
3/1・4/5㈮ 2,376円(税込) 3/15・4/19㈮ 2,376円(税込)

※2月、3月レッスン見学可3/2㈯15:30～16:00

2/26・3/12㈫ 2,214円(税込)

3/15㈮16:00～18:00
1,620円(税込)★3月限定価格★ 500円(税込)

3/12・3/26㈫ 1,620円(税込)

イニシャル刺繍
ブローチ作り

【体験作品】

【体験作品】

500円(税込) 3/12・26㈫ 1,620円(税込) 500円(税込) 3/7・14㈭19:00～20:00 1,620円(税込)

075-254-2835

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2019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》

香川奈々子 (株)BrilH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)

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。

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)

第2･4(木)13:00～14:30
月額3,348円(税込)

声と心を健康に！ 朗読で楽らく声トレ

一般社団法人日本人材育成協会専任講師

労務管理士®資格認定講座

峠　紀美子 藤川服飾専門学院研究科卒

洋裁教室 土曜午後クラス

第1･3(土)13:30～15:30
月額4,320円(税込)

型紙から自分に合わせ
た洋服作りができます。
お好みの布、またお気に
入りの着物から、自分だ
けの洋服を作る喜びと
楽しさを体験していただ
けます。

中田　剛 「白茅」代表　「翔臨」同人

第3(金)10:00～12:00　月額2,376円(税込)

さあ、俳句をはじめよう
～17音に想いをのせて～

世界3大
カードゲーム

鮎裕（あゆゆう）和のイラストレーター

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)

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。

三枝ひとみ
公益財団法人日本手芸普及協会 師範

ヨーロッパの素敵な刺繍

第4(火)10:15～12:30
月額2,700円(税込)

主にヨーロッパ各国の様々な
刺繍（フランス刺繍、、ハーダン
ガー、スタンプワークなどなど）
を紹介しながら、その技法を使
った作品作りをしていきます。初
心者でも始められるよう、個々
のペースで指導いたします。

新海智也 虹色アート主宰
イラストレーター

50代からのはじめて絵画
今から始めよう！

第2･4(火)13:00～14:30
月額4,320円(税込)

初めて、苦手は関係なく絵画
を基礎から学べる教室です。
鉛筆・色鉛筆・透明水彩・アク
リル・墨など、様々な画材を使
って、身の回りの物、大切な愛
犬・愛猫など、何でも自由に楽
しく描いてみましょう。

徐　方 学友外国語学院講師　立命館大学卒

第1･3（木）19:00～20:30
月額4,320円(税込)

日本を訪れる外国人が増加する中、使
われる言語は英語・中国語が圧倒的。
接客業の方は少しでも会話ができると
仕事のプラスになります。接客に必要な
用語、また道案内など、外国語を使う場
面でちょっと話せることを目指す、英語
も中国語も学べる講座です。

清水誠也 ブリッジ講師

第2･4(火)13:00～15:00　月額4,428円(税込)

コントラクトブリッジ

超入門！ 英語・中国語
接客・日常会話に役立つ

[全12回]

表情筋トレーニング
ハリとツヤで若さを保つ はがきに描く

[全3回]

※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

【3/14㈭開講予定】 人気
につき
増設!

「
菜
の
花
と
蝶
」

柳樂いづみ、他

細胞美食®アドバイザーコース
細胞美®協会認定

4月の法改正にも役立つ

JEUGIAカルチャーセンターだけの特別カリキュラムJEUGIAカルチャーセンターだけの特別カリキュラム
健康を意識されている方、美容に関心のある
方、仕事で美容食の知識を活かしたい方に
おすすめの資格です。 細胞美のために必要
な基礎栄養学、不調の原因とそれに対応する
栄養摂取の仕方など、食事としての簡単な取
り入れ方をシンプルに解りやすく学べます。

今、企業で求められる伝統の職能資格「労務
管理士」。労務管理の基礎・基本から最新の
法律知識まで、3時間で学べる講座です。経営
者・管理職・一般社員・派遣労働者。パートタ
イマー・アルバイト等幅広く受講されていま
す。講座修了後認定試験に合格すれば、ご希
望の方は労務管理士として登録ができます。
（別途登録料・年会費が必要です）

3/24㈰・4/7㈰・5/12㈰
10:30～18:00(休憩1時間含む)

65,200円(税込)

10,000円(税込/テキスト代・修了証代込)

※テキスト・レシピ・協会登録料・認定料込み

申込締切
各3日前
※3/24㈰分のみ3/10㈰締切

中島亜季 整理収納アドバイザーBAV認定講師
(株)pentas代表取締役

細胞美®協会
泉メディカルハーブアカデミー代表

整理収納アドバイザーBAV
(ビジネスアシストバージョン)

サービス業など整理整頓を通じ
たオフィスの環境改善を実践、
定着させたい方への入門講座。
職場での事例紹介、ワーク有。

4/14㈰
10:30～17:00(休憩1時間含む)

16,200円(税込)
※材料費・認定料・テキスト代 7,560円(税込)

111日
講座

111日
講座

111日
講座

111日
講座

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

～整理収納講座の職場編～

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。

3/31㈰・5/26㈰ 10:30～17:30(休憩1時間含む)

3/31㈰10:00～13:00

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

111日
講座

定員8名 申込締切
4/7㈰

定員10名
定員10名

申込締切
3/24(日)

定員16名

4,404円JEUGIAカルチャー会員

定員30名

スプリングバレーブルワリー京都 ※飲酒を含みますので20歳未満の方、及びお車・バイクでのご来場は固くお断りします。

スプリングバレーブルワリー京都
クラフトビール醸造所で学ぶ、その魅力と愉しみ方

申込締切 6/7㈮

SVBエグゼクティブディレクター岸原文顕

【受講料】4,620円(税込/飲食代込)
6/14㈮ 14:10～16:00

※お料理等の
　写真はイメ
　ージです。

■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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地下鉄烏丸線
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地下鉄烏丸線
四条駅
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阪急
河原町駅

四条通

［地下1F］

満65歳入会金無料シニア割満65歳
以上の方は

【期間】2019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!


