
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

誰にでも描ける水彩画
第1･3(土)10:00～12:00 4,100円

小栗栖好子
月1回(土)10:00～12:00 2,400円

永沢まこと流
ペンで描く透明水彩スケッチ 第2･4(木)15:30～17:30 5,100円わたなべ・えいいち

はじめての絵画教室 月4回(金)13:30～15:30 9,160円

デッサンと絵画 第2･4(金)13:30～15:30 4,580円久山雅史

フュマージュアート講座 第1･3(金)13:30～15:30 4,580円

水墨画(運筆) 月3回(月)13:30～15:30 6,150円水谷光年

心なごむ仏画教室 第1・3(土)15:30～17:30 5,000円林　秀雄

四季を描く やさしいはがき絵と色紙 第2･4(水)10:00～12:00 4,100円はしもと美子

学研城戸真亜子アートスクール アドバンスコース 第1･3(土)18:00～20:00 9,000円城戸真亜子
アートスクール講師

書・画  裏打と表装講座 第2･4(月)13:00～15:00 4,700円薮田夏秋
薮田千秋

コラージュノベルクラフト
手作りアルバムブック 第1(火)13:00～15:30 2,000円福家真紀

カルトナージュ 初級 第3(火)10:30～12:30 3,000円若松義子

クロスステッチ･ビーズ刺繍で楽しむ
カルトナージュ

第1(水)10:00～12:00
2,800円熊谷智恵

第4(木)10:00～12:00

ヨーロピアン
ペインティングアート

第1･3(木)10:15～12:15 6,100円
西田尚美

月1回(木)10:15～12:15 3,100円

チャイナペインティングⅠ
第2･4(火)10:00～12:00

5,100円
第2･4(火)12:30～14:30 

チャイナペインティングⅡ 第2･4(火)10:00～14:30(休憩あり) 9,100円
林　昌代

チャイナペインティングⅡ (月1回) 月1回(火)10:00～14:30(休憩あり) 5,100円

金継ぎ「壊れた器の修繕」 第1(水)15:00～17:30 3,100円栗原蘇秀・他

染花教室(アートフラワー )
第2(木)10:30～12:30

4,100 円大平栄子
第4(火)18:00～20:00

木目込真多呂人形 第1･3(火)10:00～12:00 5,700円櫻井真悦帆

創作和紙人形
上級 第1･3(月)10:30～13:00 7,100円

藤村愛子
初級 第1･3(月)10:30～13:00 6,100円

プペドール 第2･4(水)13:00 ～ 16:30 5,100円糸井智美

楽しく作ろう食品サンプル 第3(土)12:45～14:45 2,100 円西田美子
天然石で作る
NYスタイル･ビーズアクセサリー 第1･3(金)13:00～15:00 4,100円平井はる美

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
※月1回　
2,500円

星野美由紀
第2・4(木)18:30～21:00

華道嵯峨御流 月3回(金)16:00～21:00 6,150円岩本悦甫

華道嵯峨御流 (月1回) 第1(火)10:00 ～ 13:00 2,400円岩本悦甫

Ikebana ゆらぎ
第2･4(木)15:00 ～ 18:00 4,100円

山田ふじ代
月1回(木)15:00 ～ 18:00 2,100円

未生流 月3回(火)17:30 ～ 20:00 6,150円肥原康緑

池坊いけばな教室
第2･4(土)13:30 ～ 17:00 4,100円

月1回(土)13:30～17:00 2,100円

茶道入門（裏千家）
第2･4(土)13:30 ～ 17:00 4,100円

森川宗佳
月1回(土)13:30～17:00 2,100円

和のお稽古
第2･4(土)13:30 ～ 17:00 7,100円

月1回(土)13:30～17:00 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)15:15 ～ 16:45 2,100円菊山英香

着付教室 月4回(月)18:00 ～ 20:00 5,700円神田伊佐代

実践着物着付け教室
(月1回コースあり）

第2･4(火)10:30 ～ 12:30 5,100円
吉田雅子

第1(土)12:45 ～ 14:45 2,600円

第2･4(金)

4,100円沙羅書芸(書･筆ペン･ペン)

10:15 ～ 11:45

12:25 ～ 13:55

14:00 ～ 15:30

大薮沙羅

第2･4(土)

10:15 ～ 11:45

12:25 ～ 13:55

14:00 ～ 15:30

15:35 ～ 17:05

～初心者からプロを目指す方まで～一般書道 第1･3(水)12:30 ～ 14:30 4,100円喜田章碩

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

奥村章華
月1回(火)18:30 ～ 20:30 2,100円

デザイン書道 第1(金)19:00 ～ 21:00 2,100円嶋本稔苳

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
月1回(木)15:00 ～ 17:00 2,100円

10:30～12:30

和裁教室 月4回(水)
※午前は
　第2･4のみ

13:30～15:30 6,700円横井千賀子

18:00～20:00
～日本の伝統美～
ミニチュア着物教室 第2・4(木)13:00 ～ 15:00 5,000円平田みどり

お勤め帰りのホーム洋裁 月4回(木)18:00 ～ 20:00 6,700円小堂裕美子

洋裁教室 月4回(土)9:45 ～ 12:45 6,200円峠 紀美子

上田ミチヨ主宰 ソーイング教室 第1･3(月)10:15 ～ 12:30 5,000円上田ミチヨ

趣味教養 受講料(月額)講　師

こども 受講料(月額)講　師

10:15 ～ 12:30
上田ミチヨ主宰
きものリメイク教室 第1･3(木) 13:45 ～ 16:00

5,000円
上田ミチヨ

10:15 ～ 16:00
（ロングコース･休憩あり） 10,000円

ミシンでかんたん洋裁
～小物から洋服まで～ 第1･3(月)13:30 ～ 17:00 4,100円石村照子

コットンワーク 第3(金)10:30 ～ 12:30 2,100円伊達多美子

モラと欧風刺繍 第2･4(金)10:30 ～ 12:30 4,100円富永淑子

手縫い仕立ての刺し子 第2･4(木)10:15 ～ 12:15 5,100円中村安子

こぎん刺し 第1・3（水）10:00 ～ 12:00 4,100円こばやしともみ

ポジャギ 第3(金)19:00 ～ 21:00 3,000円兵惠まゆみ

楽しいアクセサリーカフェ 第1(金)10:30 ～ 12:30 2,600円玉井美保子

占い初心者のための四柱推命教室 第2･4(月)10:30 ～ 12:00 6,100円泰　志龍
人に教えたくなる！
とっておき京都ガイド 第3(木)19:00 ～ 20:30 1,600円中川祐子

中国語会話 月3回(土)17:30 ～ 19:00 6,150円庄　婕淳

韓国語　初級① 11:40 ～ 12:40
第2･4(月) 4,100円秋山公平

韓国語　初級② 10:30 ～ 11:30

職場で役立つ話し方 第2･4(月)19:30 ～ 21:00 4,100円藤谷昭子 

～本の読み聞かせ～ 朗読講座 第1･3(火)13:30～15:00 3,100円小杉嘉代子
声と心を健康に！
朗読で楽らく声トレ 第2･4(木)13:00 ～ 14:30 3,100円つじあけみ

女性のためのやさしい麻雀教室 第1･3(木)12:45 ～ 14:45 4,000円川上直也

コントラクトブリッジ 第2･4(火)13:00 ～ 15:00 4,100円清水誠也
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

はじめての短歌 第3(水)10:00 ～ 12:00 2,100円松村正直

楽しい家庭焙煎
「焙りたてコーヒー教室」
初級（全６回）

第4(火)15:30 ～ 17:30
6ヶ月
全6回

12,600円
田坂真紀

こども楽しい書 第1･3(火)16:00 ～ 18:30 3,100円奥村章華 幼児～

学研　科学実験教室 第1･3(土)13:30 ～ 15:00 3,400円学研科学
専任講師

年長～小学生

学研･城戸真亜子
アートスクール 第1･3(土)15:30 ～ 17:00

8,000円
(教材費込)

城戸真亜子
アートスクール
講師

年長～小学生

ご入会受付中! 体験も承ります075-254-2835
平日/10:00～20:00　土曜/10:00～18:00　日曜/10:00～13:00 お電話・店頭・WEBで事前にお申し込みください見つけよう  新しい自分  素敵な仲間

JEUGIAカルチャー京都
詳細はホームページに掲載中➡


