
8/31㈮・9/26㈬18:00～ 1,620円(税込) 9/10㈪･24㈪11:35～ 1,620円(税込)

『小松正史スペシャルピアノライブ』
9/9㈰ ①12:10～13:10 ②14:55～15:55

9/7㈮･10/5㈮10:30～ 2,376円(税込) 9/3㈪, 10/15㈪, 9/5㈬ 各1,188円(税込)
各1,500円(税込)

9/5・10/3㈬, 9/27・10/25㈭
3,024円(税込) 2,000円(税込)

9/28㈮16:00～17:30
1,620円(税込) 500円(税込)

初回
限定価格

8・9月の
特別価格

9月のみの
特別価格

入場フリー

075-254-2835

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2018年8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》

井原浩二 NPOけいはんな薬膳研究所理事長

※実習ではなく講義です

嶋林　栞 六原習字教室主宰

第4(水)or(金)18:00～21:00  月1回2,484円(税込)

薬膳とは東洋医学に基づ
いた予防的食養生。身近
な食材の特徴を活かし季
節や体調にあった献立を
組み立てることで自然治癒
力を高め、病気になりにく
い体質を作ります。

林　美穂 カガエ漢方ブティック京都河原町店登録販売者
漢方スタイリスト 小松正史 京都精華大学教授（工学博士）

作曲家　ピアニスト

音を聞くトレーニングで、耳の感度をあげ、音の聞こえを
改善して脳を活性化。健康な耳を保ち、老化防止、認知症
予防につなげましょう。

鮎裕（あゆゆう）和のイラストレーター

　   はがきに描く
鮎裕の「和のイラスト講座」

第3（金）16：00～18：00
月額2,916円(税込)
※教材費…月額500円（税込）

少ない筆遣いで、四季折々のホッとす
る｢和のイラスト」をハガキに描きます。
季節感あるオリジナル教材を使い運
筆、なぞり練習など段階を追って丁寧
に練習するので楽しく
作品が仕上がります。

藤田浩子 パンと発酵教室　Moins cuit主宰

家庭で出来る
発酵食講座「きほんのき」

第2(火)10:30～12:00
月額2,700円(税込) ※教材費…1,000円～ 1,500円

9月
10月
11月

…塩麹で腸美人
…生甘酒で美肌
…醤油ってこんなにすごい！

【9/11(火)開講】

【9/9㈰開講】

【10/11(木)開講】
日本古来の発酵食品「麹(こう
じ）」は身近なようでなかなか
奥深い存在です。美に健康に
重要な発酵食の基礎を学び、
お家で簡単に作り、おいしく活
用する方法をレッスンします。

香川奈々子 (株)BriH認定表情筋トレーニング
インストラクター

第2(木)10:30～12:00
月額2,592円(税込)
※非会員の場合3,348円（運営費含）

※非会員の場合3,024円（運営費含）

※非会員の場合3,348円（運営費含）

スタート 3ヶ月後

5ヶ月後 12ヶ月後

表情筋は顔の下にある約30種類の
筋肉。使わないと年齢に関わらず
衰えます。瞼、頬のたるみ、法令線を
器具も化粧品も必要なく自らの力
で肌に柔軟性や潤いを取り戻し表
情が豊かになるエクササイズです。

暮らしに役立つ美文字教室
ー 書道・筆ペン・ペン字 ー

秋山公平 慶煕大学平生教育院講師
韓国語講師

第2･4(月)11:35～12:35　月額4,428円(税込)

韓国語 入門クラス（グループ) 北島 崇 獣医師 本町獣医科サポート院長

第2（日）10:30～12:00
月額2,160円(税込)

獣医師から学ぶ
　  愛犬のフード・サプリ選びと健康管理

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

第1(金)10:30～12:00 月額2,376円(税込)

声と心を健康に！ 朗読で楽らく声トレ
 [月1クラス] 塚本宗真 塚本麻紀甫裏千家準教授 嵯峨御流正教授

第1(月) or 第1(水)18:30～21:00
月額(各)1,188円(税込)

茶道教室（裏千家) 華道教室(嵯峨御流）
熊谷智恵 カルトナージュ講師

第1(水)or第4(木)10:00～12:00 月額3,024円(税込)第1(水)or第4(木)10:00～12:00 月額3,024円(税込)

クロスステッチ･ビーズ刺繍で楽しむ
カルトナージュ

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
一般社団法人日本ハンドケア協会

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。

9/30㈰・10/28㈰・11/25㈰
10:30～17:30(休憩1時間含む)

22,140円(税込)
全1回限定特別価格

※受講料・認定料・教材費込み

申込締切
各5日前

小倉恵子 整理収納2級認定講師　
インテリアアドバイザー

整理収納アドバイザー
2級認定講座 

NPO法人ハウスキーピング協会が認定
する「整理収納アドバイザー 2級」の資格
を一日で取得できます。整理の理論を習
得、実践的な収納のコツをワークを通し
て楽しく学ぶことができます。

9/2㈰・10/28㈰
10:30～17:30(休憩1時間含む)

21,600円(税込) テキスト代1,500(税込)

申込締切：各3日前

9/9㈰・11/11㈰ 13:00～14:30
1,000円(税込)

9/9㈰①11:00～12:00
②13:45～14:45

1,080円(税込)

申込締切
各日3日前

上田康允
一般社団法人 日本間取り協会 代表理事

間取りプランナー
初級資格講座

テレビにもご出演“間取り先生”の講座！
初級では日本の間取りの歴史・現状や、
間取り学の基本を学びます。新築やリフ
ォームをご計画の方、間取りに興味のあ
る方、どなたでもご受講いただけます。
講座受講後、修了証を発行いたします。

10/2㈫･11/4㈰ 13:30～15:45
5,400円(税込) ※テキスト・認定料込

申込締切
各1週間前

111日
講座

111日
講座

111日
講座

111日
講座

人気講座京都で開講！

　   食事で未病を治す
家庭の薬膳教室

カラダを芯から整える
漢方はじめてガイド

111日
講座

気がつくとテレビの音上げていませんか？
聞こえが変わる「耳トレ!」

漢方への
第一歩を
わかりやすく！

話題の本「耳トレ!」の著者による講座

　   ハリとツヤで若さを保つ
表情筋トレーニング
[全3回]

【9/19(水)開講】
[全3回]

第3(水)15:00～16:30
月額2,592円(税込)

9月…
10月…
11月…

薬膳の基礎
季節の食養生
体質別食養生

キレイな文字を
書くコツを身に
つけよう！

ハングルが読めなくても
大丈夫です。初心者向け
新クラス開講です。

9月
10月
11月

…尿石と腎臓病
…フードアレルギー
…歯石と歯周病

お土産付

漢方は疲労やストレスで、
崩れてしまった心と体の
バランスを自分の体質に
あった処方で、体の根本
から丈夫にしていきます。
そんな漢方の基礎を知り、
基本理論である五行説を使った体質チェックで自分自身
の不調に気づき体質改善に活かしましょう。

定員20名

定員8名

定員8名

定員8名

申込締切 9/6㈭

9月の体験作品
「コスモス」

■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9/30㈰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!


