
10/28(土)13:30～
3,600円 2,500円(税込)

10/28(土)13:30～
2,050円 1,500円(税込)

10/28(土)13:30～
2,050円 1,000円(税込) 10/24(火)10:30～、11/4(土)12:45～ 2,550円

10/24(火)15:30～
2,100円 500円(税別)

10/18,11/1(水)12:30 ～ 2,050円 10/19,11/2(木)15:00 ～ 2,050円
10/15(日)10:30～、26(木)18:30～
2,050円 1,000円(税別) 10/24,11/7(火)17:30～ 2,050円 1,200円(税別)

10/21,11/4(土)10:00 ～ 2,050円 10/20,10/27(金)13:30 ～ 2,290円 10/26,11/9(木)15:30～ 2,550円 500円(税込)

11/1(水)15:00～ 3,030円(税込)
3,100円

10/21,11/18(土)12:45 ～ 2,100円 1,000円（税込) 10/17,11/21(火)10:30～ 3,000円 1,800円(税別) 10/25,11/8(水)13:00 ～ 2,550円

10/26,11/9(木)13:00 ～ 10/20,11/17(金)19:00～ 3,000円 1,000円～ 10/18,11/1(水)10:00～ 2,050円 700円(税込) 1,000円（税別)10/20,11/17(金)10:30～ 2,100円

10/20,11/17(金)10:00 ～ 2,200円 ソーイング…10/16,10/30(月)10:15～ きものリメイク…10/19,11/2(木)10:15～ 2,500円※材料費別途 10/19(木),10/26(木)18:00～

10/17,11/7(火)13:30 ～ 1,550円 10/26,11/9(木)13:00 ～ 1,550円 10/19,11/2(木)12:45～ 2,000円 10/19,11/16(木)19:00 ～ 1,600円

075-254-2835 ご予約
承ります

お申込み
お問い合わせ

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2017.10.11

講 座 案 内

9月、四条烏丸にある 『雑貨・書籍・CD 』に、学びの教室、オープンしました!

〒600-8008 京都市下京区四条通烏丸東入ル 京都フコク生命四条烏丸ビル地下1階 『JEUGIAカルチャーセンター』ホームページに掲載中➡

ホームページからもお申し込み承ります!
http://culture.jeugia.co.jp

【期間】2017年10月1日㈰～11月30日㈭

JEUGIAカルチャー京都
地図は
裏面に
掲載
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和のお稽古

第2･4(土)13:30～17:00
月額7,100円(税別)
※月1回コース 3,600円

第2･4(土)13:30～17:00
月額4,100円(税別)
※月1回コース 2,100円

裏千家茶道と池坊いけばなを
セットで履修して頂けます。
※コース変更・振替も可能です。

池坊いけばな教室
華道家元である池坊いけばなを基本か
ら丁寧に指導させていただきます。許状
を申請することが可能です。※お休みの
場合は茶道入門に振り替え可能です。

第2･4(土)13:30～17:00
月額4,100円(税別)
※月1回コース 2,100円

茶道入門（裏千家）
気軽に茶道を楽しんで頂ける立
礼式（椅子席）も取り入れた講座
です。 ※お休みの場合はいけばな
の講座への振替えも可能です。

吉田雅子 着物デザイナー

池坊正教授
裏千家助教授

森川宗佳

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
月額5,100円(税別)

第1(土)12:45～14:45
月額2,600円(税別)

初心者から中級・上級着まで個人レベル、
目的に合わせた指導を行います。また、着
付けのみではなく、着物に関する諸知識作
法などの解説も取り入れた講座です。

田坂真紀 NPO法人一杯のコーヒーから地球が見える
理事･公認インストラクター

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(税別)

ごはんは炊きたて、パンは焼きたて、
コーヒーは豆から焙りたてが1番！
家庭焙煎から焙て方まで全て教えます。

喜田章碩 読売書法会理事

～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
月額4,100円(税別)

古典から創作まで、初心者の方から
本格的にプロになりたい方まで、ご希
望に合わせて一人一人丁寧に指導致
します。

山岡幸一 日本アラビア書道協会事務局長

アラビア書道の世界へようこそ

第1･3(木)15:00 ～ 17:00
月額4,100円(税別)
※月1回コース 2,100円

初心者の方にもわかりやすいよう、歴史から説明致します。約半年でアラビア
書道の基本の理解を目指します。基本的にはテキストに沿って進めていくの
で、途中から受講される方も問題なく、安心して学んで頂けます。

星野美由紀 華道家元池坊講師

池坊 いけばな（上級立花コースあり）

第1･3(日)10:30～12:30 ／第2・4(木)18:30～21:00
月額4,100円(税別) ※月1回コース 2,500円

花は美しく私たちに希望や安らぎを与えてくれ
ます。自分の心を素直に花に託して生け花を
楽しんでみませんか。(木曜クラスと日曜クラス
の間で随時振り替えレッスンが可能です。)

肥原康緑 (一財)未生流会館

未生流

月3回(火)17:30 ～ 20:00
月額6,150円(税別)

伝統と格式ある古典花「格花」と、現
代のライフスタイルにマッチした「新
花」を、未経験の方にもわかりやすく
丁寧に指導いたします。

小栗栖好子 水彩画家・イラストレーター

誰にでも描ける水彩画

第1･3(土)10:00 ～ 12:00
月額4,100円(税別) ※月1回コース 2,400円

お好きなモチーフを選んで、それぞれ
のペースやレベルに合わせ、マンツー
マンで指導致します。自由に、皆様の
描きたいものを描いていきましょう。

はじめての絵画教室｜デッサンと絵画 フュマージュアート講座

月4回(金)13:30～15:30
月額9,160円(税別)

絵の基礎的な技法と画材の扱い
を通して、個々の絵心を養いま
す。初めての方もどうぞ。

第2･4(金)13:30～15:30
月額4,580円(税別)

第1･3(金)13:30～15:30　月額4,580円(税別)

ローソクの煙によって絵
を描く技法です。初めての
方にも楽しみながら、抽
象的なイメージが画面に
定着して行く事がわかり、
感動を覚えるでしょう。

わたなべ・えいいち イラストレーター

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
月額5,100円(税別)

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。

栗原蘇秀・他 漆芸伝承の会主宰漆芸伝承の会認定講師

金継ぎ「壊れた器の修繕」

第1(水)15:00 ～ 17:30
月額3,100円(税別)

破損してしまった大事な器、陶器や硝子・漆器がよみがえります。
割れた部分を継ぎ、欠けた部分を成形し、その部分に金や銀の
化粧を施し、器を修繕する技法です。繕いの痕を新たな景色とな
す、日本独特の文化であり美学でもあります。

西田美子 日本食品サンプルアート認定講師

楽しく作ろう食品サンプル

第3(土)12:45 ～ 14:45
月額2,100円(税別)

本物そっくりに作れて、見ている
だけで楽しい食品サンプル。画期
的な方法で、誰でも簡単に楽しく
作ることが出来ます。

若松義子 アトリエミラボー認定講師

カルトナージュ 初級　　　　　　　　　　　

第3(火)10:30 ～ 12:30
月額3,000円(税別)

厚紙をカットして組み立て、布や柄紙を貼って装
飾を施し、インテリア小物やステーショナリーな
どを作るフランスの伝統工芸です。お気に入りの
素材を使ってオリジナルの作品を制作します。

糸井智美 アトリエ ラ･プペ主宰

プペドール

第2･4(水)13:00 ～ 16:30
月額5,100円(税別)

神秘な輝きをもつ陶磁器人形。
インテリアとしてランプ、陶花、壁掛等、
あなただけのオリジナル作品を作りま
せんか。

平田みどり あい工房

～日本の伝統美～ ミニチュア着物教室

第2・4（木）13:00 ～ 15:00
月額5,000円(税別)

玄関やリビングの空間に、豊かな彩りがおりなすミニ着物のオ
ブジェを飾って、身近に日本の文化を愉しんでみませんか。キッ
ト使用の場合は、完成後すぐに飾っていただけます。また、お
持ちの着物を使って制作していただくこともできます。(要相談)

兵惠まゆみ ポジャギ工房koe所属

ポジャギ

第3(金)19:00 ～ 21:00
月額3,000円(税別)

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、基本の縫い方、布の扱い
方まで丁寧に指導します。

こばやしともみ こぎん刺し作家　itomomi

こぎん刺し

第1・3（水）10:00 ～ 12:00
月額4,100円(税別)

「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。

伊達多美子 ホビーラ・ホビーレ専属講師

コットンワーク

第3(金)10:30 ～ 12:30
月額2,100円(税別)

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す。身の回りの
雑貨を楽しく手作りしましょう。

中田　剛 「白茅」代表　「翔臨」同人

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
月額2,200円(税別)

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。

上田ミチヨ アトリエミチヨ主宰上田ミチヨ主宰 ソーイング教室｜きものリメイク教室｜

第1･3(月)
10:15～12:30
月額5,000円(税別)

第1･3(木)
10:15～12:30
13:45～16:00
月額5,000円(税別)

第1･3(木)
《ロングコース》
10:15～16:00（休憩あり）
月額10,000円(税別)

着物から洋服へのリメイクやオリジナル作品をお作りいただけます。ミシンをお持
ちでない方も、教室でお使いいただけます。また手縫いでも可能です。2時間で簡
単に仕上げるデザインもございますので、初心者の方もお気軽にお越し下さい。

小堂裕美子 洋裁講師

お勤め帰りのホーム洋裁

月4回(木)18:00 ～ 20:00
月額6,700円(税別)

あなたにピッタリな服を作る楽しみ、着る喜びを感じてみません
か？各自、作りたい洋服を洋裁雑誌に基づいて製図から仮縫いし、
各自体型に合ったものを制作していきます。初心者の方には、ご希
望に沿って簡単なものから指導致します。

小杉嘉代子 フリーアナウンサー

～本の読み聞かせ～ 朗読講座

第1･3(火)13:30～15:00
月額3,100円(税別)

声を出して読む楽しさを広げましょう。
絵本や短編をご一緒に読みません
か。いろいろな表現方法が見つかりま
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

声と心を健康に！ 朗読で楽らく声トレ

第2･4(木)13:00 ～ 14:30
月額3,100円(税別)

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。

川上直也 日本プロ麻雀連盟　関西本部

女性のためのやさしい麻雀教室

第1･3(木)12:45 ～ 14:45
月額4,000 円(税別)

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。

中川祐子 京都・清遊の会主宰

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　月額1,600円(税別)

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、そんな秘密の京都がてんこ盛りです！

平日/10:00～20:00　土曜/10:00～18:00　日曜/10:00～13:00

カルトナージュ 手作りアルバムブック ペンで描く水彩スケッチ バランスボール体操 ミニチュア着物こぎん刺し

ソ
ー
イ
ン
グ

き
も
の
リ
メ
イ
ク

久
山
雅
史
洋
画
家

はじめての絵画教室 デッサンと絵画

入会金1,000 割引（税別）

円

早割体験当日に

ご入会の方は
（または体験なしで）

当チラシに掲載の講座のみの対象となります。

満65歳以上の方は
入会金無料シニア割

満65歳以上の方は

※
他
の
割
引
と
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用
は
出
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ま
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ん


