
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 4,428円

小栗栖好子
月1回(土)10:00～12:00 2,592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 5,508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 9,892円

デッサンと絵画 第2･4(金)13:30～15:30 4,946円久山雅史

フュマージュアート講座 第1･3(金)13:30～15:30 4,946円

水墨画(運筆) 月3回(月)13:30～15:30 6,642円水谷光年

心なごむ仏画教室 第1・3(土)15:30～17:30 5,400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 4,428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 9,720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 5,076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 2,160円福家真紀

カルトナージュ 初級 第3(火)10:30～12:30 3,240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
3,024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 6,588円
西田尚美

月1回(木)10:15～12:15 3,348円

チャイナペインティング

10:00～12:00
5,508円

第2･4(火)12:30～14:30 
10:00～14:30

(休憩あり)ロングコース

(休憩あり)ロングコース

9,828円
林　昌代

月1回(火) 5,508円

金継ぎ「壊れた器の修繕」 第1(水)15:00～17:30 3,348円栗原蘇秀・他

染花教室(アートフラワー )
第2(木)10:30～12:30

4,428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 6,156円櫻井真悦帆

創作和紙人形 第1･3(月)10:30～13:00 6,588円藤村愛子

プペドール 第2･4(水)13:00～16:30 5,508円糸井智美

楽しく作ろう食品サンプル 第3(土)12:45～14:45 2,268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 4,428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 4,428円
※月1回　
2,700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 6,642円

岩本悦甫

沙羅書芸(書･筆ペン･ペン) 大薮沙羅

第1(火)10:00～13:00 2,592円

Ikebana ゆらぎ
第2･4(木)15:00～18:00 4,428円

山田ふじ代
月1回(木)15:00～18:00 2,268円

未生流 月3回(火)17:30～20:00 6,642円肥原康緑

池坊いけばな教室
第2･4(土)13:30～17:00 4,428円

月1回(土)13:30～17:00 2,268円

茶道入門（裏千家）
第2･4(土)13:30～17:00 4,428円森川佳代

森川宗佳 月1回(土)13:30～17:00 2,268円

和のお稽古
第2･4(土)13:30～17:00 7,668円

月1回(土)13:30～17:00 3,888円

茶華道（裏千家・嵯峨御流） 第1(月)18:30～21:00 1,188円塚本宗真・麻紀甫

椅子席ではじめての香道 第2(火)15:15～16:45 2,268円菊山英香

着付教室 月4回(月)18:00～20:00 6,156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 5,508円
吉田雅子

第1(土)12:45～14:45 2,808円

4,428円

第2･4(金)

10:15～11:45

12:25～13:55

14:00～15:30

第2･4(土)

10:15～11:45

13:00～14:30

14:40～16:10

～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 4,428円喜田章碩

硬筆・筆ペン・楽しい書
第1･3(火)18:30 ～ 20:30 4,428円

奥村章華
月1回(火)18:30 ～ 20:30 2,268円

デザイン書道 第1(金)19:00 ～ 21:00 2,268円嶋本稔苳

アラビア書道の世界へようこそ 山岡幸一 月1回(木)15:00～17:00 2,268円
10:30～12:30

和裁教室 月4回(水)
※第2･4のみ

13:30～15:30 7,236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 5,400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 7,236円小堂裕美子

洋裁教室 月4回(土)9:45～12:45 6,696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 5,400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

5,400円
上田ミチヨ

10:15～16:00 10,800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 4,428円石村照子

コットンワーク 第3(金)10:30～12:30 2,268円伊達多美子

モラと欧風刺繍 第2･4(金)10:30～12:30 4,428円富永淑子

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 5,508円中村安子

人気作家itomomiの こぎん刺し教室 第1・3（水）10:00～12:00 4,428円小林智美

ポジャギ 第3(金)19:00～21:00 3,240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 2,808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 6,588円

2,700円

泰　志龍

獣医師から学ぶ
老犬の生活ケア  フードから介護まで

【入門編】
第2（日）10:30～12:00 全3回

6,480円北島　崇

～体を温め免疫力向上～
鍼灸師が教える簡単せんねん灸教室 第4（土）18:00～20:00勝田泰典

中国語会話 月3回(土)17:30～19:00 6,642円庄　婕淳

韓国語　初級① 11:40～12:40
第2･4(月) 4,428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 4,428円藤谷昭子 

～本の読み聞かせ～ 朗読講座 第1･3(火)13:30～15:00 3,348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 3,348円

第1(金)10:30～12:00 2,376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 4,320円川上直也

コントラクトブリッジ 第2･4(火)13:00～15:00 4,428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 2,376円中田　剛

はじめての短歌 第3(水)10:00～12:00 2,268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

13,608円
田坂真紀

こども楽しい書 第1･3(火)16:00～18:30 3,348円奥村章華 幼児～

学研　科学実験教室 第1･3(土)13:30～15:00 3,672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
8,640円
(教材費込)

城戸真亜子
アートスクール講師

年長～小学生

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

ホームページ
からも

お申し込み
承ります!

JEUGIAカルチャー京都■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

●入会金は5,400円(税込)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324
円(税込)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。

平日/10:00～19:00
土曜/10:00～17:00
日曜/10:00～12:00

10:00～14:30
(休憩あり)ロングコース

受講・お申し込みに関するご案内

《お客様へ》当社から、教室の出席確認や講座情報や各種サービスの告知、
イベントのご案内を差し上げる場合がございますので、ご了承ください。

JEUGIAカルチャーセンターは全国58会場有り［十字屋Culture株式会社／本社：京都市］

※記載の金額は消費税込みとなります。

ご入会受付中 体験も承ります。
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  素敵な仲間講 座 案 内


