えて不
調を改善していきます。日々の
疲れをリセットし、心も体も気
持ちよく健康キレイに！

mariko 自力整体ナビゲーター

第1･3(木)
10:30 ～ 11:45
月額4,100円(税別)

はじめてのオリエンタルベリーダンス・
昼クラス

【定期講座】いきいき操体法

年齢を問わず人気のベリー
ダンスは優雅で女性らしい
動きが多くダンスが初めて
の方でも大丈夫！基礎から
ゆっくり丁寧に指導致しま
す。美しいしなやかボディを
目指しましょう。

Sammy オリエンタルベリーダンサー

甘味本ライターと行く！
「梅園」でみたらし団子あぶり体験と
京の甘いもんとっておき話

甘味処の老舗「梅園」清水店に「京都はいつでも甘味
日和」(コトコト)を手がけたライターのちくしともみ
さんと訪れ、特別に名物『みたらし団子』のあぶりを
体験。あんみつとセットで召し上がってい
ただきながら、京都のスイーツ取材話や、最
新おすすめ情報など、とっておきの
お話しをしていただきます。
梅園オリジナル梅型皿のお土産付き

ちくしともみ 文と編集の杜代表

ハイアット リージェンシー 京都　Touzan Bar
アンティークな隠れ家的バーでカクテルレッスン

スタイリッシュかつ温もりに満ちた
空間、そんなTouzanバーを貸し切
ってのカクテル講座。基礎知識、ご家
庭でも楽しめるレシピ紹介、実際に
カクテル作りも体験いただ
きます。

ハイアット リージェンシー 京都 Touzan Bar　バーテンダー

木村武仁と幕末を歩く
「龍馬と新選組の四条木屋町を歩く」

幕末、京都は政治の中心地になりまし
た。そして現在、四条木屋町から御池ま
で、幕末の史跡が多く点在しています。
幕末維新ミュージアム・霊山歴史館の
学芸員が、龍馬や新選組
が闊歩した木屋町界隈を
ご案内し、さまざまなエ
ピソードを紹介します。

木村武仁 霊山歴史館 学芸課長

桂小五郎と幾松が駆けた幕末京都を歩く
～今も残る臨終の家、「幾松」の間～

桂小五郎（のち木戸孝允）ゆかりの地を
巡っていきます。臨終の家や、孝允の
子・忠太郎の達磨(だるま)コレクショ
ン「達磨堂」の見学、そして小五郎と幾
松（のちの松子夫人）のゆかりの地「料
亭　幾松」ではお食事と「幾松の間」を
ご見学いただきます。小五郎と幾松の
生きた幕末に思いを馳せ歴史を感じな
がら、京会席料理をお楽しみ下さい。

木村武仁 霊山歴史館 学芸課長

全6回
全6回

全6回

全3回

京都きもの学院
着付教室

(水)18:30 ～ 20:30

【全10回】約3ヵ月で多彩な着付と帯結びのテクニッ
クを学び、1人で着られるよう指導いたします。
入会特典あり!!
●入会金⇒免除
●受講料割引
　全10回￥15,000(税込)
　⇒￥10,000(税込)
●着物無料レンタル

京都きもの学院講師

テキスト代 1,500円（税込）

9/14(水)18:30～

全10回

13:00 ～ 14:15
10/24㈪11日

講座

1,800円（税別）

習い事は学びの秋から！！　【シニア割】65歳以上の方は入会金無料　

23,000円（税別/教材費・認定料込）
14：00～ 18：00
9/25㈰11日

講座
申込締切 9/21（水）

申込締切 10/15（土）

申込締切 11/17(木)

申込締切 各3日前

TVでも話題の人気資格
温泉ソムリエ認定講座

2014年より認定開始された新資格
レクリエーション介護士2級講座

スカーフコーディネーター
ベーシック認定講座

4時間で約35種類のスカーフの折り方、結び方を体系的に学べる認定講座。
日常的にスカーフを楽しむための「コツ」やシーン別（カジュアル、ビジネ
ス、パーティー）のお勧めの結び方、スカーフリングを使った結び方など、す
ぐに日常生活で活かせるコンテンツが満載です。
ベーシック講座を修了すると、「スカーフコーディネ
ーター」として協会認定のオリジナルレッスンテキ
ストを使用し、30分～1時間程度のスカーフレッス
ンを開催できます。

森田美津恵 日本スカーフコーディネーター協会認定講師

全2回37,800円（税込/教材費・認定料込）
各日10:00 ～ 17:30(休憩含む)
9/18㈰・9/25㈰22日

講座

32,000円（税別）

10:00 ～ 16:0010/22㈯
10:00 ～ 16:3010/23㈰

22日
講座

申込締切 9/11(日)

13,500円（税別）
12,000円（税別）

48,000円（税込）
13:00 ～ 17:00
10/30㈰11日

講座
13:00 ～ 18:00
10/23㈰11日

講座
10:00 ～ 15:00
11/20㈰・12/4㈰申込締切 10/27（木）

申込締切 10/20（木）

7,020円(税込)
認定料・テキスト代

23,000円(税別)教材費

（認定料・発行事務手数料込）8,500円(税込)教材費

テキスト代：1,500円(税込)

9,200円(税込)教材費10,800円(税込)教材費・試験料・認定証発行料

申込締切 11/13(日) 定員10名

認定料(別途)：10,000円(税別)

Fragrance  collection
アロマストーン認定講座

最近注目され始めているアロマストーン。ストーンにお気に入りの
アロマオイルをたっぷり染みこませ、玄関や寝室などに飾り香りを
お楽しみいただけます。この講座ではア
ロマストーンをご自分で作っていただく
テクニックや注意点　飾り付け等細かく
ご説明し、今後ご自分で作ることが出来る
ようにご指導します。ディプロマ証発行。

白子純子 Color＋

主婦に大人気！TVでも話題の
整理収納アドバイザー2級認定講座

教材費・認定料

10:00 ～ 13:009/26㈪
13:00 ～ 16:0010/16㈰

11日
講座

11,000円（税別）
5,000円(税別)

10:00 ～ 16:30
11/20㈰11日

講座

29,000円(税込) 申込締切 9/29（木）

3,300円(税別)認定料含む教材費

13:00 ～ 17:00
10/9㈰11日

講座

8,000円(税別) 申込締切 各3日前

1,500円(税別)(希望者のみ)認定料

13:00 ～ 16:00

9/19（月・祝）・10/10（月・祝）
11/13㈰・12/11㈰

11日
講座

3,000円(税別)

10:30 ～ 17:30

9/25㈰・10/30㈰
11/20㈰・12/11㈰

11日
講座

20,000円(税別)
申込締切 各1週間前

～お部屋も私もセンスアップできる講座～
ルームスタイリスト２級認定講座

日常的なお部屋の悩みを模様替えで解決！
模様替えの知識だけでなく、部屋のセンスアッ
プに欠かせない知識や自分
の好みを知る方法までお伝
えする今までになかった講
座です。

中村真里子 ルームスタイリスト認定講師

7,000円(税別、テキスト代･認定料込)
15,000円（税別）
10:30 ～ 17:30
9/25㈰・11/13㈰11日

講座
申込締切 各3日前

子どものお片づけにポイントをしぼり、子どもの
自立力を促進させるための
整理収納教育方法を学べる
る認定講座です。ハウスキー
ピング協会認定の整理収納
アドバイザー 2級と同等資格
を取得することができます。

テキスト代・認定料・試験料12,624円(税込）
19,700円（税別）
10:30 ～ 17:30
11/27㈰11日

講座
申込締切 11/20(日)

プロも知らない！
焙りたてコーヒー１日特別講座

生の豆から焙りたて挽きたて搾り
たてが一番！たのしくカンタンに
できる『家庭焙煎』からおいしいコ
ーヒーのたて方まで、教えます。

初級・上級コースもあります。

田坂真紀 ＮＰＯ法人「一杯のコーヒーから地球が見える」理事

15:30 ～ 17:30
3,000円(税別)

9/28㈬・10/26㈬・11/23㈬11日
講座 申込締切 各3日前

540円(税込)材料費

・市販コーヒーと飲み比べ
・お菓子＆自分で焙煎した豆
  ４杯分のおみやげ付き

入会金不要　1日・2日で資格が取れる！　人気の資格取得講座　

秋
の
京
都
ご
当
地
講
座

14：00～ 15：30
10/13㈭11日

講座

会員2,900円・一般3,116円(税込)

申込締切 10/10(月)集合 会場：JEUGIAフォーラム御池1階
プロアルテホール（京都市役所前駅より1分）

13:00 ～ 14:30
10/27㈭11日

講座

会員4,840円・一般4,950円(税込/スイーツ代込)
申込締切 10/22(土)

会場 梅園清水店 京都市東山区清水産寧坂339-1

13：00～ 14：30
10/22㈯・11/6㈰11日

講座

会員4,170円・一般4,370円(税込/カクテル、軽食代込)
申込締切 各1週間前

会場 ハイアット リージェンシー 京都

13:00 ～ 15:00
10/30㈰11日

講座

会員3,348円・一般3,564円(税込/保険料込)
申込締切 10/27（木）

集合 高島屋 京都店前

10:30 ～ 14:30
11/20㈰11日

講座

8,888円(税込/食事代、保険料込)
申込締切 11/12（土）

集合 10：20 京阪「神宮丸太町」駅改札

1,500円［通常2,550円］ 500円（税込）

22日
講座

075-254-283510:00～20:00

〒600-8002 京都市下京区四条河原町西入御旅町39 シカタビル8F ［阪急河原町駅⑤番出口上がる左側 シカタビル8F］ご予約
承ります

お申込み
お問い合わせ ホームページからもお申し込み承ります。パソコン・スマホ・携帯電話で➡ JEUGIAカルチャー

2016
秋期号

保存版

きものリメイク教室 くらしに役立つ筆ペン教室

はじめての漢方入門 こぎん刺し

体験｜見学｜入会｜お申し込み受付中

コト
クロス

みずほ
銀行

マ
ル
イ

高
島
屋

河
原
町
通

シカタ→
ビル

四条通阪急河原町駅

075-254-283510:00～20:00

ご予約
承ります

●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。

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。

《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］ホームページからもご予約お申込み承ります http://culture.jeugia.co.jpJEUGIAカルチャー

〒600-8002 京都市下京区四条河原町西入御旅町39 シカタビル8F ［阪急河原町駅⑤番出口上がる左側 シカタビル8F］ 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。

講師募集

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2016.8.31

お得な

割引! 入会金1,000 割引（税別）

円早割
※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。

2016年

9/30㈮
期間

ま
で体験当日にご入会の方は（または体験なしでご入会の方）


