
9/6･10/25(火)16:00 ～ 9/14･28(水)14:30 ～

1,500円

1,000円
1,500円

1,500円
1,000円

1,500円

第4(火）
16:00 ～ 19:00の間
月額1,800円(税別)

池坊 キッズいけばな

幼少期から草木に触
れることで､命の大
切さと自然の美しさ
を感じる心の豊かさ
を養いませんか｡

星野美由紀 華道家家元池坊講師
元ヤマハエレクトーンデモンストレーター
元ヤマハシステム講師

9/25･10/23(日)10:30 ～

第4(日）
10:30 ～ 12:30
月額2,100円(税別)

～こどもパティシエ～お菓子教室

お菓子作りの楽しさを体感
し､おいしいお菓子の作り
方が学べるお子様のクラス
です｡
9月･･アイシングクッキー
※先生のクッキングスタジ
オでのレッスンです｡
(JR西大路駅徒歩2分)

川染千恵 スイーツセラピスト協会代表理事

第2･4(水)
14:30 ～ 15:20
月額5,200円(税別)

小学校入学前のお子さまを対
象にし､音楽を通してお友達と
一緒に遊ぶ楽しさや指示行動､
字を書く前にしておくことな
ど､余裕を持って小学校へ上が
ることを目指します｡

佐桑利佳 月2回
月額6,100円～（税別）
詳細は【音楽】欄をご覧ください

1,500円

月3～4回又は月2回
月額5,200円～（税別）
詳細は【音楽】欄をご覧ください

キッズギター
(アコーステック･クラシック･エレキ)

1,000円9/17･10/1(土)13：00～

第1･3(土)
13:00 ～ 15:00
月額4,100円(税別)

土曜書道 (Do-Sho!)

筆を持つ楽しさと文
字を通して豊かな表
現を学びましょう｡競
書誌｢水明｣で段級取
得の楽しみも｡初心者
大歓迎!!

堀 翠恵 水明書道会　審査員

10/27(木)・12/8(木) 各日17:00～18:00
受講料1,800円(税別/教材費込) 保険料100円(税別)

保育園おかえりクラス
働くママがなかなか踏み出せなかった
一歩を「おんがくランド」が全力で後押
しします。たくさんの音楽に触れ聴覚
を刺激して、健やかな発達を目指しま
す。保育園帰りの貴重な６０分をお子様
の成長に活用してみませんか。

村田美香・木下めぐみ JEUGIAこども表現教室講師

9/10・24(土）10:00 ～

第2・4(土)
10:00 ～ 12:30
月額5,100円(税別)

9/13・10/11(火）10:30～ 9/10･24(土）10:30 ～

第2・4(火)
10:30 ～ 12:30
月額4,100円(税別)

第2・4(土)
10:30～13:30
月額4,100円(税別)

9/8・10/13(木）13：00～

第2・4(木)13:00 ～ 14:30
月額4,000円(税別)

1,500円9/10・10/8(土）14:00 ～　　　　1,000円

1,500円
1,000円

1,500円
500円

1,500円
500円

1,500円
1,000円

1,500円
1,000円

1,500円
1,000円

1,500円
2,000円

1,500円
2,000円

1,500円
2,000円

1,500円
2,000円

1,500円
1,800円（焼成代含む）

第2(土)14:00～15:30
月額2,100円(税別)

9/16(金）10:30 ～ 9/15・10/6(木)10:30 ～ 9/15・10/6(木)13:30 ～

第3(金)10:30 ～ 12:30
月額2,100円(税別)

第1・3(木)
10:30～12:30
月額5,100円(税別)

第1・3(木)13:30～15:30
月額4,100円(税別)

9/20･10/4(火)10:30 ～

第1・3(火）
10:30 ～ 12:00
月額3,600円(税別)

～ステンドグラス風～
グラスアート

ステンドグラス風の雰
囲気を手軽に楽しめる
アートです。美しい光
の色を一緒に楽しみま
しょう。

加藤みち代 日本グラスアート協会
インストラクター

9/13･10/11(火)13:00 ～

第2(火)
13:00 ～ 15:00
月額2,100円(税別)

ちぎって楽しく！
マスキングテープで描く絵クラフト

マスキングテープのちぎ
り方や重ね方のポイント
を学び、季節ごとに素材
を変えてアレンジを楽し
むクラフト講座です。

田村美紀 マスキングテープ作家

9/12･10/17(月)10:30 ～

第3(月)
10:30 ～ 12:30
月額1,900円(税別)

アート工芸盆栽

白い布(サテン･絹)に手
染めし花弁や葉にこて
をあて､本物そっくりの
素敵な鉢植えを完成さ
せます｡持ち帰り､すぐ
に飾れます。
9月･･ぶどう
10月･･オレガノ

門 順子 アート工芸盆栽家「趣」

1,500円9/27･10/25(火)10:30 ～ 500円

1,000円
500円

1,500円
1,500円 10/6(木)13:00 ～

第1(木)13:00 ～ 15:00
月額2,600円(税別)

脳が目覚める！
臨床美術教室

五感で感じる
事を大切に、独
自のアートプ
ログラムに沿
って絵や立体
を作ります。

疋田ゆかり 臨床美術士  介護福祉士

1,500円
1,000円 9/12(月）10:30 ～

第2(月)
10:30 ～ 12:30
月額2,100円(税別)

スワロフスキーでキラキラアクセサリー作り

グル―デコ

特殊粘土とスワロフ
スキーで世界に一つ
だけのオリジナルア
クセサリーが作れま
す。一緒にキラキラ
☆しませんか。

余田容世 日本グルーデコ協会認定講師
Leather Shine　Deco認定講師

1,500円
1,000円

1,500円
1,100円

1,500円
500円

1,500円
500円

第4(火)10:30 ～ 12:30
月額2,100円(税別)

ハワイアンリボンレイ
アーヌエヌエ教室

ハワイアンリボン
レイの技法を使っ
たアレンジ小物作
りをお楽しみ頂け
ます。本格的なレ
イも楽しんでいた
だけます。

山根理恵 ハワイ州HOKU CRAFT協会公認
インストラクター

9/8・10/13(木)10:30 ～ 10/15･29 (土）
10:30 ～・13:00 ～

第2(木)
10:30 ～ 12:30
月額2,500円(税別)

はじめての彫紙アート

重ねた色紙をナ
イフ一本で彫り、
紙本来の色や質
感をいかし、奥行
のある作品を作
ります。

濵井もとこ JCAA彫紙アート協会認定
上級インストラクター

第1･3(土）
10:30 ～ 12:00 ・13:00 ～ 14:30
月額4,100円(税別)

画材の違いを楽し
みながら物の見方、
基礎からコツまで!!
描いてみたい!を一
緒にしませんか♪

嶋野絵美 イラストレーター

9/17(土) 10:15 ～

第3(土)10:15～11:45
月額2,400円(税別)

10/7(金)13:30 ～ 9/13･10/11(火)13：00～ 10/7(金)13:30 ～

第1(金)13:30 ～ 15:00
月額3,100円(税別)

 9/16(金)10:00 ～

第3(金)10:00～12:00
月額2,100円(税別)

第2(火)13:00 ～ 15:00
月額2,100円(税別)

第1(金)
13:30 ～ 15:30
月額2,100円(税別)

こども

アート＆
クラフト

はじめてでもわかりやすい
おしゃれなイラスト教室

1,500円
1,000円9/16･10/21(金)13:00 ～

第3(金)13:00 ～ 15:00
月額2,100円(税別)

キャンドルを作り
ながらアロマの知
識も学べます｡自分
の好きな香りをブ
レンドし､キャンド
ルの香りで癒され
ましょう｡

ケイてぃ キャンドル教室　HEAVEN'S BERRY主宰
ヴォーグ社認定キャンドルマイスター

HEAVEN'S　BERRY
アロマとキャンドル癒しの教室

本物そっくり♪
ミニチュアフード教室

北川志保 ミニチュア作家

樹脂粘土を使って、12
分の1サイズの小さく
て可愛らしいミニチュ
アフードを作りましょ
う｡1～3ヵ月をかけて
一つの作品を作り上げ
ていきます｡

1,500円
500円

ミニチュア粘土細工
「スイーツとフルーツの世界」

野中佐江子 ミニチュアワークス
yumenonaka

色とりどりの樹脂粘土を
丸めてお人形サイズの小
さなスイーツやフードを
作ります。ドールハウス
風にレイアウトし､あな
ただけのプチワールドを
創作してみましょう。

はじめてのポーセラーツ
大橋弘江 ポーセラーツサロンBonheur主宰

シール感覚で転写
できる転写紙を真
っ白な白磁に貼っ
て、本格的に使用で
きる食器やインテ
リア小物を作って
みませんか。

トールペインティング
木田孝子 南風原薫子フォークアート

ペインティングアソシエーション講師

木やブリキの缶等、
身の回りの素材に
アクリル絵の具で
花や風景、動物を描
きます。

デコパージュ
木田孝子 タカコ・キダDoスタジオ　主宰

デコパージュマイスター

17世紀の宮廷婦人
たちも調度や壁掛
け作りを楽しみま
した。いま新たな姿
で蘇り誰でも楽し
めるホビークラフ
トになりました。

ステンドグラス
秋山沐蓮 ステンドグラス講師

光にきらめくステンド
グラス、あなたにも作
れます。初心者でも丁
寧に指導しますので、
気軽にチャレンジして
ください。

シルバージュエリー
長谷川美生 シルバークレイアカデミー講師

世界で初めて開発さ
れた純銀粘土を用い
あなただけのオリジ
ナルアクセサリーを
手作りしてみません
か？

くらしにアート 木彫教室
辻井雅子 木彫アトリエ「雅夢」主宰

もの作りの楽しさ
を思い切り味わえ
る木彫クラフト。
まずは素敵な「バラ
の手鏡」づくりから
はじめましょう。

縁起を招く花文字を描き飾りましょう
吉祥花文字教室

國井良恵 日本花文字の会理事  花文字ソムリエ

パステルアートな時間
MARU パステル和（NAGOMI）

アートインストラクター

自分らしさを楽しく描く
絵てがみ教室

小松原晴子 ウエストの絵てがみ講師

たった一枚のはがきが人の
心と心を結ぶ…絵てがみ始
めてみませんか?絵や文字
が苦手でも大丈夫｡
どなたでも描けるようにな
ります。

しゅんこうの和紙ちぎり絵
上窪光代 しゅんこう認定講師

四季折々の花々、静
物、風景を、優しい風
合いの和紙をちぎっ
て貼り、一枚の絵にし
ていきます。初めての
方でも気軽に制作す
ることが出来ます。

シルエットアート（切り絵）
坂根美穂 日本グラスアート協会

インストラクター

特殊フィルムで彩色す
る新しい感覚の切り絵
です。
裏から光を透過します
と、美しい光と影の世
界を楽しめます。

1,000円

第1・2・3(木)
16:00～17:00
17:00～18:00
18:00～19:00

こどものお習字

子供達には書くこと
の楽しさを指導し
ながら、毎月清書作
品を競書誌に提出
させてやる気を持
たせます。

古橋楚舟 京都嵯峨書院師範

9/15・10/6(木）
16:00 ～・17:00 ～・18:00 ～

【年長～中学生】【年長～大人】

【年長～】 【年長～】 【年長】

【4歳～】

【小学生～】

こどものピアノレッスン

※入会後競書誌代700円
月額4,150円(税別)

第1・2・3(土)
16:00～17:00
17:00～18:00
18:00～19:00
月額4,150円(税別)

こどものための
書道教室〔硬筆・毛筆〕

大人になっても困らないよ
う、基礎を身につけながら、
美しい字に目を向けさせる
よう指導します。

早川髙雲 明和書道代表
文化教育書道連盟関西支局長

【年長～中学生】

1,000円 9/17・10/1(土）
16:00 ～･17:00 ～・18:00 ～

第1・3(火)
17:00～19:00月額4,100円(税別)

1,000円

こども・書道

ベテラン講師による安心指導。競書詩を使っ
た基本指導のほか、大筆で大作作りも。

石飛　篝 水明書道会 審査員

9/20・10/4(火）17:00 ～

【年長～中学生】

月4回(土)
13:00～14:00
14:00～15:00
15:00～16:00
月額4,200円(税別)

Kidsそろばん・あんざん教室

日本商工会議所珠算暗算能力検定試験に準
じた指導で計算力・暗算力を高め集中力・忍
耐力を養成します。お子さまのペースに合わ
せて個別に指導いたします。

大塩　香 そろばん講師

【園児～高校生】

1,000円
9/17・10/1(土)
13:00 ～･14:00 ～･15:00 ～

第2・4(土)
14:30～16:30
月額4,700円(税別)

1,500円

京都まんが教室

普段描いている人も､
まだ描いた事がない
人もこの機会に漫画
を練習してみません
か｡上達のコツを一人
ひとりにあった形で
教えて行きます。

京都まんが教室講師

9/10・24(土）14:30 ～

【小3～】

①第2・4(水)
16:00～16:50
月額4,100円(税別)

①～英語をはじめよう～キッズイングリッシュ
②こどもえいご中学準備コース

たのしくえいごをはじめま
しょう。楽しみながら自然
に英語が好きになる講座
です。ベテラン講師がやさ
しく楽しく指導します。

岸野明美 英語教室主宰

【②小5～】【①低学年】

1,000円
9/14･10/12(水)　
①16:00 ～②17:00 ～

【4～7歳／7歳～】

1,000円

月3回(金)
【4～7歳】16:00～17:00
【7歳～】17:00～18:00
月額4,650円(税別)

英語にふれよう こども英語

英語がわかるととて
も便利。ちょっとカッ
コイー！ABCから始
めましょう。楽しく、
Let’s go!

胡桃沢啓子 元チアリー英語教室

9/16・10/7(金）16:00 ～･17:00 ～

1,000円

月4回(木)
［4～7歳］16:00～16:50
［7歳～］17:00～17:50
月額6,200円(税別)

ガツスポキッズHIPHOP

自主性・協調性を養い、踊るこ
との楽しさを身につけていき
ます。基本のリズム取りから丁
寧に指導して行きます。カッコ
いいダンスを一緒に踊りまし
ょう♪

MANA ガツスポキッズスクール所属

9/15・10/6(木)16:00 ～・17:00 ～

【4～7歳／7歳～】

月4回(月)18:15～19:15[初級]
19:15～20:15[中級]

月額6,200円(税別)

HIPHOPダンス♪
KAORI

1,000円9/12・10/3(月）18:15 ～･19:15 ～

【年中～】

1,000円

①4～6才クラス
第2・4(日)17:00～17:40
月額3,100円(税別)
②小学生～中学生クラス
第2・4(日)17:50～18:50
月額4,100円(税別)

HIPHOPキッズクラス入門！！

基礎から丁寧に教えてい
きます。初心者の方も楽
しく踊れるようなクラス
です。みんなで楽しみま
しょう！！

Ann

9/11・25(日)17:00 ～･17:50 ～

【①4～6才クラス／②小学生～中学生クラス】

月3～4回(木)
[3歳～]16:30～17:30
[小学3年生～]17:30～19:00
月額6,200円(税別)

クラシックバレエ

可愛いレオタード
を身に付け、手足
を伸ばす子供た
ち。楽しく元気良く
レッスンしてみま
せんか！

春日バレエ研究所 春日真澄 全京都洋舞協議会会員

9/15・10/6(木）16:30 ～・17:30 ～ 1,000円

【3歳～】

月3～4回(土)
[3歳～]17:30～18:30
[小学生～]18:30～19:45
[小学5年生～中学生]20:00～21:15
月額5,700円(税別)

1,000円

本多恵子バレエ学園
クラシックバレエ

クラシックバレエの基本
を丁寧に指導します。踊
る楽しさを感じながら
音感やリズム感をつけ、
美しい身体を作ります。

川竹真衣 本多恵子バレエ学園講師

9/17・10/1(土）17:30 ～･18:30 ～・20:00 ～

【3歳～】

1,000円

第1・3(土)10:30～11:30
月額(子供)2,800円(税別)
月額(大人)3,100円(税別)

素敵なフラガール ケイキフラ

ゆったり、時には
元気にハワイの
フラガールに変
身！はだしで大地
を踏みしめて踊
りましょう。

西川マリコ Ka Pa Ha'a O Napua onipoa 主宰

9/17･10/1(土)10：30～

【4歳～】

月3～4回(金) 
15:10～16:00・16:10～17:00・17:10～18:00
月額5,700円(税別)

(金)14:10～15:00月額5,700円(税別)

2・3歳児の体操教室

ちびっ子体操教室
プラス思考の指導方針。自信をもち、積極
的な人間に成長されることを目指しま
す。器械体操はあらゆるスポーツの基礎
作りになります。

2・3歳クラスでは走る・跳ぶ・まわるという基本動作から始め、徐々に本
格的な器具を使いながら楽しく体操に取り組みます。

太田英次朗・清水治彦 ファイブM講師

9月のみ無料
(通常1,000円)

1,000円
（通常） （通常）1,000円 （通常）1,000円

【2・3歳】

【年少～小6】

9/18･10/9(日)16:30 ～･18:00 ～

第1・3(日)
16:30～17:45
18:00～19:15(増設クラス)
月額2,800円(税別)

1,000円

心身を鍛える武道 合気道

礼儀作法を大切に、人
と人とのつながりを
感じ合い、のびやかな
心をはぐくんでいきま
す。好評により増設ク
ラスが出来ました｡

入江康仁 合気道五段・公益財団法人合気会登録団体

【4歳～】

コースによりキャンセル待ちの場合あり
月3～4回
月額5,700円(税別)

3歳～5歳 (水)14:45～15:45
5歳～ (火)(水)16:00～17:15
小学生／初・中級 (火)17:20～18:35
小学生・中学生 (火)18:40～19:55
小学生／上級 (水)17:20～18:35

1,000円

こどものための実戦空手

楽しく、厳しい稽古で、自然と
礼節も身に付く空手です。
また、心身ともに強くなるよ
う、丁寧に指導していきます。

矢頭裕二
国際空手道円心会館滋賀支部長
円心会館世界大会「ワールド・サバキチャレンジ2001」
ライト級チャンピオン

【3歳～】

1,000円

月4回(月)
16:45～18:00
月額6,200円(税別)

はじめての
ジュニアクラシックバレエ

音楽に合わせて踊ったり、
ストレッチを行いバレエの
基礎を身につけます。楽し
む気持ちを大切にバレエ好
きのお子さまを育てるため
の気軽に始めれるレッスン
です。

川岡菜摘 京都バレエ専門学校卒業

9/12・10/3(月）16:45 ～

【4歳～】

音楽を通しての
小学校準備プレスクール♪

幼児から小学生対象のステージ
パフォーマンスクラス｡声とから
だと言葉の表現活動を通して、
一人ひとりの才能と個性を
伸び伸びと育てて行きます。

岩井麻貴 こどもｌäｒaミュージカル専任講師

歌おう! 踊ろう! 演技しよう! 未来につながる可能性

月3～4回(土)14:45～16:00
月額7,200円（税別）

月3～4回(土)15:30～17:00
月額7,700円（税別）

ミュージカルランド

ミュージカルクラブ

9/24(土)
14:45～〈年中～小1〉
15:30～〈小2～小5〉

お問合せ下さい

ピアノとの楽しい出会
いを大切に､個人レッ
スンとグループレッス
ンを組み合わせた新
しいスタイルのピアノ
導入コースです｡

村田美香・佐竹彩子
JEUGIAこども表現教室講師

月2回(木)
10:00～10:50
月額3,500円（税別）

月3回(月)10:20～11:20
月3回(木)11:00～12:00
月額4,350円（税別）

月3回(月)11:20～12:20
月3回(木)12:00～13:00
月額4,350円（税別）

9/15(木)
10:00～

おんがくランドおんがくランド【1～3歳】
「おんがくランド」に夕方クラスが登場！

0～3歳の音楽情操・リトミック伸びる可能性を音楽の力で大きく育てる

7ヵ月～7ヵ月～ベビークラス ピンキークラス

ベ 9/12･26(月)10:20～
9/8･15(木)11:00～

ピ 9/12･26(月)11:20～
9/8･15(木)12:00～

キ

音を聴き、感じ、感覚で理解するたのしい音楽レッ
スン。音楽の力で優れた感覚や能力を育み、情操や
知育、運動など人間形成の大切な土台を培います。

木下めぐみ JEUGIAこども表現教室講師

月3回(水)
15:30～16:30
月額5,250円（税別）

ドレミファらんど
ピッコロクラス

9/13・10/11(火）10:30 ～

第2(火)10:30 ～ 12:30
月額2,800円(税別)

10/7(金）10:30 ～

第1(金)10:30 ～ 12:30
月額2,100円(税別)

1,500円
1,000円

1,500円
750円

カルトナージュ タイルクラフト

パステルという画材
を使って指でくるく
ると描いていきま
す。消しゴムで消す
ことも可｡絵が苦手
な方でも安心して心
温まるアートを描く
ことが出来ます。

花文字とは､中国で生まれ
た縁起の良い文字です｡花
文字を基礎から学び､龍･
竹･鳥などでそれぞれ意味
のある吉祥絵を覚え組み
合わせてひらがな､漢字に
変形させていきます｡

【ＪＥＵＧＩＡこども表現教室】は、音楽・動き・ことば・情操の総合表現教育教室として１９８１年に開設されました。
３０年以上にわたる幅広い活動と実績のなかで、多くの子どもたちに音楽の楽しさや喜びを伝えています。

1歳児1歳児 キンダークラス2歳児2歳児

無料 無料 無料

3・43・4歳児（年少・年中）

年中～小1

小2～小5

年中～小1

小2～小5
無料

人気講座につき増設！

簡単な基礎からリズムト
レーニング・NEW STYLE
の踊りまで生徒さんに合
わせたリズムで「音楽を
楽しみながら踊る」を大
切にDANCEを身に付け
ます。

②月4回(水)
17:00～18:00
月額6,200円(税別)

カルトナージュ作
品にクロスステッ
チ、ビーズ刺しゅ
うをプラスした個
性的な布箱作りを
楽しみましょう。

熊谷智恵 カルトナージュ講師

色や素材も豊富
で耐久性にすぐ
れたタイルを使
って、実用的で素
敵な雑貨作りを
お楽しみいただ
けます。

坂根美穂 日本グラスアート協会
インストラクター

申込締切 1週間前

第1・3(金) 第2・4(火)
16:00～18:00月額4,600円(税別)

こどもアトリエ 放課後のこどもアトリエ こどもアトリエ アートクラブ

絵画や工作
など、子供達
の感性を重
視し自由で素
直な表現力
を養います。

能勢まゆ子 洋画家 新制作協会協友

【4歳～】【4歳～】【4歳～】

第2・4(金)
18:30～20:30月額4,600円(税別)

学校の美術が得意
な人も苦手な人も、
お子さまの年齢や
目的に合わせた指
導を行います。

第2・4(月)
16:00～18:00
月額4,600円(税別)

工作を多めに
取り入れたクラ
スです。身近な
材料を使って
楽しい作品を
作りましょう。

1,500円
250円

9/16・10/7(金）16:00 ～
9/13･27(火）16:00～

1,500円
250円

9/9・10/14(金）
18:30 ～

1,500円
250円

キャンセル待ち
お問合せ下さい

075-691-141510:00～20:00

〒601-8327 京都市南区吉祥院御池町31イオン洛南ショッピングセンター2Fご予約
承ります

お申込み
お問い合わせ ホームページからもお申し込み承ります。パソコン・スマホ・携帯電話で➡ JEUGIAカルチャー

2016
秋期号

保存版

～アルファベットの書道～
カリグラフィー

ハワイアンリボンレイ
アーヌエヌエ教室

始めてみましょう
えんぴつ&色鉛筆画

～こどもパティシエ～
お菓子教室

体験｜見学｜入会｜お申し込み受付中 入会金1,000 割引（税別）

円
※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。

2016年

9/30㈮
期間

ま
で体験当日にご入会の方は（または体験なしでご入会の方）

★対象年齢★

0歳～12歳

JEUGIAカルチャー

●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
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。●受講料には特に明記した他は、教
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。

色々なジャンルで
ご活躍されている
講師の方々を随時
募集しています。
詳 細 は、JEUGIA
カルチャーセンタ
ーホームページ
「講師募集」ページ
をご覧下さい。

《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、イベント案内のご案内を差し
上げる場合がございますので、ご了承ください。

〒601-8327 京都市南区吉祥院御池町31イオン洛南ショッピングセンター 2F

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］

体験・見学も承ります!
ご入会受付中

講師募集入会と受講のご案内

…消費税は別途要します。（税別表記）

075-691-141510:00～20:00

ご予約
承ります

…税別表記ですが、講座により税込
　の場合もあります。

ホームページからもお申し込み承ります。

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2016.9.2● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ● ジャンル豊富に160講座以上が集う 総合カルチャーセンター

受講生募集


