
10/27,11/10㈮｜10/28,11/11㈯ 10/17,11/7㈫18:30～ 2,050円 11/3㈮19:00 ～ 2,100円 10/26㈭15:00 ～

10/20㈮16:00～
10/31㈫10:00～

2,050円
1,000円(税込)

11/6㈪18:30～ 1,100円 1,500円(税別) 11/14㈫15:15～ 2,100円 1,000円 10/18,11/15㈬10:00～ 2,100円 ※お問い合わせ下さい

※お問い合わせ下さい

※お問い合わせ下さい※お問い合わせ下さい

※お問い合わせ下さい

※お問い合わせ下さい

2,050円 ※お問い合わせ下さい2,050円

10/24,11/14㈫13:00～ 2,050円 10/23,11/13㈪19:30～ 2,050円 10/16,11/6㈪13:30～ 2,050円

10/26,11/9㈭10:15～ 2,550円
1,000円(税別) 10/23,10/30㈪18:00 ～ 2,050円 1,000円(税込) 10/20,11/3㈮13:00～ 2,050円

3,000円(税別)

10/16,11/6㈪10:30 ～ 2,850円

10/24㈫
10:00 ～
2,550円 10/19,11/2㈭10:15～ 3,050円 10/24㈫18:00～,11/9㈭10:30～ 2,050円

10/26㈭10:00～ 11/7㈫13:00～ 2,000円 1,500円(税込)2,800円 2,000円(税別) 10/16,10/23㈪13:30～ 2,050円 10/21,11/4㈯15:30～ 2,500円 10/25㈬10:00～ 2,050円

10/23,11/13㈪13:00～ 2,350円

10/17,11/7㈫14:00～

10/27,11/10㈮
10:30～

1,550円

1,550円 1,550円
10/21,11/4㈯
15:30～

10/24,11/14㈫
18:30～ 1,800円

10/20,11/17㈮
13:15～ 1,850円

10/17,31㈫19:15～
2,050円

10/19,11/2㈭12:30～ 1,550円

10/19,11/2㈭
10:30～
1,900円

10/21,10/28㈯15:00～ 1,850円

10/18,11/1㈬
10/27,11/10㈮

1,850円 10/17,10/31㈫10:30～ 1,850円

10/18,11/1㈬14:00～ 2,050円 10/25,11/8㈬ 2,050円
1,100円（税込)

10/20,10/27㈮19:30～ 2,050円 10/23,11/6㈪14:30～ 1,850円

2,000円 10/21,11/4㈯15:30～ 2,000円 10/21,11/4㈯13:30～ 1,000円
1,200円(税別) 10/17,11/7㈫16:00～ 1,550円

10/18,10/25㈬
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ミュージックサロン四条
日本生命四条ビル 9F

阪急
烏丸駅
阪急
烏丸駅

阪急
河原町駅
阪急
河原町駅

075-254-2835お申込み
お問い合わせ

〒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

〒600-8007
京都市下京区四条通東洞院角
日本生命四条ビル9階
■阪急電鉄京都線「烏丸」駅下車（東改札口）
　18番出口より徒歩約1分
■京都市営地下鉄烏丸線「四条」駅下車
　1番出口より徒歩約5分
■京都市バス「四条高倉」下車　徒歩約2分

ホームページからもお申し込み承ります!

ホームページからもお申し込み承ります!

http://culture.jeugia.co.jp JEUGIAカルチャー京都

ミュージックサロン四条にも、新しく開講のカルチャー講座のご案内ミュージックサロン四条

ミュージックサロン四条

MUSIC SALON SHIJO にも、新しく開講のカルチャー講座のご案内

大薮沙羅 新日本書道会師範

沙羅書芸(書･筆ペン･ペン)

第2･4(金) or 第2･4(土) ［90分］
10:15～/12:25～/14:00～/15:35～※
月額4,100円(税別) （※土曜のみ）

奥村章華 読売書法会会友

硬筆・筆ペン・楽しい書

第1･3(火)18:30～20:30
月額4,100円(税別)※月1回コース 2,100円

嶋本稔苳 書家

デザイン書道

第1(金)19:00～21:00
月額2,100円(税別)

山田ふじ代 Ikebana ゆらぎ 主宰

Ikebana ゆらぎ

第2･4(木)15:00～18:00
月額4,100円(税別)※月1回コース 2,100円

岩本悦甫 嵯峨御流華道総司所　権法印

華道嵯峨御流

月3回(金)16:00～21:00
月額6,150円(税別)
第1(火)10:00～13:00
月額2,400円(税別)

塚本宗真 裏千家準教
嵯峨御流正教授

茶華道（裏千家・嵯峨御流）

第1(月)18:30 ～ 21:00
月額1,100円(税別)

菊山英香 香道泉山御流師範

椅子席ではじめての香道

第2(火)15:15 ～ 16:45
月額2,100円(税別)

松村正直 ｢塔｣編集長

はじめての短歌

第3(水)10:00 ～ 12:00
月額2,100円(税別)

秋山公平 慶煕大学平生教育院講師
韓国語講師

韓国語 初級①

第2･4(月)11:40 ～ 12:40
月額4,100円(税別)

庄　婕淳 中国語講師

中国語会話

月3回(土)17:30 ～ 19:00
月額6,150円(税別)

清水誠也 ブリッジ講師

コントラクトブリッジ

第2･4(火)13:00～15:00
月額4,100円(税別)

藤谷昭子 元KBSアナウンサー

職場で役立つ話し方

第2･4(月)19:30 ～ 21:00
月額4,100円(税別)

峠 紀美子 藤川服飾専門学院研究科卒

洋裁教室

月4回(土)9:45 ～ 12:45
月額6,200円(税別)

石村照子 洋裁講師

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
月額4,100円(税別)

横井千賀子 和裁講師和裁教室
月4回(水) ※午前は第2･4㈬のみ
10:30～12:30※
13:30～15:30
18:00～20:00
月額6,700円(税別)

中村安子 刺子学園講師

手縫い仕立ての刺し子
主宰 銀座亜紀枝

第2･4(木)10:15 ～ 12:15
月額5,100円(税別)

富永淑子 中山富美子手芸研究所師範

モラと欧風刺繍

第2･4(金)10:30 ～ 12:30
月額4,100円(税別)

神田伊佐代 関西きもの着装協会

着付教室

月4回(月)18:00 ～ 20:00
月額5,700円(税別)

玉井美保子 台湾国立台北故宮博物院
国際正会員

楽しいアクセサリーカフェ

第1(金)10:30 ～ 12:30
月額2,600円(税別)

平井はる美 NYスタイル・ビーズアクセサリー公認講師

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
月額4,100円(税別)

藤村愛子 やまと風人形スタジオ正範

創作和紙人形

第1･3(月)10:30 ～ 13:00
月額6,100円(税別)

櫻井真悦帆 雅会専任理事　京滋支部長

木目込真多呂人形

第1･3(火)10:00 ～ 12:00
月額5,700円(税別)

林　昌代 日本ホビセラミック協会認定講師

チャイナペインティング

第2･4(火)10:00～12:00/12:30～14:30 
月額5,100円(税別)
《ロングコース》（10:00～14:30/休憩あり）
第2･4(火)…月額9,100円(税別)
月1回(火)…月額5,100円(税別)

西田尚美 アトリエ エヌ 主宰

ヨーロピアン
ペインティングアート

第1･3(木)10:15 ～ 12:15
月額6,100円(税別)※月1回コース 3,100円

大平栄子 ナショナルフラワーデザインスクール主宰

染花教室(アートフラワー )

第2(木)10:30 ～ 12:30
第4(火)18:00 ～ 20:00
月額4,100円(税別)

熊谷智恵 カルトナージュ講師

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) or 第4(木)10:00 ～ 12:00
月額2,800円(税別)

福家真紀 Collage Novel Craft
（コラージュノベルクラフト）主宰

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
月額2,000円(税別)

水谷光年 南画家

水墨画(運筆)

月3回(月)13:30 ～ 15:30
月額6,150円(税別)

林　秀雄 蓮生会幹事長

心なごむ仏画教室

第1・3（土）15:30 ～ 17:30
月額5,000円(税別)

はしもと美子 画家･造形作家武蔵野美術大学卒

四季を描く
やさしいはがき絵と色紙

第2･4(水)10:00 ～ 12:00
月額4,100円(税別)

薮田夏秋
薮田千秋

日本表装研究会会長
日本表装研究会講師

書・画　裏打と表装講座

第2･4(月)13:00 ～ 15:00
月額4,700円(税別)

三枝喜代子 ファイブMインストラクター

若返り背すじアップコース

kako 看護師
ヨガインストラクター

現役の看護師が教える
免疫力アップの健康ヨガ

月4回(火)13:00～13:50
月額6,200円(税別)

第2・4(金）10：30～11:45
月額3,100円(税別)

榎本佳寿子 視力向上ヨガインストラクター
パドマヨーガインストラクター

視力向上ヨガ（アイヨガ）

月2回(土)
13:30～14:30
月額3,100円(税別)

持田裕子
健康管理士一般指導員
健康管理能力検定１級

～心と身体にOFFタイムを～
メンズヨーガ

第2･4(火)18:30～20:00
月額3,600円(税別)

荒木孝二 日本ゆる協会公認ゆる体操中級指導員

ゆる体操初級
～美･健康･若 し々さに～

第1･3(金)13:15～14:30 
月額3,900円(税別)
※月1回コース 2,100円

Yuko
Sammyベリーダンススタジオ
専属講師

ベリーダンス

第1･3(火)19:15～20:30
月額4,100円(税別)

内海孝子 ヘルシーライフクラブ講師

〈医療体操著者/大原寿美監修〉
（若返り体操）ラフィーラ

月4回(木)12:30～13:30
月額6,200円(税別)

渡辺昧比 日本ヨーガ禅道友会教師・健康心理士
ニューポート国際大学日本校講師『福祉心理学』

アルジュナヨーガ(佐保田ヨーガ)

月4回(木)10:30～12:00
月額7,600円(税別)
※月2回コース 4,600円
※月1回コース 2,600円

榎本佳寿子 パドマヨーガ講師

～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
月2回(土)15:00～16:30
月額3,700円(税別)

北澤珠里 元宝塚歌劇団、健康支援トレーナー
ダイエットアドバイザー

バランスボール体操

第1･3(水) or 第2･4(金)
13:30～14:30
月額3,700円(税別)

和田みなゑ 日本健康太極拳協会師範

楊名時気功太極拳八段錦

月4回(火)10:30 ～ 12:00
月額7,400円(税別)

岡島加代 日本オリジナルクラブ認定講師

岡島カラオケ教室

第1･3(水)14:00 ～ 16:00
月額4,100円(税別)

高木陽子 戸塚刺しゅう講師

戸塚刺しゅう

第2･4(水)10:30～12:30/13:30～15:30
月額4,100円(税別)※月1回コース 2,600円

北村美奈子 ヨガインストラクター

ヨガ＆ピラティス

月3回(金)19:30 ～ 21:00
月額6,150円(税別)

森田絵理 ヨガインストラクター

綺麗Yoga

月4回(月)14:30 ～ 15:50
月額7,400円(税別)

城戸真亜子アートスクール講師

[対象：中学生～大人]

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
月額9,000円(税別)

城戸真亜子アートスクール講師

学研･城戸真亜子アートスクール

第1･3(土)15:30 ～ 17:00
月額8,000円(税別)
※教材費込

学研科学専任講師

学研 科学実験教室

第1･3(土)13:30 ～ 15:00
月額3,400円(税別)

奥村章華 読売書法会会友、謙慎書道会評議員
筆記用具持ち方補助方法特

こども楽しい書

第1･3(火)16:00 ～ 18:30
月額3,100円(税別)

【受講・お申し込みに関するご案内】

■地下鉄烏丸線四条駅 より徒歩 5分 ■阪急京都線烏丸駅 より徒歩 5分 ※駐車場はございません。

●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、金融機関からの1ヶ月毎の自動引き落としでの納入をお願いします。
※自動引き落としの手続きが完了するまでに2ヵ月程度を要しますので、
初回は受付にて2～3ヵ月分のお納めとなります。●受講料には特に明記
した他は、教材費・材料費・その他費用は含まれておりません。●運営費と
して１講座につき月額300円(税別)を別途お支払い下さい。●資格認定
講座の試験料・認定料などは別途要しますのでお問い合せ下さい。●講
座は、月4回（週1回）、月3回、2回、1回、臨時講座いろいろありますのでご
確認下さい。●参加人数が一定に満たない場合、体験や講座開講を中止
または延期することがあります。● その他、詳しい内容については、ご入会
時にご説明させて頂きます。

【受講・お申し込みに関するご案内】
●入会金は5,000円(税別)です。●受講料には特に明記
した他は、教材費・材料費・その他費用は含まれており
ません。●参加人数が一定に満たない場合、体験や講
座開講を中止または延期することがあります。
※ミュージックサロン四条の講座に関しては、一部シス
テムが異なりますので詳細は会場にお問合せください。

［電話受付］10:30～21:00 ※土曜10:00～20:00、日曜10:00～18:00
0120-953-033

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

[対象：年長～小学生] [対象：年長～小学生] [対象：幼児～ ]

【期間】2017.11/30㈭まで

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）

【対象】当チラシに掲載の講座

入会金無料満65歳以上の方は
※他の割引との併用は出来ません

通常5,000円より


