
2/21㈬,3/7㈬ 2,214円(税込) 700円(税込)

3/1㈭,15㈭12:45～ 2,160円(税込)

3/8㈭,22㈭13:00～

3/26㈪12:00～13:00 1,080円(税込)

3/13㈫,4/10㈫ 2,268円(税込) 1,000円(税込)

2/28㈬,3/14㈬ 2,214円(税込) 100円(税込)

3/24㈯18:00～19:00 3/30(金)10:30～ 1,080円(税込)

075-254-2835

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2018年2月

講 座 案 内

四条烏丸『雑貨・書籍・CD 』に、学びの教室あります!

〒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.jpJEUGIAカルチャー京都
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平日/10:00～19:00　土曜/10:00～17:00　日曜/10:00～12:00

お申込み・お問い合わせ 《ご予約承ります》

ハンドメイド・クラフト・書道・絵画・洋裁・華道・語学・占いなど
約70講座開講中です。1日講座、資格講座の開催もあります。

北島　崇 獣医師　本町獣医科サポート院長

小林智美 こぎん刺し作家　itomomi

老犬の生活ケア
フードから介護まで

獣医師から学ぶ

第2（日）10:30～12:00　全3回6,480円(税込)
※単発受講(入会不要）も可能です。1回3,564円(税込)

※単発受講(入会不要）も可能です。
　1回3,564円(税込)

4月…老化のサインとケアの開始
5月…フードやサプリメントの選び方
6月…介護に備える～サービスの実情を知る

第1・3（水）10:00～12:00  月額4,428円(税込)

ペットも高齢化の時代。老犬のケアやフードの選び方、介護
準備などのアドバイスを獣医師がわかりやすく解説します。

勝田泰典 鍼灸師　せんねん灸セルフケアサポーター

鍼灸師が教える簡単せんねん灸教室

第4（土）18:00～20:00　月額2,700円(税込)

冷えは万病のもと！お灸をすることで
36.5℃以上の体温を維持し病気に
ならない身体作りを。手軽にできる
せんねん灸の使い方とともに、東洋
医学の考え方も学んでいただき、お
灸がなぜ効くかをお教えします。

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 [月1クラス]

第1(金)10:30～12:00　月額2,376円(税込)

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。

川本美器
ワインショップゴリヨンオーナー
JSAシニアワインエキスパート

もっと気軽に楽しむための
ワイン入門講座

ワインショップオーナーがおすすめする 奥深き世界にふれる 一般社団法人日本ハンドケア協会

人気作家itomomiのこぎん刺し教室

川上直也 日本プロ麻雀連盟　関西本部

第1･3(木)12:45～14:45　月額4,320円(税込)

女性のためのやさしい麻雀教室

平田みどり あい工房

第2・4（木）13:00～15:00  月額5,400円(税込)

～日本の伝統美～ミニチュア着物教室

泰　志龍 2018年度
新クラス

京都府易道協同組合
理事長

第2･4(月)10:30～12:00　月額6,588円(税込)

占い初心者のための四柱推命教室

菊山英香 香道泉山御流師範

第2(火)15:15～16:45　月額2,268円(税込)

椅子席ではじめての香道

はしもと美子 画家･造形作家武蔵野美術大学卒

第2･4(水)10:00～12:00　月額4,428円(税込)

四季を描くやさしいはがき絵と色紙

～体を温め免疫力向上～【
入
門
編
】

人気につき増設決定

3/14㈬・4/11㈬・5/9㈬
19:00～20:30

111日
講座

111日
講座

111日
講座

111日
講座

全1回3,240円(税込) 1,000円(税込)

定員
15名

申込締切 各4日前

※20歳以上 ※お酒の試飲がありますので、車やバイクでの来場はお断り致します。 ※20歳以上 ※お酒の試飲がありますので、車やバイクでの来場はお断り致します。

辻　英和 アニーホールバー店長
JWRCウィスキープロフェッショナル

ウイスキー入門講座

「ウイスキーって度数も強いしあまり得意じ
ゃない」「なんだか難しそう」そんなイメージ
をすべて払拭します！身体に優しくコスパも
良いウィスキーの奥深い世界を試飲ととも
にわかりやすくお教えします。

3/25㈰ 14:00～15:30
3,240円(税込) 1,000円(税込)

定員
12名

申込締切 3/22㈭

ソフィアフィトセラピーカレッジ
ハンドケアインストラクター

ハンドケアセラピスト認定講座

3/18㈰・4/15㈰ 10:30～17:30(休憩1時間含む)
全1回22,140円(税込) ※認定料・教材費込み

限定特別価格

定員
8名

申込締切 各10日前

伝統の職人技に
ついてのお話と、
2017年グッドデザ
イン賞受賞の絹製
眼鏡ふき“おふき”
を摺り友禅の技法
を使い染色体験し
ていただきます。

「京の七口」のひとつ、鞍馬口・寺町界隈を散策します。
黄檗宗の閑臥庵では、普茶（ふちゃ）弁当をご賞味ください。

「日本の良い珈琲を京都から」三条通にある喫茶葦島店主の
佐々木さんより、ちょっとしたコツでご家庭の珈琲
がおいしくなる淹れ方を教えていただきます。

ワインが好きだけど何を飲んだら
いいのかわからない。高価な物で
はなく、手軽に楽しめるワインを知りたい。
そんな方のためのワイン初心者向け講座。

3,780円JEUGIAカルチャー会員

7,776円JEUGIAカルチャー会員
5,184円JEUGIAカルチャー会員

安藤染工
(京都市右京区西院西寿町21-3 阪急西院駅徒歩7分)

本物の京友禅を身近に
SOO(ソマル)の友禅工房見学と
「おふき」染色体験

申込締切
3/19㈪

定員8名 定員15名

【受講料】3,996円(税込/材料費込)
3/24㈯10:00～12:00

※階段や足元が悪い場所がございます。

定員15名

安藤染工 SOO デザイナー
安藤充泰

申込締切 4/17㈫京都・清遊の会主宰中川祐子 株式会社芦島代表取締役佐々木晨人

10:30烏丸今出川北東角
(京都市営地下鉄烏丸線今出川駅３番出口前)

ええとこ散歩
「鞍馬口・寺町界隈」京の歴史散策
閑臥庵(かんがあん)でいただく普茶弁当

【受講料】7,992円(税込/保険料・食事代込）
4/24㈫10:30～14:00

喫茶葦島(京都市中京区三条通河原町東入文明堂ビル5階)

毎日の一杯をよりおいしく、
喫茶葦島(あしじま)店主に聞く
珈琲の淹れ方

申込締切
5/16㈬

【受講料】5,400円(税込/珈琲・ケーキ代込)
5/21㈪ 13:00～14:30

※ケーキは2種より
　お選びいただきます。

珈琲豆のお土産つき

ハンドケア（ハンドマッサージ）は、
最もシンプルな癒しの技です。 

1日で資格が取得でき、誰でもその日からすぐに行えま
す！ 自身のケア、ご家族、ご友人など、身近な方に対して行
うハンドケアの習得を目的とします。

■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。
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満65歳以上
入会金無料シニア割

満65歳以上の方は
【期間】2018年3/31㈯まで ※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。

入会金1,000 割引（税別）

円

体験当日
または体験なしでご入会の方

にご入会早割早割お得な

割引!


