
【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　 オリエンタルベリーダンス(初めて～初級クラス)
②オリエンタルベリーダンス

こども

3/4･18(土）18:30 ～ 3/6･20(月)16:00 ～･17:00 ～1,000円 1,000円

第1・2・3(土)17:00 ～ 18:30
月額6,000円(税別)

～少年剣士になろう～
こどもの刀･居合道教室

基礎から丁寧な指導
と､｢刀･居合｣という
伝統文化を通じて心
身を鍛えます｡礼儀
作法もしっかり身に
つく､少年剣士の講
座です｡

吉塚寿幸 全日本侍道協会　師範

第1･3(月)
16:00 ～ 17:00・17:00 ～ 18:00
月額3,000円(税別)

～簡単･安全!楽しく脳トレ～
ウエルネスダーツ

ウエルネスダーツとは､通常のダーツと違い小学生の
学習スポーツとして開発された安全性の高いスポー
ツです｡指先を使って投げ
る運動と計算力･集中力･
判断力も身に付き､楽しみ
ながら上達できます｡

片山 達 日本ウエルネスダーツ協会認定指導員

3/4･18(土)10：30～
3/7・21(火)18:00 ～

3/1(水)18：00～〔各50分〕
3/11(土)16：00～〔各50分〕1,000円 1,000円

第1･3(土)10:30 ～ 11:30
第1･3(火)18:00 ～ 19:00(増設クラス)
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 

①［2回コース］
　3/18(土) 15:00 ～ 17:00
　3/25(土) 10:00 ～ 12:00
②［4回コース］
　3/8･15･22･29(水) 18:00 ～ 18:50
受講料8,000円(税別)(親子ペア受講は10,000円）

小４～６年生の
プログラミング講座

自ら仕組みを考え､手を動かしてモノを作り
上げる楽しさを体験して
頂く講座です｡

板山幸治 パソコンスクールipasso代表

3/18･4/1(土)10:30 ～ 13:00 ～ 1,000円

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

こどもイラスト教室

マーカーペン･絵
具･色鉛筆などご
自分好きな画材
を使い､お子様お
一人ひとりに丁寧
に指導致します。

嶋野絵美 イラストレーター

2/25・3/11(土)14:30 ～ 1,500円

第2・4(土)
14:30 ～ 16:30
月額4,700円(税別)

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

2/24・3/3・10(金）
16:00 ～･17:00 ～ 2/27・3/6・13(月）16:45 ～1,000円 1,000円

月3回（金）
①16:00 ～ 17:00
②17:00 ～ 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

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

2/25・3/4(土)17:30 ～･18:30 ～・20:00 ～1,000円 1,000円

月3回～ 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)

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)

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！

2/28･3/28(火)16:00 ～ 1,500円
1,000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

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

2/27・3/6・13(月）18:15 ～･19:15 ～ 1,000円

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♪

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。

KAORI

2/23・3/2・9(木)16:00 ～・17:00 ～ 1,000円

月4回(木)
①16:00 ～ 16:50
②17:00 ～ 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

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

ダンス・
舞踊・武道

3/4･18(土)18:30 ～ 2/23･3/9(木)10:00 ～･11:15 ～1,500円 1,500円

第1・2・3(土)
18:30 ～ 20:00
月額6,000円(税別)

居合道･武士道教室

刀･居合という伝統文化
を通して､心と身体を鍛
え礼儀作法も学ぶ事が
できます。女性の方も大
歓迎です。

吉塚寿幸 全日本侍道協会　師範

第2・4(木)
①10:00 ～ 11:15 ②11:15 ～ 12:30
月額4,100円(税別)

年齢を問わず人気のベリーダンス
は優雅で女性らしい動きが多くダ
ンスが初めての方でも大丈夫！基
礎からゆっくり丁寧に指導致しま
す。美しいしなやかボディを目指
しましょう

Mica オリエンタルベリーダンサー

3/7･21(火)19:00 ～ 1,500円

第1･3(火)19:00 ～ 19:50
月額4,700円(税別)

大人のフラダンス

ハワイからのや
わらかな曲やリズ
ムに合わせて､ベ
ーシックステップ
（基本）から､曲や
リズムにそった踊
りを習得します｡

西川マリコ Ka Pa Ha'a O Na Pua O Nipoa 主宰 

3/3・17(金)10:30 ～ 1,500円 1,500円（高校生以上）

第1・3(金)
10:30 ～ 12:00
月額4,100円(税別)

はじめてのフラ・ダンス

初心者の方のクラスで
す。基本姿勢から親切丁
寧に指導します。フラの衣
装を着て舞台に出てみま
せんか。

歌津せつ子 ハラウ フラ カ レイ キニ

①3/7・21(火)13:30 ～
②3/5･19(日)10:30 ～ 1,500円

ハワイアン・フラ

ハワイアンの調べにのり、愛､自然などを体
全体で表現するダンスです。幅広い年齢の
方に親しまれる
軽い運動で心身
ともに健康にな
りましょう。

歌津せつ子 ハラウ フラ カ レイ キニ

3/12･19(日）13:00 ～ 1,500円

月3回(日)
〔初級〕13:00～13:50月額4,150円(税別)
〔中級〕14:00～15:00月額4,650円(税別)
〔上級〕15:10～16:10月額5,150円(税別)

社交ダンス

背筋を伸ばし､腰を伸ばし､膝を伸
ばして「立って歩く」ことが社交ダ
ンスの基本です｡優雅なワルツ､情
熱のタンゴ､軽快なサンバに合わ
せて社交ダンスを楽しんでみませ
んか｡心と身体の若返り､健康にも
ダイエットにも効果抜群!さぁ！
ご一緒に、シャル･ウィ･ダンス!

松岡徹二
瀬川滋子

京都ロイヤルダンス教師協会会長
京都ロイヤルダンス教師協会理事

円心空手

円心空手は打撃技はもちろ
ん掴み投げもあり円運動を
利用した技術サバキが特徴
です。一緒に心身を強くしま
せんか

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

3/6・27(月）14:00 ～・15:10 ～ 1,500円

社交ダンスを楽しむ

ボディのシェイプアッ
プ・社交性が楽しく
踊っている間に身に
付きます。初めての
方も大歓迎です！！

川島久美子 日本ボールルームダンス連盟
京都府プロダンスインストラクター協会

4/6･20(木)10:00 ～ 1,500円

第1・3(木)10:00 ～ 11:15
月額3,800円(税別)

姿勢･肩こり改善ヨガ

肩甲骨や上半身を
メインに動かして
姿勢改善､肩凝り
にアプローチして
いるクラスです。
ヨガで楽しくカラ
ダを整えていきま
しょう！

Tomomi OMYグループ認定　Happy hatsumi yoga
認定保持ヨガインストラクター Tomomi OMYグループ認定　Happy hatsumi yoga

認定保持ヨガインストラクター

2/28・3/7(火)10:30 ～
3/11・25(土)12:00 ～

3/4・18(土)
①12:00 ～ ②13:30 ～1,500円 1,500円

第2・4(火)10:30 ～ 11:30
第2・4(土)12:00 ～ 13:00
月額3,300円(税別)

～カラダの内側からアンチエイジング～パワーヨガ

１つのポーズをゆっくり行う
ヨガとは違い、呼吸を深め
ながら動き続けるタイプの
ヨガです。無理のない有酸
素運動で基礎代謝を高めシ
ェイプアップやダイエットに
効果的です。

広瀬あゆ サンクスヨガ主宰

4/6･20(木)11:30 ～ 1,500円

第1・3(木)11:30 ～ 12:45
月額3,500円(税別)

運動不足解消ハタヨガ

カラダがかたくて
も大丈夫です♡
呼吸を意識しな
がら､ヨガで楽し
くマイペースに運
動不足を解消し
ていきましょう!

①アロマ ヨガ
②～アロマの香りに癒されて～初心者向け 優しいヨガ

①アロマの香りの中でヨガを行いま
す。ゆったり穏やかなリラックスタイ
ムを体験しませんか。②初めての方
でも無理なく楽しく始めることが出
来るヨガクラスです。高齢の方、身体
が動きづらい方にも最適です

吉田陽子 ヨーガ療法学会認定
ヨーガ療法士

3/6･20(月)18:30 ～･19:30 ～ 1,500円

第1・3(月)
18:30 ～ 19:30・19:30 ～ 20:30
月額3,000円(税別)

ウエルネスダーツで生涯現役!

どなたでも安全に始めら
れるスポーツです｡健康･
脳の活性化･コミュニケ
ーションなどの要素がゲ
ームを楽しみながら体
感でき､体に無理なく続
けることが出来ます｡

片山 達 日本ウエルネスダーツ協会認定指導員

4/20(木)・6/29(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｡

木下めぐみ JEUGIAこども表現教室講師

1,000円
1,000円 1,000円

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。

濱田季代子 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回(水)15:30～16:30

月額5,850円（税別）

月3回(金)16:00～17:00
月額5,250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
4/1(土)　
14:45～〈年中～小1〉
15:30～〈小2～小5〉4/7(金)16:00 ～

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｡

佐竹彩子・村田美香
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）

4/6(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 3/27･4/3(月)10:20～
4/6(木)11:00～

ピ 3/27･4/3(月)11:20～
4/6(木)12:00～

キ ピ

3/29(水)15:30 ～ア

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・村田美香 JEUGIAこども表現教室講師

ドレミファらんど

1～2歳児1～2歳児 キンダークラス2～3歳児2～3歳児 年中～小1

小2～小5

年中～小1

小2～小5
申込締切 1週間前

入会金不要の1day特別講座 1日なら参加できる！という方におすすめの《1day習い事》にぜひ参加してみませんか！

スワドルボックス(ウエットテッシュデコ)レッスン

無造作に置いてあるウエットティッシュケー
スをお部屋のインテリアに合わせて素敵に
変身させてみませんか｡一度作り方を覚えて
しまうと色んな市
販のアイテムに
応用が可能です｡

大橋弘江 ポーセラーツサロンBonheur主宰

3/14(火)
10:30～12:30

2,000円(税別) 1,800円（税込）

全1回 ～誰も知らない猫背改善エクササイズ～
姿勢教室

姿勢の専門家から猫
背の原因･改善方法を
学べます｡猫背を改善
して､健康な体作りを
目的とした講座です

尾上耕司 姿勢調整師

3/14･4/4(火)
11:00～12:30

2,300円(税別)

全1回

こども一日体操教室

苦手を克服しましょ
う！ベテラン講師が不
得意分野をやさしく
ていねいに指導しま
す｡｢できた！｣が子供
たちを成長させます。

山本晃一 ガツスポキッズスクール代表

2/26･3/26(日)
①側転（小学生)13:00～13:50
②かけっこ(小学生)14:00～14:50
③鉄棒(小学生)15:00～15:50

2,000円(税別) 保険料100円（税別）

全1回 ママといっしょにベビーリトミック

リトミックで子どもの
可能性を弾ませましょ
う。ママと一緒にお歌
をうたったり､リズムに
合わせて踊ったりしま
しょう。

奥野真由美 ヤマハJEUGIAjet認定講師
スマイル・リズムリトミック認定講師

3/3(金)･21(火)・4/7(金)
１歳児10:15～10:55
２歳児11:00～11:45

1,500円(税別)

全1回 巻いてワクワク♪デコずし講座

可愛いデコずしを
作りましょう。お弁
当におもてなしに
大活躍間違いなし
です｡
2月･･いちご
3月･･さくら

梶原典子 日本デコずし協会
デコ巻きずし認定講座マイスターインストラクター

2/23・3/16(木）
10:30～12:00

2,100円(税別) 1,500円（税別）

全1回 ～可愛くデコレーション～
アイシングクッキーを作ろう

クッキーを可愛くデ
コレーションしませ
んか｡初心者でも簡
単に可愛らしくでき
ます｡
2月･･おひなさま
4月･･イースター

長谷川幸樹 製菓アーティスト

2/26･4/23(日)
10:30～12:30

2,000円(税別) 1,500円（税別）

全1回

ワイヤーバッグ
ミニミニガンチーニ

ネットにキラキラしたワイヤーテープを通し
てバッグの形にします｡出来上がりに個人差
がなく､かなり完成度
の高い仕上がりになり
ます｡季節を問わず持
てるバッグでとてもお
洒落です｡

Yasuyo coquette.715 clasp bag 認定講師

4/3(月)
10:30～15:30

4,800円(税込) 5,000円（税込）

全1回

【年長～】

【年中～】

【小学生】

【4歳～】
【小４～】

人気講座につき増設！

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～】
【小3～】 【年長～】

【4歳～】【4歳～】

1,500円
250円

3/3・17(金)16:00 ～
2/28･3/14(火)16:00 ～

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。

1,500円
250円

2/24・3/10(金)
18:30 ～

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

2/27・3/13(月）
16:00 ～

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

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

1,000円

【2･3歳】

【年少～小6】

コースによりキャンセル待ちの場合あり 3/12･19(日)16:30 ～･18:00 ～ 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～】

人気講座につき増設！

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～】

5･6歳児～小学校低学年
アレグロクラス

3･4歳児
ピッコロクラス

第1・3(土)

月額3,100円(税別)

①12:00～13:00
②13:30～14:30

月3～4回(月)
14:00～15:00〔初級〕
15:10～16:10〔中級〕
月額(税別)〔初級〕4,150円・〔中級〕5,150円

個人レッスン～1回30分～
3,800円(税別)

第1･3(日)
16:30 ～ 17:45
18:00 ～ 19:15(増設クラス)
月額3,300円(税別)

3/12･19(日)16:30 ～･18:00 ～ 1,500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

【高校生～】

人気講座につき増設！

◆月3～4回(金)
　18:30～19:45〔中学生〕
　19:55～21:20〔高校生～一般〕
◆月3～4回(火)
　20:00～21:15〔高校生～一般〕
月額(税別)〔中学生〕5,700円・〔高校生以上〕6,200円

～即実践できる！～
ハンドトリートメント検定講座

JAAハンドトリートメン
ト検定講座は両手で40
分のボリュームの手技
です｡受講後はボラン
ティア活動やお仕事に
活かして､人に喜ばれ
る活動をしませんか。

てらうち佳奈子

1日で資格取得！ 1日で資格取得！ 1日で資格取得！ 1日で資格取得！

JAA日本アロマコーディネーター協会認定校校長
トップインストラクター
IFA国際アロマセラピストスクールAromaVilla主宰

3/20(月)･5/7(日)
10:00～17:00

15,000円(税別) 16,000円（税別）

全1回 カラータイプアドバイザー認定講座
(初級レベル)

1日たったの4時間で､周りの人
にカラー心理学のアドバイス
ができるようになる認定講座｡
ビジネスでもプライベートでも
使える色彩心理の基本を知り､
コミュニケーション術発展のた
めのツールとして活用して頂
けます｡

川口知子 一般社団法人カラータイプ協会認定講師

3/19･4/16(日)
10：30～15：30

8,000円(税別) 3,564円（税･認定料込）

全1回
TCカラーセラピスト養成講座

家族や周囲の人を癒すことを目的としたカ
ラーセラピーシステム。14本のカラーボトル
と解説書を付けた
一日5時間の受講で
〔TCカラーセラピス
ト〕の資格が取得で
きます｡

古保とよ美 TCカラートレーナー

2/25・3/25・4/22(土)
10：30～16：30

10,000円(税込) 9,000円（税込）

全1回 耳つぼジュエリー協会認定初級講座

耳には足の裏とおなじように
いくつものつぼが存在します
｡スワロフスキーの下にチタ
ンがついていてつぼを刺激す
ることにより体調や体質改善
のお手伝いをします｡受講後､
協会認定のディプロマを発行
します｡サロン開業やイベン
ト参加も可能です｡

なかち智子 EJA耳つぼジュエリー協会認定講師

3/11・4/8(土)
10：30～12：30

4,000円(税別) 12,000円（税別）
お申込みは開催日の前日まで

全1回

アロマとキャンドル癒しの教室
春のお茶会キャンドル

クッキー･ティースプーン等もキャンドル素
材でできています。アロマオイルで香りをつ
けます｡香りが薄れたら
お手持ちのオイルを垂
らしていただく事で､末
永く香りを楽しむ事が
出来ます。

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

3/10(金)
13:00～15:00

2,100円(税別) 1,200円（税別）

全1回

～舞妓さんと楽しむ～京の花街 いろいろ い･ろ･は

祇園町甲部お茶屋「大仲」にて､女将さん
から花街のしきたりや､芸舞妓さんの違
い、舞妓さんの衣装やお茶屋遊びのお話
を伺い､その後､舞妓さんの歓談やお座敷
遊び､京都老舗和菓子とともに､お抹茶を
お楽しみいただきます｡(約２時間)写真撮
影もお気軽に｡

大仲京子 祇園甲部 舞妓

ご当地講座

祇園甲部お茶屋大仲　女将

5/27(土)14:30～17:00 満席
【増設】6/10(土)14:30～17:00

8,964円(税込/抹茶･お菓子代込)
会員8,640円（税込）

全1回

(花いけバトル開始後は自由解散)

春の京都 東寺拝観夜桜ライトアップと
花いけバトル王者決定戦2017

日本で一番高い木造五重塔(国宝)､咲き誇る不二桜が美し
く映り込む池を配した庭園。幻想的な風景を感じながら、
堂本印象画伯の手による小子房･襖絵(非公開)を東寺職
員による解説でご案内します。本坊客殿にてお抹茶をお召
し上がり頂いたあと､特別指定席にて花いけバトルの王者
決定戦をご観覧頂きます｡希少かつ豊満なお花見の特別
コースを､桜のライトアップと共にお楽しみ下さい。

真言宗総本山教王護国寺東寺僧侶

3/25(土)
17:00～20:30

4,536円(税込/保険料･チケット代･拝観料･抹茶代込)
会員4,320円（税込）

全1回

京
都

京
都

現地
講座

現地
講座

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。

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

2017
春期号

保存版

タイルクラフトディプロマ講座 ポーセラーツ

居合道・武士道教室 春の京都 東寺拝観夜桜ライトアップと花いけバトル王者決定戦2017

体験｜見学｜入会｜お申し込み受付中

● 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 発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2017.2.18

受講生募集

ご当地

①第2・4(水)
16:00～16:50
月額4,100円(税別)

①月3～4回(火)
13:30～15:00
月額6,200円(税別)

②第1・3(日)
10:30～12:00
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～】

【②7歳～】
【年中～】

【①4～7歳】

【②7歳～】
【4歳～】 【3歳～】

【3歳～】
【①4～7歳】

【①低学年】

1,000円
①3/8・22(水)16:00 ～
②3/1･8(水)17:00 ～

②月4回(水)
17:00～18:00
月額6,200円(税別)

春日バレエ研究所 春日真澄 全京都洋舞協議会会員


