
受講料(月額)講　師
美容・健康・癒し

受講料(月額)講　師
ダンス・舞踊・武道

受講料(月額)講　師
アート＆クラフト

受講料(月額)講　師
生活文化

受講料(月額)講　師
趣味教養

受講料(月額)講　師
こども

受講料(月額)講　師
音　楽

～体も心も健やかに～
チベット体操 第2・4(月)11：30～12：45 3,700円岩井智子

かのん 第2・4(水）10：00～11：15 3,100円

アンチエイジングヨーガ 月３回(水)15:15～16:30
※月2回コースあり

4,650円

心のやすらぎ体への気づき
パドマヨーガ 月3～4回(火)19:30～21:00 4,950円～

田原聖子

月4回(火)12:00～13:30野町みゆき

土井弘子総合ヨガ美容スクール

リラックスヨガ 6,200円

～体に聞いて心を変える心に聞いて体を変える～
パドマヨーガ 第1･3(土)15:00～16:30 3,700円

榎本佳寿子
視力向上ヨガ（アイヨガ） 第1･3(土)13：45～14：45 3,100円

月4回(金)11:00～12:30

月4回(木)18:30～20:00

仕事疲れに効く！
癒しのヨーガ教室

5,400円～
持田裕子

～心と身体にＯＦＦタイムを～

メンズヨーガ 3,600円

持田裕子ヨーガ教室

現役の看護師が教える
免疫力アップの健康ヨガ

からだを知って
らくらくすっきりヨガ 月3～4回(金)19:30～21:00 6,150円～北村美奈子

綺麗Yoga 月4回(月)13:30～14:50 7,400円森田絵理

50代からのゆったりヨガ 第1・3(金)10:30～11:30 4,000円酒井教子

アルジュナヨーガ
(佐保田ヨーガ)

月4回(木)10:00～11:30

月4回(土)10:00～11:30

7,600円

渡辺昧比 月1回(木)10:00～11:30

きれいになる
ヨーガ＆ピラティス 月3～4回(火)10:15～11:15 5,550円～和田野広美

月1回(土)10:00～11:30 2,600円

アルジュナヨーガ
(佐保田ヨーガ)
月1回クラス

美・健康ストレッチ 月2回（月）12:00～13:00 4,100円Junko

若返り背すじアップコース 月3～4回(火)13:30～14:20 4,500円～三枝喜代子

介護者（ケアラー）のためのヨーガ 第2(木)10:00～11:30

月3回(金)13:15～14:30 5,550円

月1回(金)13:15～14:30 2,100円

内海孝子

ゆる体操初級
～美･健康･若々しさに～ 月2回(金)13:15～14:30 3,900円荒木孝二

身体の歪みを治して痛みを解消！
いきいき操体法

ゆるめて歪みを整える
背骨コンディショニング体操

カラダの不調、美容に効く
働くひとのための自力整体

東口華代

3B簡単エクササイズ 水原秀子

リフレッシュ体操 幸 しずか

サウンドセラビクス
健康体操 前田明美

やさしいビューティーストレッチ 第1・3(水)10：15～11：15 4.100円北澤珠里

公益社団法人

自彊術（じきょうじゅつ） 月4回(月)13:30～15:00 6,200円
井上美枝子
野村悦子

第2･4(金)13:20～14:20

第2･4（木）10：30～12：30

太極拳(初級) 5,200円
渡部健一
（岩佐祐子）
（大津成美）

バランスボール体操
第2･4(水)11:40～12:40

3,700円

3,100円

北澤珠里

スポーツ吹き矢 岸本　實

太極拳(推手) 2,100円

太極拳(中級) 3,100円

楊名時健康太極拳 第2･4(水)18:30～20:00 3,300円大山芳乃

はじめての健康太極拳 第2･4(土)10:00～11:30 3,300円柳井時子

楊名時気功太極拳八段錦 7,400円和田みなゑ

8,200円

森西裕恵
バレエクラシック

月2回（木）11:00～12:30

月4回（木）11:00～12:30

5,100円
森西裕恵

月2回(土)18:30～20:30

月3～4回(金)19:00～20:30

6,100円

月4回(土)18:30～20:30 10,600円

7,400円
クラシックバレエ

6,200円
正木瀬奈

美容バレエ 月3～4回(金)10:40～11:40 4,650円～

ストレッチ＆バーレッスン 月3回(火)13:00～14:00 4,650円
KAZUMI

大人のJ-POPダンス
北澤珠里

STREET JAZZ MIKI

ミセスの為の
チャーミーダンス 月4回(水)11:00～12:30 5,400円山本啓子

社交ダンス スタンダード 月3～4回(月)11:45～12:45 6,150円～桑重輝幸

社交ダンス ラテン 月4回(火)12:00～12:50 6,200円

8,000円

山口隆久

サルサdeエクササイズ 月3回(日)10:30～11:30 4,650円倉田正昭

楽しいタップダンス 月3回(金)18:20～19:20 7,650円奥田けいこ

サルサダンス
月3～4回(土)13:00～14:30

月3～4回(土)14:30～16：00

6,900円～藤井克之

タップダンス 第1・3(土)13:00～14:30 6,100円市丸華奈子

オリエンタル・ベリーダンス（初級） 第2・4(木)19:00～20:00 4,100円
ジャミーラ

オリエンタル・ベリーダンス 月4回(木)20:10～21:10 8,200円

腰掛タップダンス® 第1・3(火)14:30～15:30 4,500円安達幸恵 

はじめてのオリエンタルベリーダンス・昼クラス 第1･3(木)10:30～11:45 4,100円Sammy

第1･3(金)19:00～20:30 4,100円
フラメンコ舞踊

月3～4回(月)14:30～16:00 6,150円～
髙橋京子

大人のフラダンス 19:00～19:50
第2･4(火) 4,700円西川マリコ

はじめてのインド舞踊
オディッシィ 野中ミキ

ハーラウ カ リコ プア オ カラニアーケア

フラダンス教室

月3回(月)18:30～20:00辻　理世

タヒチアン(ポリネシアン)ダンス 20:00～20:50

12:30～14:00

はじめてのフラダンス 月3回(金)13:00～14:20 5,100円辻　妃三恵 他

10:30～12:00
月3回(水)

6,150円
大泉育子

土曜の楽しいフラダンスLEI MAILE

コラージュノベルクラフト
手作りアルバムブック

第2・4(土)11:15～12:45 4,100円渡辺雅代

月2回(土)18:30～19:45 3,700円

はじめての日本舞踊 第2･4(月)15:30～17:30 4,100円藤間直由季

中国伝統武術
八極拳 劈掛拳

月3～4回(土)18:30～19:45 4,950円～
周佐英徳

日本舞踊  山村流（上方舞） 13:00～14:00 6,100円
山村若織

日本舞踊  若柳流(個人レッスンも有） 月3回(金)16:00～17:00 9,150円若柳海穂秀

日本舞踊  山村流（地唄舞） 14:30～15:30
第1･3(日)

2,000円福家真紀 第4（水）10：00～12：30

7,100円

絵画教室(油絵･水彩･デッサン) 第1･3(木)12:45～14:30 5,100円能勢まゆ子

永沢まこと流
ペンで描く透明水彩スケッチ

四季を描く
やさしいはがき絵と色紙

～ちぎって楽しく！～
マスキングテープで描くちぎり絵クラフト

第2･4(木)14:00～16:00 5,100円わたなべ・えいいち

第3（木）10：30～12：30 2,100円

2,800円

田村美紀

若松義子

第3(土)10:30～12:30 2,400円

はじめての絵画教室 月4回(金)13:30～15:30 9,160円

心なごむ仏画教室 第1・3（土）13:30～15:30 5,000円

誰にでも描ける水彩画
第1･3(土)10:30～12:30 4,100円

小栗栖好子

フュマージュアート講座 第1･3(金)13:30～15:30

デッサンと絵画 第2･4(金)13:30～15:30
4,580円

久山雅史

一筆画 絵手紙 ～風物詩を描く～ 第4(土)13:30～15:30 2,600円安來　玲

第1･3(火)13:30～15:30 4,100円はしもと美子

水墨画(運筆) 月3～4回(月)13:30～15:30 6,150円～水谷光年

林　秀雄

カルトナージュ
～フランスのインテリア小物～

第3(火)10:30～12:30 3,000円～

裏打と表装講座 第2･4(金)10:30～12:30 4,700円
薮田夏秋
薮田千秋

タティングレース 第1(月)13:00～15:00

(月1回)
2,800円

クロスステッチ･ビーズ刺繍で楽しむ

カルトナージュ
5,500円

熊谷智恵

チャイナペインティングⅠ
第2･4(火)10:30～12:30 

5,100円

林　昌代
第2･4(火)13:00～15:00

チャイナペインティング
ロングコース(月1回)

5,100円

チャイナペインティングⅡ 9,100円

純銀粘土ジュエリー
第1・3（金）10:30～13:00

4,100円長谷川美生

ロウの花 クリスタルアート 第2･4(金)10:30～12:30 4,100円高岡すみ子

金継ぎと蒔絵 「壊れた器の修繕」 第1(木)14:00～16:30 3,100円栗原蘇秀 他

和みの木彫 第1･3(水)14:00～16:00 4,100円竹内勢津子

創作和紙人形 第1･3(月)10:30～13:00 （初級）
6,100円

藤村愛子

プペドール 第2･4(水)13:00～16:30 5,100円糸井智美

グラスリッツェン 第2・4(木)13：00～15：00 4,100円あさの　綾

第4(火)10:00～12:30 2,700円mignon
<ミニョン>

染花教室(アートフラワー) 第2･4(木)11:00～13:00 4,100円

（上級）
7.100円

大平栄子

楽しく作ろう食品サンプル 第4(土)10:30～12:30 2,100円西田美子

～世界で一つだけのオリジナル作品を～
七宝教室
手のひらいっぱいの幸せ
粘土で作るミニチュアCafé

第1・3(月)10：30～12：30 5.100円吉村美保子

池坊　いけばな
（上級立花コースあり）

第1･3(日)10:30～12:30 4,100円
立花コースは

お問合せ下さい第2・4（木）16:00～21:00

第2･4(木)16:00～21:00

第1･3(日)10:30～12:30
星野美由紀

第1(火)10:00～13:00 2,400円
岩本悦甫

Ikebana ゆらぎ
月1回(木)15:15～19:30 2,100円

山田ふじ代

華道嵯峨御流

池坊 いけばな
－はじめてレッスン－

月3回(金)16:00～21:15 6,150円

（ ）
全6回

12,300円

全6回
12,300円

全3回
7,500円

未生流 月3回(火)17:30～20:00 6,150円肥原康緑

月2回(木)15:15～19:30 4,100円

月1回(土)14:00～16:30 2,100円

茶道入門（裏千家）
月2回(土)13:00～16:30 4,100円

森川宗佳

池坊いけばな教室
月2回(土)14:00～16:30 4,100円

和のお稽古
月2回(土)13:00～16:30 7,100円

月1回(土)13:00～16:30 2,100円

輿 淳子
プリザーブドフラワーレッスン 第4(木)10：30～12：30 2,100円輿　淳子

月1回(土)13:00～16:30 3,600円

梶田紫薫草月流いけばな 第1･3(水) 17:30～20:30 3,600円

茶華道（裏千家・嵯峨御流）
第1(月)18:30～21:00

1,100円塚本宗真

椅子席ではじめての香道 第2(火)15:00～16:30 2,100円菊山英香

第3(土)13:30～16:00

実践着物着付け教室
(月1回コースあり）

第1･3(火)10:30～12:30
吉田雅子

第2･4(土)10:30～12:30
5,100円

着付教室 月4回(月)18:00～20:00 5,700円神田伊佐代

京都きもの学院 着付教室【全10回】 (水)18:30～20:30
全10回

10,000円(税込)
京都きもの
学院講師

沙羅書芸(書･筆ペン･ペン)

第2･4(金) 12:25～13:55

大薮沙羅

10:15～11:45

～初心者からプロを目指す方まで～

一般書道 第1･3(水)13:30～15:30 4,100円喜田章碩

みるみる上達！

くらしに役立つ筆ペン教室 第2・4（火）10:30～11:40 4,100円髙橋琦泉

硬筆・筆ペン・楽しい書 第1･3(火)18:30～20:30 4,100円奥村章華

14:00～15:30

10:15～11:45 4,100円

12:25～13:55

14:00～15:30

15:35～17:05

月4回(水) 13:30～15:30

10:30～12:30

6,700円横井千賀子

月4回(木)18:00～20:00 6,700円小堂裕美子

和裁教室

18:00～20:00

お勤め帰りのホーム洋裁

洋裁教室 月4回(土)10:00～13:00 6,200円峠 紀美子

第1･3(月)10:15～12:30

上田ミチヨ

上田ミチヨ主宰

ソーイング教室

第2・4（木)13：30～15：30 5,000円平田みどり
～日本の伝統美～

ミニチュア着物教室

10:15～12:30 5,000円

10:15～16:00
（ロングコース）

10,000円

上田ミチヨ主宰

きものリメイク教室 第1･3(木) 13:45～16:00

ミシンでかんたん洋裁
～小物から洋服まで～

第1(木)10:30～12:30 2,100円伊達多美子コットンワーク
10:30～12:30

第2･4(月)13:30～17:00 4,100円石村照子

第2･4(水)

戸塚刺しゅう
13:30～15:30

10:30～12:30
月1回（水）

13:30～15:30

4,100円

高木陽子

第2･4(金)10:30～12:30 4,100円富永淑子モラと欧風刺繍

第2･4(木)10:15～12:15 5,100円中村安子

第1・3（水）10:30～12:30こばやしともみ

2,600円

ポジャギ
第2･4(金)10:30～12:30
※月1回コースあり 4,100円玉井美保子

手縫い仕立ての刺し子

第3(金)19:00～21:00 3,000円兵惠まゆみ

天然石で作る
NYスタイル･ビーズアクセサリー

第2(木)13:00～14:00 2,100円白川たま
家族も自分もぐーんと幸せになる

風水おかたづけ

楽しいアクセサリーカフェ

第1･3(金)13:30～15:30 4,100円平井はる美

心を癒す タロットリーディング
（グループ）
第1･3(木)11:00～12:30 5,100円

松永英翔
（個人）
第1･3(木)12：30～14：00 6.100円

占い初心者のための四柱推命教室 第2･4(月)10:30～12:00

人に教えたくなる！
とっておき京都ガイド

心とカラダのボイストレーニング

【全6回】～近未来のメッセージがわかる～
手相入門講座

1,600円中川祐子

6,100円泰　志龍

畑　富美子

第3(木)19:00～20:30

プライベート英会話 月2回13:00～19:30 7,700円

6,150円

第1･3(土)15:30～16:30 4,100円
中国語会話

第1･2･3(土)17:00～18:30
李　興

韓国語　初級① 月3回(月)11:40～12:40
6,150円

韓国語　初級② 月3回(月)10:30～11:30秋山公平

ビジネスに役立つ話し方のすべて 第2・4(水)19:00～21:00 6,100円
藤谷昭子 

韓国語個人レッスン 月3回(月)14:00～15:25 9,150円

コーチング【怒りのコントロール】 第1・3（木）19:00～21:00 4,000円中藤秀美

～本の読み聞かせ～
朗読講座
声と心を健康に！
朗読で楽らく声トレ

第1･3(火)13:30～15:00 3,100円小杉嘉代子

第2･4(木)13:30～15:00 3,100円つじあけみ

さあ、俳句をはじめよう
～17音に想いをのせて～ 第3(金)10:00～12:00 2,200円中田　剛

職場で役立つ話し方

［全3回］知っておきたい相続･遺言の基礎知識

第1・3(月)19:30～21:00 4,100円

コントラクトブリッジ 第2･4(火)13:00～15:00 4,100円

4,000円

清水誠也

今をエンジョイ写真教室 第2(水)10:30～12:30 3,100円木村正司

楽しい家庭焙煎
「焙りたてコーヒー教室」初級（全6回）

6ヶ月6回
第4(水)13:00～15:00

6ヶ月全6回
12,600円田坂真紀

はじめての短歌 第3(水)10:00～12:00 2,100円松村正直

ジャズ＆
ポピュラーヴォーカル

第2･4(水)16:00～19:30 6,100円明星隆之

楽しいピアノ教室 第1･3(土)14:30～16:30 5,100円井上美樹

第1･3(月)10:30～17:15

第1･3(水）17:15～19:30

心やわらぐ声楽
ボイストレーニング

第2･4(月)10:30～17:00 8,600円安藤邦子

楽しい声楽レッスン
ボイトレ

第1･3(水)10:00～13:35

7,100円
第1･3(金)10:00～15:30橋本尚子

楽しくボイストレーニング 第2･4(木）10:00～15:00 4,700円北澤珠里

うたを歌いませんか 第2･4(日)13:00～14:30 4,100円うらかみ葉子

気軽に声楽サロン 第1･3(木)13:00～16:30 5,100円

女性の為の歌謡教室 第4(火)13：15～15：15 2,600円下村典子

ヴォイストレーニング （各40分） 8,100円
桑原真紀子

岡島カラオケ教室 第1･3(水)14:00～16:00 4,100円岡島加代

第1・3(水)14:15～15:15 3,600円北澤珠里

歌声サロン 第2･4(金)12:30～13:30 4,100円

素敵なオカリナ教室
4,000円

6,000円

6,000円

8,000円

伊澤隆志

素敵なフルート教室

リコーダー
4,600円

霜浦州平

4,100円

タニオモトヤ

楽しいアコ－スティックギター
＆エレキギター 第2･4(木)16:00～21:00

5,100円

初心者の為の日曜ギター 第2･4(日)10:00～13:00 5,100円井上義嗣

楽しいウクレレ弾き歌い
16:00～17:00
(入門)

(初級)
今津マスコ

ヴァイオリン教室 第2･4(金)15:00～19:00 5,100円～吉田真由美

サックス

サックス個人レッスン

第1･3(土)12:45～14:15 6,100円

8,900円

井上　孝

中尾健太

沖縄三線入門コース 第1･3(金)19:00～20:30
5,100円川原徹也

篠笛(新光流) 第1･3(土)11:00～12:30 4,100円

二胡
第2･4(金)18:00～21:00

6,100円釋　百恵

沖縄三線一般コース 第1･3(金)19:30～21:00

はじめての三味線教室
(地唄･上方唄)

月3回(土)11:30～20:00 6,690円奥田洋子
はじめてのお琴(生田流)

第2･4(金)18:00～21:00

17:00～18:00
19：00～20：00 4,100円

現代津軽三味線
14:00～21:00

第3(火)
6,100円

徳山弦泉

学研科学実験教室 第1･3(土)10:30～12:00 3,400円篠田純子

こども楽しい書 第1・3(火)16:00～18:30 3,100円奥村章華

ベビーサイン教室 全6回
15,000円

上村香織

学研･城戸真亜子アートスクール 8,000円
(教材費込)

子供の日本舞踊 月3回(金)17:00～18：00 7,650円若柳海穂秀

森西裕恵こどもクラシックバレエ 月4回(土)16:50～18:20 9,400円森西裕恵

山本善子

第2･4(火)18:30～20:00
　　　　＜チケット制あり＞

月3～4回(月)16：30～18:30
　　＜チケット制あり＞（90分）

月3～4回(月)19:00～20:30
　　　　　＜チケット制あり＞

月4回(月)10:00～11:30 4,200円

mariko 第1・3（火）19:30～21:00 4,000円

4,950円～

月4回(木)
＜医療体操著者/大原寿美監修＞
（若返り体操）ラフィーラ 14:00～15:00 6,200円

月3～4回(月)13:00～14:15

月4回(月)10:30～11:45 5,200円

月3回(火)10:30～11:30 4,650円

鳥居真理 第1･3（火）14:00～15:10 3,600円

月4回(日)10:00～12：00
(初級)

月2回(日)13:00～16：00
(中級)

月2回(日)16:15～17:45

月4回(火)10:10～11:40

月4回(木)18:30～19:30
(初級)

(中級)
月4回(木)19:30～21:00

第1･3(水)11:30～12:30
＜チケット制あり＞

(初級)

(中級)

18:30～19:45第1･3(木) 4,100円

第1･3(水)10:30～12:30
月1回コースもあります

第2･4（木）10:30～12:30
月1回コースもあります

第2･4(火)10:30～15:00
(休憩はさむ) 

第2or第4(火)10:30～15:00
(休憩はさむ) 

※月1回コースもあり

第2･4(水）10:00～12:30
※月1回コースもあり

(各60分)

(各45分)

(中級)

(初級)

第1･3(火)10:00～12:30

第1･3(火)10:00～12:30
(中級 各1時間）

(初級 各30分）

第2･4(水)10:00～12:30

第2･4(水)10:00～12:30

(初級 各30分）

（中級 各45分)

14:00～15:00
第2･4(日)

13:15～17:15

第2･4(火)10:00～12:15

(各30分)

(各30分)

(各30分)

(各45分)

(各45分)

(各45分)

(各50分)

(各50分)

(各30分)

(各45分)

(各45分)

(各30分)
60分コースもあります。

(各30分)

第2･4(月)18：00～21：20
(各50分)

第2･4(金)10:00～12:10

クラリネット （各45分）
7,600円崔　賢順 第2･4(月)16:30～20:30

簡単シンガーソングライター入門
（個人）

17:00～18:00

第1･3(木） 5,100円

(各30分)

(各60分）

(1回60分)

(各50分)

年長～小学生

幼児～

年長～小学生

6ヶ月～1.5歳

3歳～小学生まで

3歳～

STREET JAZZ　KIDSクラス 月4回(水)18:30～19:30 7,200円MIKI
3～10歳

第2･4(土)13:30～15:00城戸真亜子
アートスクール
講師

第1(水)または第3(水)13:00～14:00

第1･3(水)13:00～14:00
4,100円

あこがれバレエ

第2･4(土)
（各60分）

<原美香バレエ>
 大人のバレエ

6,150円～

月2回(金)19:00～20:30 4,100円

本田彩香

中学生～大人
月4回(水)19：30～21：00

第2･4(水)14:30～17:00(各30分) 6,100円吉田知央の趣味ピアノ 吉田知央 おひとりさまレッスン

［全6回］「こぎん刺し」で作る
ポットマットとコースター

全6回
15,300円第2・4(火)14:00～15:30藤原萠乃

全3回
9,000円第1(火）13：30～15：00秋重　実

【全6回】はじめての漢方入門
全6回

15,000円第3(金)10:30～12:00カガエ漢方
ブティック

女性のためのやさしい麻雀教室 第1・3（木）13:00～15:00川上直也

心のストレッチ
気持ちをえがく文章教室 第2･4(火）13:00～14:30 4,500円甘里君香

第1・3(木)10:30～12:30 6,100円

ヨーロピアン
ペインティングアート

第1(木)10:30～12:30 3,100円
西田尚美

デザイン書道 第2(水)13:30～15:30 2,100円嶋本稔苳

遊書・字手紙講座 第3(金)10:30～12:00 2,200円山田　極

アラビア書道の世界へようこそ 第1･3(木)15:00～17:00 4,100円山岡幸一

(各30分)

(各30分)

(各30分)

月4回(火)16:00～20:00

8,700円～
ピアノ教室　 月4回(土)17:00～20:00大野麻里子

第2･4(土)17:00～20:00 5,100円～

体験・見学も承ります!随時ご入会受付中 10:00～20:00
(日曜は18:00迄)

JEUGIAカルチャーWEB検索は


