
【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。

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。

10/19(木)
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(水)15:30～16:30
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 9/30･10/28(土)　
14:45～〈年中～小1〉
15:30～〈小2～小5〉

9/20・10/18(水)15:30 ～
9/22・10/27(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）

9/21・10/5(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 9/18･10/2(月)10：20～
9/21･10/5(木)11:00～

ピ 9/18･10/2(月)11：20～
9/21･10/5(木)12:00～

キ ピ 9/6・10/4(水)
15:30 ～

ア

音を聴き、感じ、感覚で理解する楽しい音楽レッス
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

アレグロクラス

ピッコロクラス

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！

遊びながら英語を覚えましょう。歌
やゲームを楽しみながら英単語を
たくさん身につけていきます。英
語が好きになる、とても楽しいネイ
ティブ講師によるレッスンです。

9/19・10/3(火)15:30 ～・16:30 ～

第1・3(火)
①15:30 ～ 16:20 月額4,100円(税別)
②16:30 ～ 17:30 月額4,500円(税別)

ENJOY ENGLISH
エンジョイ イングリッシュ
岡部ウェンディ アメリカ人講師

【①2～3歳児】
【②幼児～低学年】

チアにはたくさんの人を笑
顔にする力があります。リズ
ム感やダンス技術だけでな
く、レッスンを通じてチーム
ワークやマナー、思いやりの
気持ちなども身につきます。
楽しくダンスを始めましょう!

9/9・23(土)10:30 ～

第2・4(土)10:30 ～ 11:30
月額2,800円(税別)

キッズ☆チアダンス
AYANO チアダンスインストラクター

【幼児～小学生】

はじめてHIPHOPを踊る人
を対象に基礎中心にレッスン
します｡リズムの取り方から
始めますので､初心者の人で
も大丈夫!みんなで楽しく踊
りましょう!

9/17・10/8(日)
①17:00 ～②17:50 ～

第2・4(日)
①17:00 ～ 17:40 月額3,100円(税別)
②17:50 ～ 18:50 月額4,100円(税別)

HIPHOPキッズクラス入門
Haruna rattle snakeダンサー

【①4歳～】【②小学生】

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♪

9/21・10/5・12(木)16:00 ～・17:00 ～

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
MANA ガツスポキッズスクール所属 振付師　ダンサー

【①4～7歳】【②7歳～】

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。

9/25・10/2(月)18:15 ～・19:15 ～

月4回(月)
［初級］18:15 ～ 19:15 ［中級］19:15 ～ 20:15
月額6,200円(税別)

HIPHOPダンス♪
KAORI

【年中～】

駒の動かし方・ルールから始まり、終盤の詰
みまで指せるようになるまでの初心者・入門
者の教室で
す。理解でき
るまで丁寧
に指導致し
ます。

9/15・29(金)17:00 ～

第1・3(金)17:00 ～ 18:30
月額3,100円(税別)

こども将棋教室
清水忠治 日本将棋連盟棋道師範

色々な材料を
使って、自分
しか作れない
作品を作りま
しょう。

9/16・10/7(土)10:30 ～

第1・3(土)10:30 ～ 12:00
月額4,100円(税別)

おえかき・工作教室
嶋野絵美 イラストレーター

【年中～】

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。

9/23・10/14(土)14:30 ～

第2・4(土)
14:30～16:30
月額4,700円(税別)

京都まんが教室
京都まんが教室講師

【小3～】

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。

9/25・10/2(月)16:00 ～・17:00 ～

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
片山　達 日本ウエルネスダーツ協会認定指導員

【小学生】

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。子ども
クラスは、礼儀作法と受け
身から、大人クラスは呼吸
法と合気道の基本動作を
丁寧に稽古していきます｡

9/17・10/1(日)16:30 ～・18:00 ～

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

心身を鍛える武道 合気道
入江 康仁 合気道五段・公益財団法人合気会登録団体

【5歳～】

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。

9/16・10/7(土)18:00 ～

第1・2・3(土)18:00 ～ 19:30
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
吉塚寿幸 全日本侍道協会　師範

【年長～】

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。

9/16・10/7(土)10:30 ～
9/19・10/3(火)18:00 ～

第1・3(土)10:30 ～ 11:30
第1・3(火)18:00 ～ 18:50(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
西川マリコ Ka Pa Ha'a O Napua onipoa 主宰

【4歳～】

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。

9/25・10/2(月)16:45 ～

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
川岡菜摘 京都バレエ専門学校卒業

【4歳～】

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！

月3～ 4回(木)
［3歳～］16:30 ～ 17:30
［小学3年生～］17:30 ～ 19:00
［中学生～］19:00 ～ 20:30
月額6,200円(税別)

クラシックバレエ
春日バレエ研究所 春日真澄 全京都洋舞協議会会員

【3歳～】

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。

9/30・10/7(土)
17:30 ～・18:30 ～・20:00 ～

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)

本多恵子バレエ学園
クラシックバレエ
川竹真衣 本多恵子バレエ学園講師

【3歳～】

今大人気!おひるねアートのカメラマンはパパとママ♪赤ちゃん
に背景や小物をつけて撮影します。赤ちゃんといろいろなテー
マのセットで記念撮影し、大切な時間をお手元に残しましょう！
9月・・アニバーサリーと敬老の日
10月・・ハロウィンと季節のアート
11月・・クリスマスと年賀状アート
12月・・アニバーサリーと季節のアート
※画像はイメージです。

おひるねアート
おだまみ 一般社団法人日本おひるねアート協会認定講師

【うまれたて～2歳】

1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円

1,000円 1,000円 1,500円

1,000円 1,000円1,000円

1,000円 1,000円 1,000円

アート＆
クラフト

9/15・10/20(金)13:00 ～

第3(金)13:00 ～ 15:00
月額2,100円(税別)

筆ペン&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

身近にある筆ペン
とパステルアートで
「書く」と「描く」を楽
しむアートです。感
性で自由に書く文
字の基本からお手
伝いしていきます。

9/14・28(木)13:30 ～

第2・4(木)13:30 ～ 15:30
月額5,100円(税別)

基礎からのデッサン講座
藤本崇幸 デッサンスタジオ京都主宰

絵画やイラスト･マンガ
などの制作の基礎とい
われるデッサン｡デッサ
ンのモノの見方を勉強
し､ご自身の作品のさら
なる魅力を引き出して
あげましょう。

9/11・25(月)19:00 ～

第2・4(月)
19:00 ～ 21:00
月額5,100円(税別)

～デッサンを通じて学ぶ～
イラスト・マンガの描き方講座
藤本崇幸 デッサンスタジオ京都主宰

デッサンを通じてイラス
ト･マンガ制作に活かす方
法を勉強していきます。
パソコンをご持参して頂
ければ､CGイラストの添
削や調整も可能です｡

9/14・28(木)10:30 ～

第2・4(木)
10:30 ～ 12:30
月額5,100円(税別)

～大人のための～
写実・細密鉛筆画講座
藤本崇幸 デッサンスタジオ京都主宰

写真のような手描きの作品。緻
密に描き込まれた魅力的な作
品。そんな鉛筆画の世界を楽し
んでみませんか。普段慣れ親し
んだ鉛筆という画材の奥深さ、
楽しさを体感して下さい。

9/26・10/24(火)13:00 ～

第4(火)13:00 ～ 15:00
月額2,100円(税別)

絵手紙教室
馬場敏子 絵手紙協会認定講師

絵手紙協会名誉会
長 小池邦夫氏から
の学び「つたえる・
つづける・つながる」
3つの「つ」をモット
ーに、和気あいあい
の教室です。一度体
験においで下さい。

9/16・10/7(土)10:30 ～・13:00 ～

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

はじめてでもわかりやすい
おしゃれなイラスト教室
嶋野絵美 イラストレーター

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♪

9/16・10/21(土)10:15 ～

第3(土)10:15 ～ 11:45
月額2,400円(税別)

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 花文字ソムリエ協会理事長

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。

9/15・10/20(金)10:00 ～

第3(金)10:00 ～ 12:00
月額2,100円(税別)

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

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。

9/15・10/20(金)
10:30 ～

第3(金)10:30 ～ 12:30
月額2,100円(税別)

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。

10/6･11/3(金)10:30 ～

第1(金)10:30 ～ 12:30
月額①2,100円②2,500円(税別)

①タイルクラフトお楽しみ講座
②タイルクラフトディプロマ講座
坂根美穂 日本ヴォーグ社タイルクラフト認定講師

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。認定後は、作家や講師
などの活動の幅が広がり
ます。

9/26・10/24(火)10:30 ～

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
山根理恵 ハワイ州HOKU CRAFT協会公認

インストラクター

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。

9/14・10/12(木)10:30 ～

第2(木)10:30 ～ 12:30
月額2,500円(税別)

はじめての彫紙アート
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

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。

9/19・10/3(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
加藤みち代 日本グラスアート協会インストラクター

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。

9/12・10/10(火)10:30 ～

第2(火)10:30 ～ 12:30
月額2,100円(税別)

スクラップブッキング
村上彩子 クリエイティブメモリーズ公認

アルバムアドバイザー

幼稚園や学校で購
入した写真、ペット
の写真が袋のまま
残っていませんか。
簡単可愛い手作り
アルバムで思い出
を残しましょう。

9/12・10/10(火)10:30 ～

第2(火)
10:30 ～ 12:30
月額2,800円(税別)

カルトナージュ
熊谷智恵 カルトナージュ講師

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。

満席→キャンセル待ち受付中

第2・4(木)13:00 ～ 14:30
月額4,000円(税別)

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。

9/9・10/14(土)14:00 ～

第2(土)14:00 ～ 15:30
月額2,500円(税別)

ミニチュア粘土教室
「フードとガーデニングの表現」

野中佐江子 ミニチュア作家

様々な粘土を使い
自由に表現します。
あなたのお手伝い
をします♪楽しい
時間を皆さんと・・・

9/23・10/14(土)10:30 ～

第2・4(土)
10:30～13:30
月額4,100円(税別)

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。

9/12・10/10(火)13：00～

第2(火)13:00 ～ 15:00
月額2,100円(税別)

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。

9/23・10/14(土)10:00 ～

第2・4(土)
10:00 ～ 12:30
月額5,100円(税別)

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。

9/11・10/9(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
Yasuyo 日本グル―デコ協会認定講師

Leather Shine　Deco認定講師

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。

9/26・10/10(火)10:30 ～

第2・4(火)10:30 ～ 12:30
月額4,100円(税別)

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
発された純金粘
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？

9/25・10/16(月)10:30 ～

第3(月)
10:30 ～ 12:30
月額1,900円(税別)

アート工芸盆栽
門　順子 アート工芸盆栽家「趣」

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

はじめての篆刻（てんこく）
～年賀状に篆刻を～
佐藤煒水 永陵社主宰

篆刻用の柔らかい石に、
自分の名前の印（はん
こ）か年賀状などに使う
印（はんこ）や絵を作り
ます。自身が刻した印を
作品の仕上げに押印す
るのも楽しみです。

おしゃれなワイヤーバッグ作り

1,500円
500円

1,500円
500円

1,500円
500円

1,500円
500円

1,500円
500円

1,500円
500円

1,500円
800円

1,500円
500円

1,500円
1,800円(焼成代含む)

1,500円
1,500円

1,500円
500円

1,500円
500円

1,500円
1,500円

1,500円
1,000円

1,500円
1,000円

1,500円
500円

1,500円
1,000円

1,500円
2,000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
1,100円

アロマフレグランスストーンとは、石こうに香りをつけたアロマスト
ーン・オブジェです。アロマストーンの作り方を学び、ご自身のアレン
ジ次第でオリジナリティを出すアイテムとしても人気です。認定後は
アロマフレグランスストーンの創作や販売、レッスンやワークショップ
のほか、認定講師養成講座の開講が実
施でき活躍の場がぐんと広がります。

西野真弓 アロマストーン認定講師

全1回

11/12(日)
10:30～13:30

39,800円(税別/入会金、材料費、認定料込)

アロマフレグランスストーン
認定講師養成講座

1日で資格取得！

カラーセラピーとは、色彩の持つ心理的効果を利用して、心と身
体のバランスを整えていくヒーリングシステムで、様々な業界で
注目されています。｠看護、介護、美容、ファッション、フラワーなど
様々な職場で、またご自身やご家族
を見つめなおすきっかけとして、ご
家庭でも役立てることができます。

一社） 梨桜フラワー・カラーセラピー協会認定講師

全1回

10/12・26(木)
10:30～16:30

9,180円(税込) 3,500円（税込/テキスト・修了証代）

カラーを使ってストレス解消・パワー補給！
カラーソムリエベーシック講座

1日で資格取得！

申込締切:1週間前

ご自身やご家族の健康はもちろん美容効果も期待
できるリンパケア。首や肩のこり、巻き肩、お顔のリ
フトアップなどのわかりやす
い変化をすぐに体感できま
す。独自のメソッドでわずか
一日で身につくだけでなく、
ディプロマの発行により、プ
ロとしての施術も可能です。

やまもとますみ 工房そらいろ植物園
ボディメイクスタジオ代表

全1回

10/29(日)
10:00～13:00

10,000円(税込)

さとう式リンパケア
1日で資格取得！

ダイエット中、カロリーばかり気にしていませんか？そのカロリー、どうやっ
て算出されているか知っていますか？オリーブオイルとサラダオイル、良さ
の違いわかりますか？バランスの良い食事って具体的には？大豆を軸に、普
段の食生活に役立つ栄養知識・ソイフード知
識をしっかり学び、学んだその日から使える
内容が盛りだくさんです。講座の最後に試験
を受け、合格すると資格を取得できます。有名
人も多数取得し、今注目の資格です。ご自身・
ご家族の健康のため、また新しいチャレンジ
に役立てるため、資格を取得してみませんか。

藤本有紀 日本ソイフードマイスター協会認定講師

全2回

10/11・25(水)
10:30～12:00

40,000円(税込/教材費、試験、認定料を含む)

ジュニアソイフードマイスター
養成講座

申込締切:6日前
10/8(日)13:00～15:00

5,000円（税込） 2,188円(保険料・税込/二条城入城＋現代美術展セット券代金含む)

4,800円(税込) 5,000円（税込）
10/16(月)10:30～12:30

9/26・10/24(火)
13:00～15:00

1,500円(税別) 1,500円（税別）

全1回

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～】

1,500円
250円

9/15・10/6(金)16:00 ～
9/12・10/10(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

9/22・10/13(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

9/25・10/9(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)

月3～4回(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。

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
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～】

人気講座につき増設！

1,000円

9/28(木)・10/18(水)10:00～・11:00～
11/1(水)・12/10(日)11:00～・12:00～・13:00～

3,000円(税別)

～「東アジア文化都市2017京都」コラボ企画～
世界遺産・元離宮二条城で楽しむ、現代アートと特別拝観

世界遺産・元離宮二条城で開催されている「アジア回廊 
現代美術展」では、通常非公開の「二の丸御殿台所」、
「東南隅櫓」などでも展示
が行なわれます。これら特
別公開エリアを中心に、キ
ュレーターによる案内と解
説で、作品を鑑賞します。

徳山拓一

ご当地講座

森美術館 アソシエイト・キュレーター

全1回京
都

現地
講座

集合 二条城東大手門前(堀川通側) 12:50

3･4歳児

5･6歳児～
小学校低学年

ご予約
承ります

お申込み
お問い合わせ

2017
秋期号

保存版

JEUGIAカルチャー

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。
JEUGIAカルチャーセンターは全国59会場有り

［十字屋Culture株式会社／本社：京都市］

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）
…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。

体験｜見学｜入会｜お申し込み受付中

〒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

075-691-141510:00～20:00

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

● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ● ジャンル豊富に170講座以上が集う 総合カルチャーセンター

受講生募集

●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。

体験・見学も承ります!
ご入会受付中ご予約

承ります

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

姿勢・肩こり改善ヨガ ～アルファベットの書道～カリグラフィー

エンジョイ イングリッシュ 筆ペン&パステルアートな時間

入会金1,000 割引（税別）

円早割
※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。

2017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）

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2017.9.1


