
JEUGIAカルチャーWEB検索は体験・見学も承ります!随時ご入会受付中 10:00～20:00

受講料(月額)講　師アート＆クラフト 受講料(月額)講　師美容・健康・癒し

受講料(月額)講　師ダンス・舞踊・武道

受講料(月額)講　師音　楽　個人

受講料(月額)講　師音　楽　グループ

受講料(月額)講　師こども

受講料(月額)講　師生活文化

受講料(月額)講　師趣味教養

月2回（月）10:30～11:20木下めぐみ

［1歳児］（H28.4/2～H29.4/1生）
ピンキークラス

［2歳児］（H27.4/2～H28.4/1生）
キンダークラス

［7ヶ月から］
ベビークラス

月2回（金）11:30～12:20木下未佳子

月3回（月）11:30～12:30木下めぐみ

月3回（金）10:30～11:30木下未佳子

月3回（月）12:30～13:30木下めぐみ

第2･4（土）10:15～11:15光野仁美

月3～4回（木）15:15～16:15村田美香

月3～4回（金）16:30～17:30町野睦美

月3～4回（土）13:30～14:30光野仁美

月3～4回（火）15:15～16:15光野仁美

月3～4回（木）17:15～18:15村田美香

月3～4回（金）15:30～16:30町野睦美

月3～4回（土）14:30～15:30光野仁美

3,500円
年間教材費
2,200円

4,350円
年間教材費
6,000円

0～3歳の音楽情操･リトミック おんがくランド

幼児･小学生のためのピアノのグループレッスン ミュージックスクール

JEUG IAこども表現教室

［1歳児］（H28.4/2～H29.4/1生）
ピンキークラス《月2回コース》

中国語【入門】 第2･4（金）18:30～20:00 4,000円藤井信幸

ビジネスに役立つ話し方講座
～電話応対検定4級･3級対応セミナー～ 第2･4（水）19:15～20:45 6,000円藤谷昭子

女性のための健康麻雀教室 第2･4（木）10:30～12:30 4,100円田中大介

将棋教室 第2･4（火）15:30～17:00 3,100円清水忠治
田中健夫

歌で身につく大人の英会話 第1･3（火）10:15～11:15 3,000円前田久夫

パソコン教室 月4回（火）
13:00～21:00【1回60分】 10,200円小森義和

やさしい詩の教室 第1･3（月）16：00～17：30 5,000円甘里君香

声と体の健康の為の話し方教室 第2･4（水）10：15～11：45 5,000円藤谷昭子

～外国人旅行者への道案内もこれで安心～
簡単おもてなし英会話入門【全6回】 第1･3（火）11:30～12:30 3,000円前田久夫

ハングル【入門】 第2･4（月）11：30～12：30 4,000円朴 昭子

マジック教室 第1(金)11：30～12：30 2,100円川上浩初

きもの着付けとマナーの教室 第1･3（水）10:30～12:30 4,100円松尾英美子

池坊 いけばな 第1･3（月）13:00～19:30の
間の1時間30分くらい 3,600円星野美由紀

楽しいガーデニング
～寄せ植え&ハンギングバスケット～ 第4（金）10:30～12:30 2,100円小林 健

センスアップ!
フラワーアレンジメント 第2（水）10:30～12:00 2,100円建部雅子

手編みを楽しむ 第1･3（火）10:30～12:30 4,100円中ノ堂順子

羊毛フェルトでつくる
世界にひとつの愛犬･愛猫 第2（金）10:30～12:30 2,300円中野順子

はじめてのパッチワークキルト 第2･4（水）13:00～15:00 4,100円西島晶子

月3～4回（木）18:00～20:00

月3～4回（木）15:10～17:10

月3～4回（木）13:00～15:00

月3～4回（木）10:00～12:00

書道と実用ペン字の教室 月3～4回（土）10:30～12:00 5,200円早川髙雲

大人のための書道教室 第1･3（火）14:00～15:30 3,600円柏原陽枝

～かぎ針編みを楽しもう～
エンジョイ☆クロッシェ 第4（金）10:30～12:30 2,500円松原ルミ

ポルトガル刺繍 第4（水）13:00～15:00 2,300円中村正子

憧れのステンドグラス 第1･3（水）13:00～15:00 4,000円篠原美智子

グラスアート 第2･4（月）14:00～16:00 4,100円加藤みち代

押し花アトリエ 第2･4（月）14:00～16:00 4,100円加藤みち代

トールペイント 第1･3（水）10:30～12:30 5,100円木田孝子

絵手紙教室 第3（金）13:00～15:00 2,100円馬場敏子

アニメ背景風 風景スケッチ 第1･3（日）10:30～12:00 6,100円又木義隆

イラスト･マンガの描き方講座 第2･4（日）13:30～15:30 5,000円藤本崇幸

～写真のような絵が描ける～
鉛筆画教室 第1･3（火）19:20～20:50 5,000円藤本崇幸

生活の中の簡単水墨画講座 第2･4（月）10:30～12:30 4,100円高瀬留美子

楽しく描こう日本画 第1･3（月）10:30～12:30 5,100円花原フミコ

大人の絵画教室 第2･4（金）13:30～15:30 5,000円そよか

かわいい粘土アート 第3（火）10:30～12:30 2,500円松原ルミ

和紙ちぎり絵教室 第2（金）13:30～15:30 2,000円平松勝治

カラーワイヤークラフト 第2(金)10:30～12:30 2,000円北中眞紀

洋裁教室 5,200円峠 紀美子

キッズ☆チアダンス 月4回（火）16:30～17:30
4歳～

5,200円AZU
AYANO

月3回（水）16:30～17:30
小学生
月3回（水）15:30～16:30
幼児
月3～4回（土）14:45～15:45
6歳～Unity Ballet Academy

こどもクラシックバレエ 6,200円田中美苑

レイイリマラニフラカルチャー
ハワイアンケイキフラ 月3回（木）16：00～17：00

年長児～小学生
4,500円木村正美

第2･4（金）16:30～18:00
年長児～小学生こどもアトリエ 5,000円そよか

ウクレレ教室 第1･3（木）19:00～20:00 4,100円村上予左次

第2･4（火）13:30～14:30（初級） 5,100円

第2･4（火）12:20～13:20（入門） 5,100円

釋 百恵中国二胡 月1回（日）14:00～15:00 3,100円

第2･4（水）11:30～12:30（中級）

第2･4（水）10:30～11:30（初級）

リコーダーアンサンブル 第1･3（木）16：00～17：00 4,100円霜浦州平

第2･4（火）10:30～11:30 5,000円

第1･3（月）14:00～15:00 5,000円

第1･3（金）13:00～15:00 4,100円ビクター歌謡学院
発声･歌唱レッスン 川畑朝子

第2･4（木）11:00～12:30 3,100円楽しく上達!
ヒット歌謡レッスン～男唄～ 久谷獨史

第2･4（木）13:00～15:00 3,100円

第1･3（木）13:00～15:00 3,100円

歌おうみんなで 第2･4（火）13:00～14:30 4,100円塩見雅子

みんなで歌おう♪
いきいき歌声教室 第2･4（月）11:15～12:15 3,100円竹林美子

楽しく歌おう♪
いきいきコーラス 第2･4（月）10:10～11:10 4,000円竹林美子

楽しい沖縄三線 第4（火）18:45～20:45 2,500円井後義世

１からはじめる
「大人のケンハモ｣(鍵盤ハーモニカ) 第1･3（火）10:30～11:30 4,000円西岡 峻

ポピュラーヴォーカルレッスン 第2･4（日）
10:30～15:30【1回40分】 6,000円杉元優花

j pop's ボーカル 第2･4（木）
17:00～20:30【1回30分】 5,100円リズムk.愛理絵

楽しく上達!ヒット歌謡レッスン 第1･3（木）
10:30～12:45【1回30分】 5,000円久谷獨史

ボーカル＆ボイストレーニング 第1･3（火）
11:30～14:00【1回30分】 6,100円池内美亜

第2･4（木）
10:30～12:30【1回30分】 5,000円

第2･4（月）
12:30～15:00【1回30分】 5,000円

ボーカルトレーニング 第1･3（日）
10:30～16:00【1回30分】 5,600円小林知津

月3回（木）
15:30～20:30【1回30分】 6,750円～野田 薫

月3～4回（土）
10:30～17:30【1回30分】 7,500円～堀口友子

月3～4回（月）お問合せ下さい【1回30分】 7,500円～土居洋子

5,000円～月3～4回（月）
16:00～20:30【1回30分】

第2･4（日）
10:20～15:30【1回40分】 5,000円～

筝教室 第2･4（月）18:00～【1回40分】 5,100円田中雅楽彩
（顧問）間宮雅楽艶

月3～4回（土）
15:30～20:30【1回30分】

第2･4（水）
16:00～20:30【1回50分】

月3～4回（月）
16:00～20:30【1回30分】 7,500円～

第2･4（日）
10:20～15:30【1回40分】 5,000円～

バイオリン〔3歳～〕

第1･3（土）11:20～12:20
第1･3（土）10:15～11:15
第1･3（水）11:20～12:20
第1･3（水）10:15～11:15

楽しくはじめよう!
こどものバレエレッスン 4,500円前原唯乃

たのしいウクレレ弾き歌い 今津マス子

たのしいハーモニカ 4,600円藤野つるみ

中高年から始める
らくらくピアノ 田中智子

楽しく上達！
ヒット歌謡レッスン 久谷獨史

いきいきボイストレーニング 竹林美子

はじめてのオカリナ 南 冴子

7,500円～どれみふぁフルート たきもとよしこ〔小学生～〕

楽しいフルート 南 冴子

大人から始める
楽しいピアノ教室［初心者対象］ 4,500円下村眞奈美

第2･4（土）11:30～12:20光野仁美
［2歳児］（H27.4/2～H28.4/1生）
ピアノキッズプレコース 3,600円

子供空手道教室 能崎一範

［年中･年長児］
ピアノプライマリー

1年目
6,200円
2年目
6,700円
年間教材費
5,900円

［3歳児］（幼稚園年少）
ピアノキッズ

5,700円
年間教材費
5,500円

第1･3（水）19:00～20:00
小学生～リズムk.ジャズダンスstudio 中級 3,600円リズムk.愛理絵

第1･3（日）15:45～17:00
【ジュニアハイ】小5～中学生

4,100円
第1･3（日）14:30～15:45
【ジュニア】小2～小4

3,700円
第1･3（日）13:30～14:30
【キッズ】年中児～小1

3,100円

Kids HIPHOP YUKI

月4回（金）18:15～19:15
小4～中学生FREESTYLE JAZZ 5,200円MAYUKA

月4回（金）17:15～18:15
小学生～Girl’s HipHop 5,200円MAYUKA

月4回（金）16:15～17:15
小学生～Kid’s Dance入門 5,200円MAYUKA

月3～4回（月）17:30～18:30
年長児～中学生KID’S HIP HOP DANCE 5,000円Haruna

第1･3（日）10:15～11:00
小学生こどもフラメンコ教室 3,100円高橋京子

KAWAI DANCE AGENCY
キッズチアダンス

KAWAI DANCE 
AGENCY
インストラクター

女性のための
体質改善リンパケア 第4（木）13:00～14:00 2,000円やまもとますみ

〔女性対象〕

アロマトリートメント
おけいこレッスン 第1･3（月）19:00～20:00 4,000円井 泰子

〔女性対象〕

月3～4回（月）13:40～15:00 5,500円

月3～4回（木）10:40～12:00 5,500円

ハッピーヨガ 第1･2･3（火）10:15～11:30 4,000円山下敦子

～腰痛･肩こり軽減に～
健康体操GLEEM 月3～4回（金）10:15～11:45 5,200円木村玲子

～腰痛･肩こり軽減に～
健康体操GLEEM［ハーフクラス］ 第2･4（金）13:00～14:30 3,100円木村玲子

ストレッチ＆バーレッスン 月3～4回（水）14:00～15:00 6,200円佐伯有香

第1･3（木）19:45～20:45 3,100円

サクソフォン 月2回（日）
10:30～17:30【1回30分】 5,100円青山加世子

クラリネット教室 第1･3（木）
15:15～20:30【1回45分】 7,600円～崔 賢順

トランペット教室 第2･4（火）
17:00～20:30【1回30分】 6,000円井上大輔

中国二胡 第2･4（土）
16:00～20:30【1回30分】 6,100円釋 百恵

7,500円～日曜のウクレレ教室 月2回（日）
10:30～17:15【1回45分】中城 隆

7,500円～楽しいギター教室 月2回（日）
10:30～17:15【1回45分】中城 隆

7,500円～日曜のギター教室
（アコースティックギター･エレキギター）

月2回（日）
10:15～14:00【1回45分】梶原章弘

7,500円～土曜のギター教室
（アコースティックギター･エレキギター）

第1･3（土）
15:30～20:45【1回45分】鈴木克行

アコースティックギター 月3～4回（水）
13:00～21:00【1回30分】 7,500円～SEVEN

エレキベース 第1･3（火）
17:00～20:45【1回45分】 6,500円～小野慎也

ドラム教室 月2回（日）
10:10～13:25【1回45分】 8,500円～大西雅彰

COOKIN’JAZZ 月3～4回（金）
14:00～18:00【1回30分】 8,500円大前千鶴

先生のためのピアノ教室 月3～4回（月）～（土）
お問合せ下さい【1回30分】 8,500円～ピアノ科講師

日曜のピアノ教室 月2回（日）
10:30～17:30【1回30分】 4,500円～西村あゆみ

第1･3（水）
12:30～15:00【1回30分】 5,000円

第2･4（木）
10:30～13:30【1回30分】 5,000円

大人のためのピアノ教室 月3～4回（金）
10:30～12:30【1回30分】 7,500円～綾部 翼

やさしい柔術 第2･4（日）13:30～15:00 4,100円中塚雅大

フラメンコ舞踊 第1･3（日）11:00～12:30 3,600円高橋京子

オリエンタルベリーダンス 第2･4（水）19:15～20:30 4,100円Sammy

月3～4回（月）19:30～20:15（中級）

月3～4回（月）19:00～19:45（初級）

花柳流 日本舞踊 第1･3（月）10:30～12:00 4,000円花柳聚朋郁

ミセスが楽しむ
らくらくハワイアンフラ 月3回（木）14:30～15:30 4,500円木村正美

大人のハワイアンフラ 第1･3(火)13:30～14:30 4,700円西川マリコ

太極拳･気功 月3～4回（金）19:30～20:30 5,200円太極拳研究会
京都指導員

月4回（木）19:45～20:45 5,200円

大人から始める
楽しいピアノ教室［初心者対象］ 下村眞奈美

松岡徹二
瀬川滋子社交ダンス 6,200円

7,500円～月3～4回（火）（水）（金）（土）
お問合せ下さい【1回30分】エレクトーン

宮武篤子
植野由紀
青地政美
沼田由利子

（土）
（金）
（水）
（火）

ピアノ 月3～4回（月）～（土）
お問合せ下さい【1回30分】 7,500円～

八木美春
古川香織
佐藤知子
綾部 翼
上田かおり
下村眞奈美
長原裕美

（土）
（木）
（木）
（水）
（水）

（火）（金）
（月）（火）（金）（土）

ヨーガ（体にやさしいヨーガ） 山本紋子

SFマキボクシング
フィットネス協会
公認インストラクター

ボクシングフィットネス〔中学生～〕

月3回（月）16:00～17:10
3歳～

3,750円

月4回（月）16:00～17:10
3歳～

5,000円

月3回（土）13:00～14:15
年中児～小学生真義館 こども空手教室 4,150円井上弘訓

第1･3（火）16:00～17:30
5歳～

3,100円

第1･3（火）17:30～19:00
5歳～

3,100円

月3～4回（土）13:00～15:00
幼児～小学生こどものための書道教室

（硬筆･毛筆） 4,700円早川髙雲

第2･4（火）17:00～18:30
年長児～こども将棋教室 3,100円清水忠治

第2･4（月）16:30～17:30
小学生～こどもフラワーアレンジメント 3,100円建部雅子

第2･4（月）16:30～17:30
3歳以上の親子親子でお花にチャレンジ 3,700円建部雅子

池坊 キッズいけばな 3,400円星野美由紀 第1･3（月）
小学生～ 16:00～19:30の間で

1時間程度

第1（金）13:00～14:00
6ヶ月～1歳半ベビーサイン教室 6ヶ月全6回

15,000円上村香織

第1･3（金）16:30～18:00
年長児～小学生学研科学実験教室 3,400円

教材費1,200円

3,500円
年間教材費6,000円

学研科学実験
教室専任講師

第1･3（日）15:00～16:30
年中児～小学生

8,000円

第2･4（日）10:30～12:00
年中児～小学生

8,000円

第1･3（水）17:30～19:00
年長児～小学生虹色アート 4,000円新海智也

第2･4（日）16:00～17:15
小学生～

小学生からのイラスト教室 4,000円藤本崇幸

こども書道 柏原陽枝

学研･城戸真亜子
アートスクール

学研
アートスクール
専任講師

月4回（火）19:40～20:40
中学生～ジュニア☆チアダンス アドバンス 6,200円AYANO

月4回（木）17:25～18:25
小学生～

5,200円

月4回（木）18:30～19:30
年中児～

5,200円


