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〜みんなで歌おう幸せハーモニー〜

春期号

歌声サロン
松添真理子

講座案内

大阪音楽大学音楽学部
声楽専攻卒

保存版

● 見つけよう 新しい自分 素敵な仲間 ● ジャンル豊富に100講座以上が集う 総合カルチャーセンター

お問い合わせ

ご予約承ります

10:00〜20:00

0774-73-0715

または体験なしでご入会の方

ホームページ からも 入会金
ご予約お申込み承ります!
JEUGIAカルチャー

〒619-0224京都府木津川市兜台6-6-3 ハイタッチ・リサーチパーク

声楽家/ウィーン歌曲歌手

土曜の午後に優雅で楽し
い時間を!音楽関連のテ
ーマについて講師のお話
し 。テ ィ ー タ イ ム と ミ ニ
コンサートのセット企
画 。楽 し ん で 音 楽 の 入 口
に立っていただきたいと
いう講師の思いが詰まっ
た 特 別音楽講座です。

オペラ入門講座
オペラとミュージカルの違い？
何を観たらいいの？その成り立
ちと疑問・質問に答えます。
ミニコンサート付。

音楽の都ウィーンでの暮らしと
まだ日本では知られていない歌
のお話。春とワインと愛を足す
と何になるか・・・教えます。

2018年は〜きよしこの夜〜が
生まれて200年。歌にまつわる
お話とミニコンサート。
一緒に口ずさみましょう。

7/28(土)
14:00〜16:00

生誕200年!

11/10(土)
14:00〜16:00

各回受講料3,500円(税別）ケーキセット付※申込〆切は、各開催日の1週間前

3回一括でのお申込みの場合
全3回9,900円(税別)

〜思うままに描こう〜

一人一仏

透明水彩

(一般社団法人)

鈴木和美 近代日本美術協会東京支部会員

インテリアに溶け込む

仏像彫刻

家祢智祥

煌めくオルネ＆プリザーブドフラワー

宗教芸術院
松久宗琳仏所同人

オルネフラワー協会公認校

認定校
永井恵子 「プールラヴニール」
AUBEプリザーブドアカデミーディプロマ

1人1人の個性、
目標
を 大 切にしっかり
観ることを基 本に
自 然 界 の 草 花・果
物・風景をモチーフ
に製作します。

彫刻刀を持つのが、
初めての方も
大丈夫です。
刀の使い方から始め、
仏像の足、
手、
顔と彫り進み、
やが
て一体の仏像を完成させます。
技
量の上手･下手ではなく、
仏さまを
彫る愉しさに触れて下さい。今、
若い女性にも注目されています。

オルネフラワーは、ドイツ製の
ワイヤーにパール・スワロ・布
などを 合わせて作ったジュエ
リーのように煌めく花です。プ
リザーブドフラワーなどとも
組合せて、およそ2ヶ月で一作
品出来上がります。

第2・4(月)10:00〜12:00
月額4,600円(税別)[別途材料費]

第1･3(木)10:00〜13:00
月額5,500円(税別)[別途材料費]

第3(水)10:00〜12:00
月額2,100円(税別)[別途材料費]

1,300円

デッサンとクロッキー
松本秋美

南京玉すだれ

受講料は3ヶ月毎の
カリキュラムにより変動(3ヶ月前納)
体験・見学につきましてはお問合せ下さい

1,300円

〜ジュエルのような〜

たにっくん工房

ジュエルのように美しい多肉植物
をつかって、寄せ植えなどを作りま
す。講師は、NHKテキスト「趣味の
園芸」にコラム他掲載で活躍中の栽
培家が育て方をお教え致します。

第4(金)10:30〜12:00
月額2,100円(税別)[別途材料費]
1,000円

カラダらくヨガ 視力向上ヨガ
山岡佳子

日本総合ヨガ普及協会
準指導員

深い呼吸で自分自身の内面と向
き合う事によってカラダをらく
にするヨガ。
ヨガのポーズを組み
合わせ、
近視や乱視・眼精疲労
などの症状を和らげ視力改善
を目指します。

月3回月額4,150円(税別)

1,300円

2,200円(税込)

ファミリースポーツ吹矢
園田直子

日本スポーツ吹矢協会
公認指導員

(お好きな時間にお越し下さい)
月額3,100円(税別)

「NHKラジオドイツ語講座入門編
(月・火・水)」のテキストを使って楽
しく学びましょう。わからない所を
講座でフォロー。何度でもいくつで
もわかるまで慣れるまでくりかえ
します。初心者から再スタートの方
対象です。

第1・3(月)13:00〜14:30
月額5,100円(税別)

ミニ盆栽を楽しむ
(小品盆栽)

大西孝光

盆栽家(大西大華園)

第2(火)
13:30〜15:30
月額2,500円(税別)

3/13(火)
〆切3/6(火)

1,300円
2,000円(税込)

ペーパークイリング
辰巳仁美

ヤマトアートカレッジ認定講師
ボタニカルクイリングジャパン
認定インストラクター

500円(税込)

辻 孝子バレエ研究所
小島晶子 辻孝子バレエ研究所講師

1,300円

〜心に響く自然の音色〜

月額7,000円（税別）〜

井上

楽器の女王と言われ
ているヴァイオリンは
心に訴えかける魅力
的な楽器です。正しい
姿 勢 、楽 器 の 持 ち 方
など初歩から高度な
テクニックまで 指 導
致します。

1,300円

時間はお問合せ下さい

トライアルレッスン[３ヶ月コース]

《3ヶ月前納》受講料21,000円(税別)〜

レッスン室レンタル
防音室で思い切り音を出して練習して頂けます。
料金・レッスン室の空き状況は電話でお問い合わせ下さい。

21th

発表演奏会

平成30年3月31日(土)11:00開演予定（入場料無料）

奈良市北部会館市民文化ホール「近鉄高の原駅」南に徒歩2分
多彩なプログラムでお楽しみ頂けます。

入会と
受講の
ご案内

小柳順子/あべありか/森本ひろみ/
関本亜希子/玉井幸子/田中涼太

(月)〜(土)月3〜4回[1回30分]
(月)〜(土)月2回[1回50分]
時間はお問合せ下さい

月額7,000円（税別）〜

3歳

学習的に記憶する事や考える事よりも、感じ
とる力 が 伸 び る 時 期 。遊 び 感 覚 の 中 、全 身
（五感）で音楽を感じる体験の積み重ねをして
いきます。
会

場

木津センター

開

講

(土)14：00〜

ディズニーハンドメイド
インストラクター

三宅裕子

食 事 の 後 片 付 け が 楽しく
なる、洗剤なしで汚れが 落
とせるディズニーキャラク
ター のタワシ作り。コロン
としたシルエットがかわい
ディズニー の 編みぐるみ。
編 み 物 が 初 めての 方 で も
丁寧にお教えします。

4/21・5/19・6/16
13:00〜15:00
全3回6,000円(税別)[全3回分各材料費2,500円(税込)]
3/17(土)[魔法のタワシ]

1,300円

1,300円
1,000円

H24/4/2〜
H26/4/1生まれの方

耳の能力が急速に伸びる4歳〜5歳の時期に
「聞く」
「うたう」
「ひく」
「よむ」
「つくる」
を体験しながら聴く力を伸ばします。
聞いた音をドレミで歌ったり、
弾けるようになります。

年間40回レッスン[1回60分]

5月開講

会

場

開

講

5月開講
無料体験レッスン

無料体験レッスン

エコール (火)18:00〜、(土)15:00〜 2/20(火)18:00〜、3/17(土)15:00〜、3/27(火)18:00〜

2/24(土)14:00〜、
3/31(土)14:00〜

木津センター (月)15:30〜、
(土)11:00〜 2/26(月)15:30〜、3/19(月)15:30〜、3/31(土)10:00〜

ジュニアスクール
大人のためのレッスン
小学生のための入会コース

1,300円

ディズニーハンドメイド
【魔法のタワシと編みぐるみ】

4・5歳 幼 児 科

H26/4/2〜
H27/4/1生まれの方

月3回レッスン[1回50分]

第1･3(月)[1回50分]
10:00〜15:00
月額7,000円（税別）〜

JEUGIA講師

子 ど も か ら大 人 ま で
レ ベ ル に合 わ せ た 指
導とピアノを通して音
楽 の 様 々な 魅 力 を 探
る、心 豊 かになるレッ
スンです。基礎を学び
たい方･好きな曲を楽
しみたい方。ピ アノを
弾きながら一緒に音楽を楽しみましょう。

1,300円

大阪音楽大学音楽学部卒業

クラリネットの柔ら
かい音 色を一 緒に
奏でましょう。初心
者 の方 も大 歓 迎 で
す 。クラリネット の
良さをお伝えできる
よう に ご 指 導 致 し
ます。

ピアノ/ポピュラーピアノ

月3〜4回(土)[1回30分]11:00〜18:00
月額7,000円(税別)〜

1,300円

森井麻以

1,300円

日本ギタリスト会員
カルマンド・アンサンブルリーダー

内山博之

1,300円

クラリネット

JEUGIA講師

月2回(月)〜(土)[1回50分]
時間はお問合せ下さい月額8,000円(税別)〜

繊細でときには、
情熱的なクラシッ
クギターの調べ。
このぬくもりある
音色に心癒され
るはずです。子ど
もから大人まで、
丁 寧 に 指 導 致し
ます。

月3〜4回(月)(水)[1回30分]…木村真理子 講師
第2･4(土)[1回50分]…室 香苗 講師

溝川順平

月額7,000円(税別)〜

〜やさしく奏でる〜

お 好 きな 1曲 のマス
ターから、より自由な
アドリブまで。初心 者
の 方 は もち ろん 、
「楽
器 は あ る けど 吹 く機
会がなくて・・」という
方や「ジャズに興 味は
あるけど難しそう・・」
という方。お 待ちして
おります。

第2・4(土)12:00〜13:00
月額5,100円(税別)

木村真理子 同志社女子大学学芸学部音楽学科卒
同志社女子大学学芸学部音楽学科卒
室 香苗

時間はお問合せ下さい
1,300円

月額8,000円(税別)〜

サックス

クラシックギター

ヴァイオリン

(月)(火)(木)(金)月3〜4回[1回30分]…長谷川貴信 講師
(土)月2回［1回50分］…岩崎雅人 講師
(水)月3〜4回[1回30分]…和家佐将嗣 講師
(土)月2回[1回50分］…和家佐将嗣 講師

[1回50分]
時間はお問合せ下さい

オカリナ制作者・奏者

土を焼いて作ら
れたオカリナは
その特徴ある形
と哀愁のこもっ
た独特な音色
で、とても心を
なごませてくれ
ます。

1,300円

〜楽器の女王〜

月額8,000円（税別）〜

暁

JEUGIA講師

ドラムを叩く爽快感を味わっ
て下さい。
基礎から上級テク
ニックまで一人ひとりに合わ
せ、
丁寧に指導致します。
大
人の方はストレス解消！子ど
もさんには基本的なリズム
の習得･個性、
創造性の育成にきっと役立ちます。

〜気軽に楽しく！〜

オカリーナ

上田美喜子 大阪音楽大学音楽学部声楽専攻卒
松添真理子 大阪音楽大学音楽学部声楽専攻卒
「声を出すこと」その
爽快感からストレス
解 消！腹 式 呼 吸 でリ
ラックス！姿勢･呼吸
法･発声法の基礎か
ら指導致します。一
曲一曲レパートリー
を増やしましょう。

1,300円

長谷川貴信/岩崎雅人/和家佐将嗣

京都市立芸術大学卒業

第2・4(月)

（楽器レンタルもご相談下さい）

(水)16:30〜17:30［年少〜小学校高学年］
(水)17:45〜18:45［中学生〜大人］
月3〜4回月額5,500円（税別）
1,300円

第1・3(水)

初心者の為のおためしレッスンです。
まずは、
このコースから気軽に始めて
みませんか。
ピアノ・エレクトーン・ヴァ
イオリン・声楽。
その他の楽器に関し
てはお問合せ下さい。

第2(金)又は第3(金)[月1回]10:00〜12:00
月額2,600円(税別)[別途材料費]
1,300円

声楽/ボイストレーニング

伊原直子
人の声に近い音域
を持つチェロは、耳
に体に心地良い音
色です。その深い音
色に親しんでみま
せんか。何才から始
めても楽しむこと
ができます。

11:00〜20:30
月額6,000円(税別)〜

(お茶付)[別途教材費]

時間はお問合せ下さい

3/5(月)13:00〜13:30

心を捉えて離さな
い二胡の音色。基
礎からの丁寧な指
導により、美しい
音色で、思い通り
に弾けることを目
指しています。楽
しみながら学んで
いきましょう。
[1回40分]

月3〜4回(火)[1回30分]…上田美喜子 講師
月2回(土)[1回50分] …上田美喜子 講師
月2回(木)･(土)[1回50分]… 松添真理子 講師

子どもから大人までレベ
ルに合わせて指導致しま
す。
バレエを通して、
美し
い姿勢や豊かな人間性
を身につけましょう。

第1･3(金)
16:00〜20:30
1,300円

声楽家

細長い紙をクルクル巻いて、
様々なものを作る簡単なペー
パークラフトです。お花を中心
に、心和むような作品作りを心
がけています。季節にあった作
品もお勧めです。一緒に楽しく
クルクルしましょう。

無意 識に行なってい
る呼吸に注目し健康
的に過ごしてみませ
んか? 楽しみな がら
集中力を養い健康と
学力向上を目指しま
しょう。

(月)10:30〜12:00(ヨガ)
月3回月額5,150円(税別)
(土)10:00〜11:00
(視力向上ヨガ)

一般財団法人生涯学習開発財団
浅野豊子 ビーズアートステッチ認定インストラクター

第1・3(水)10:30〜12:30
月額4,100円(税別)[別途材料費]

1,300円
玉すだれレンタル可 500円(税込)

円

石本智子

チェロ

上海音楽院二胡マスタークラス終了
日本華楽団団員

ウキウキ･ドキドキ楽しい！

ドラム

ピアノまたはエレクトーンの個人レッスンを
お選びいただけます。
(月)〜(土)お時間お問合せ下さい
講師との個人面談が可能です。

会場

随時入会可能

エコール
木津センター

月2回または月3回レッスン[1回30分]

会場：エコール
①体験レッスンに参加して、
もれなくヤマハのシールセットプレゼント!!
②4月末までのご入会で、
ぷっぷるのチャーム付きプチバッグプレゼント!!

体 験 お申 込 み
お問 い合わせ

プリプリ多肉植物の
コンテナアレンジ

500円

ビーズを針と糸で編んだ
り、
コードに通して結ん
だり。
簡単に作れるけれ
ど、
見た目は本格的に仕
上がる色々な作り方をお
伝えします。
自分だけの
アクセサリー作りを楽しみましょう。

第4(水)10:00〜11:30
月額2,000円(税別)
3/28(水)

1,300円

ビーズアクセサリー

日本南京玉すだれ協会
A級指導者

割引

（税別）

女性の愛好者も増えているミ
ニ盆栽(小品盆栽)の仕立て方
をプロの盆栽家が指導してい
ます。
幹や枝の整形や剪定。
施
肥、
植え替えのコツを丁寧に実
施伝授します．
体験では小さな
松の木を使って個性豊かな作
品作りを楽しみましょう。

〜簡単でも本格的！〜

江戸時代から伝わる大
道 芸 の 一つ 南 京 玉 す
だれ！楽しくマスター
しませんか。見る人 達
も楽しく幸せな気持ち
になります。

第2・4(木)13:00〜15:00

1,300円

3/21(水)

〜日本古来の大道芸〜
八房舞鼓都

絵画講師

堅苦しいデッサン教室では
なく、色付けをして幅を広
げ、絵を気軽に楽しむ教室
です。モデルを通して静か
ら動へのつながりをデッサ
ンとクロッキーでとらえ、
表現していきます。

松岡修一

5,500円(2回完成)
2,500円(税込)

500円(税込)

1,000

はにうたかこ

〜きよしこの夜〜

第1・3(木)13:00〜14:30
月額4,100円(税別)

期間 2018年

3/31㈯

はじめてのドイツ語

ウィーンの音楽と歌
ここだけのお話

4/14(土)
14:00〜16:00

早割

体験当日 にご入会

ウィーン歌曲歌手
「はにうたかこ」による特別音楽講座
はにうたかこ

!

割引

まで

お申込み

な

お得

"コーヒーの香りと歌声のハーモニー 何時入って頂
いてもすぐとけこめるアットホームなサロンです。
日
本のうた、
世界のうた、
あなたの歌いたいうたを、
み
んなで歌いましょう。
男性も参加されています

〜人間の声に一番近い楽器〜

癒しの二胡

ヤマハ音楽教室

JEUGIA木津センター

0120-730-615

…消費税は別途要します。
（税別表記）
●入会金は5,000円(税別)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
…税別表記ですが、講座により税込の場合もあります。
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 ヶ月程度を要します。●受講料には特に明記した他は、教 《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。
材費・材料費・運営費・試験料・認定料・その他費用は含まれておりません。●消費税は別途要します。
●参加人数が一定に満たない場合、体験や講座開講を延期または中止することがあります。
JEUGIAカルチャーセンターは全国58会場有り
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