
2/25･3/11(日)17:00 ～･17:50 ～ 1,000円 3/29・4/5(木) 16:00 ～・17:00 ～ 1,000円 3/26・4/9(月）18:15 ～･19:15 ～ 1,000円

3/3･4/7 (土)10:30 ～・13:00 ～ 1,000円3/24・4/14(土）14:30 ～ 1,500円

3/24・4/14(土)10:30 ～ 1,000円

日本将棋連盟棋道師範

3/16･4/6(金)17:00 ～
第1・3(金)17:00 ～ 18:30月額3,100円(税別)

1,000円

3/16･4/6(金）15:30 ～

第1・3(金)
15:30 ～ 17：00
月額3,100円(税別)

将棋教室
清水忠治 日本将棋連盟棋道師範

1,500円 3/6・4/3(火)10:30 ～

第1(火)10:30 ～ 12:30
第3(火)撮影実習日
月額5,100円(税別)

デジタル写真
山本偉紀夫 日本写真家協会(JPS)

日本写真芸術学会

3/13・27(火)14:00 ～

第2・4(火)
14:00 ～ 15:30
月額4,100円(税別)

入門囲碁教室
山口哲洋 日本棋院京都府師範

2,000円

4/12・26(木)10:30 ～

第2・4(木)10:30 ～ 12:00
月額5,100円(税別)

はじめての手相入門
藤原萠乃 NPO法人神戸国際占術協会会員

1,500円3/11(日)13:00 ～
第2(日)13:00 ～ 14:00月額2,500円(税別)

初めてのタロット占い
香月 麗 占いカウンセラー

1,500円

3/9･4/13(金)13:00 ～

第2(金)13:00 ～ 14:30
全6回13,200円(税別)

横木ジョージのあなたもマジシャン
横木ジョージ 横木マジック研究所代表

吉本興業所属・奇術師

1,000円（通常体験料2,200円） 2,000円 3/7(水)10:00 ～

第1･3(水)10:00 ～ 12:00
3ヶ月6回12,000円(税別)

美しいセルフジェルネイル
石田ゆうこ ネイルサロンプルミエ主宰

sacra認定エデュケーター

3/2・16(金)10:00 ～

第1・3(金)10:00 ～ 12:00
月額4,100円(税別)

プロが教える家庭でできるヘアーカット講座
中村隆明 CH北山ヘアーカット研修会代表

無料
1,500円

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

ルルベちゃん™レッスン

ルルベちゃん™レッスン認定講座

石田優子 ルルベちゃん™認定講師(京都支部長)

3/6･4/3(火)13:00 ～

第1(火)
13:00 ～ 15:00
月額2,100円(税別)

漢詩鑑賞講座
佐藤煒水 永陵社主宰

1,500円3/7･4/4(水)10:30 ～

第1(水)
10:30 ～ 12:00
月額2,100円(税別)

はじめての川柳教室
赤松ますみ 川柳文学コロキュウム 代表

川柳作家

1,500円 日時はお問い合わせ下さい

月4回(月)(水)60分
月額10,200円(税別)

～楽しく学べる～パソコン教室（個人）
井上清貴 パソコン教室　ふうせん　代表

バルーンネット株式会社　代表代表取締役

3/22・4/12(木）13:00 ～

第2・4(木)13:00 ～ 14:45
月額4,100円(税別)

心に響く『朗読教室』
藤谷昭子他 元KBSアナウンサー

電話対応技能検定指導者･審査員

1,500円

日時はお問い合わせ下さい

月2回40分
月額6,100円(税別)

～ネイティブ講師による～
プライベート英会話
岡部ウエンディ アメリカ人講師

1,500円 3/13・27(火）16:00 ～

第2・4(火)
16:00 ～ 17:00
月額3,100円(税別)

はじめての韓国語
秋山公平 韓国語講師

韓国語通訳・翻訳

1,500円 3/21・4/4(水)15:00 ～

第1・3(水)15:00 ～ 16:00
月額4,100円(税別)

話したくなる大人の役立つ英会話
岸野明美 英語教室主宰

1,500円

日時はお問い合わせ下さい

第2(日)
10:00 ～ 12：00
月額2,500円(税別)

文部科学省後援色彩検定３級対策講座
岡田琴葉 色彩検定協会認定　色彩講師　エコールド･メチエパーソナルカラーティーチャー

エコールド･メチエセンセーションカラーセラピスト

1,500円

3/15・4/5(木)10:30 ～

第1・3(木)10:30 ～ 12:00
月額4,100円(税別)

初めての中国語
藤井信幸 元上海大学講師

1,500円
50円

～即実践できる！～
ハンドトリートメント検定講座
てらうち佳奈子 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

さとう式リンパケア
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

耳つぼジュエリー協会認定初級講座
なかち智子 EJA耳つぼジュエリー協会認定講師

１ランク上の自分へ
履歴書に書けるソーシャルマナー 3級認定講座
中川恵美理 マナーOJTインストラクターなかち智子 日本ハーバリウム協会認定講師

春の京都 世界遺産真言宗総本山
東寺特別拝観と夜桜ライトアップ
真言宗総本山教王護国寺東寺僧侶

～桜咲き誇る～
平安神宮正式参拝と神職による神苑のご案内
髙橋秀行 平安神宮　権禰宜

～舞妓さんと楽しむ～
京の花街 いろいろ い･ろ･は
大仲京子 祇園甲部 舞妓祇園甲部お茶屋

大仲 女将

～世界遺産天龍寺塔頭寺院等観院で作る～
私だけの手作りあかり
田畑教次 あかりデザイン工房

3/20･4/3(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

1,000円

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。

ジュージヤカルチャー
センター杯 こども将棋大会

こども将棋教室

日本将棋連盟 京都梅津支部 イオン洛南旭屋書店

清水忠治

どなたでも参加できます! 各グループ1位･2位･3位まで賞状と副賞 全員に参加賞進呈
<ゲスト>女流棋士2名　※早く敗退された方は指導対局を受けられます｡

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｡

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

こどものための実戦空手
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

コースによりキャンセル待ちの場合あり 1,000円

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!

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

3/17･4/7(土)10：30～･11:45 ～
3/20・4/3(火)18:00 ～

第1･3(土)
11:45 ～ 12:45(増設クラス)
10:30 ～ 11:30
第1･3(火)
18:00 ～ 18:50
月額(子供)2,800円(税別)・(大人)3,100円(税別)

西川マリコ Ka Pa Ha'a O Napua onipoa 主宰

1,000円

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。

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
太田英次朗・清水治彦 ファイブM講師

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。

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。

新学期!かけっこ教室
山本晃一 ガツスポキッズスクール代表

ベテラン講師がやさしくてい
ねいに速く走れるコツを指導
致します｡

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

3/17･4/7(土)17:00 ～ 1,000円

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。

第1・3(土)18:00 ～ 19:30
月額4,000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

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｡

3/27･4/24(火)16:00 ～ 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
星野美由紀 華道家家元池坊講師

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｡

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

土曜日のおえかき・工作教室
嶋野絵美 イラストレーター

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。

 3/24・4/7(土）

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
大塩 香 そろばん講師

1,000円1,000円

日本商工会議所　珠算・暗算能力検定試
験に準じた指導で算力・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。

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

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！

3/26・4/9(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

1,000円

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｡

3/18･4/1(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

1,000円

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｡

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)

ビートライブ☆
HIPHOPキッズクラス入門
RIKO ビートライブ　オフィシャルメンバー

はじめてHIPHOPを踊る人を対象に基
礎を中心にレッスンをします｡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｡

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

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。

日時はお問い合わせ下さい

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

1,000円

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。

こども

趣味教養

ちびっ子体操教室

【①2～3歳児】
【②幼児～低学年】 【低学年・高学年】

【小学生】

【2･3歳】 【3歳～】

【年少～小6】

【年長～】
【5歳～】

【幼児～小学生】

【小3～】

【うまれたて～２歳】

【年長～】
【園児～中学生】 【4歳～】

【3歳～】
【3歳～】

【年中～】

【幼児～小学生】

集まれ、こども棋士! 友達に差をつけよう!

3/11(日)10:00～15:00 800円(税込)

4/8(日)
①10:00～10:50
②11:00～11:50
③12:00～12:50
2,000円(税別) 保険料100円(税別）

素敵なフラガールケイキフラ
【1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

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) 1,000円

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)

第1・3(金)
16:00～18:00
第2・4(火)
16:30～18:30
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～】

【②7歳～】【①4～7歳】

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

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♪

【②7歳～】 【年中～】【①4～7歳】

1,500円
250円

3/30・4/6(金)16:00 ～
3/27･4/10(火)16:30 ～

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

3/23・4/13(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

3/26・4/9(月)
16:00 ～ 

5/31(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3回(金)16:00～17:00
月額5,850円（税別）

月3回(金)17:00～18:00
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 4/7・21(土)　
14:45～〈年中～小1〉
15:30～〈小2～小5〉

4/6(金)
17:00 ～

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）

3/8(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 3/26･4/2(月)10:20～
3/8(木)11:00～ピ 3/26･4/2(月)11:20～

3/8(木)12:00～キ
ピ 4/4・5/16(水)15:30 ～

4/6(金)16:00 ～
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3･4歳児

5･6歳児～
小学校低学年

色の基本とパーソナルカラー講座
3/11･4/8(日）10:00～12：00

2,500円(税別)

神秘的なタロットカード入門講座
3/11(日)10:30～11:30

2,500円(税別)

人相＆手相講座
4/12・26(木)13:00～14:30

2,500円(税別)

3/21･4/18（水)
10:30～11:30・11:30～12:30

3,000円(税別)

500円

4/25(水)
10:10～12:00

1,500円(税別) 4,000円

4/15(日)10:00～17:00
15,000円(税別) 16,000円(税別) 7,500円(税込) 12,000円(税別)

4/22(日)10:00～12:30
7,500円(税込)

3/5･4/2(月)10：30～12：30
4,000円(税別)

5/9(水)･15(火)10:00～15:00
5,000円(税別) 10,000円

全6回 全6回

人気の資格講座入会金不要の1日講座・特別講座

京都春のご当地講座 入会金不要

1日で資格取得！ 1日で資格取得！ 1日で資格取得！

ハーバリウム講師養成講座
1日で資格取得！

10,000円(税別) 認定証6,000円

3/14･4/25(水)13:00～15:00 3/24(土)
13:00～16:005,000円(税別)

3,240円(税込) 認定証1,620円

申込締切 3日前

仕出弁当付き

対象：中学生以上
定員：10名

京
都

京
都

京
都

京
都

現地
講座

現地
講座

現地
講座

現地
講座

3/31(土)
16:30～18:00（ライトアップ後は自由解散）

3,132円(税込/保険料・拝観料・抹茶代込)

申込締切 3/30(金) 定員 30名

申込締切 4/8(日) 定員 20名2,808円会員 集合 16：10東寺拝観受付前

2,326円

4/10(火)13:00～14:30

2,592円(税込/保険料・拝観料・正式参拝料込) 会員
集合 12:40平安神宮応天門前

定員 13名

11,000円

5/19(土)
11:30～14:00

12,000円(税込/お弁当代込)会員
集合 11:10一力亭前(京都市東山区祇園町南側　花見小路門)

4/13(金)
10:30～13:00

5,400円(税込)
集合 ①10:15京福電車嵐山駅改札口 ②10:30現地集合｢等観院｣

全1回 全1回 全1回全1回全1回

協力

参加料

4/30㈪までオリジナルレッスンBagプレゼント!春 入会特典

将棋が初めての方、有段を
希望される方、是非お越し
下さい。どなたでも簡単なル
ールさえ覚えればすぐに実
践対局できます。

デジタルカメラを
使い、楽しい写真表
現の方法を勉強し
ます。Photshopの
基礎や組写真の作
り方も教えます。
撮影実習もあります。

囲碁は奥が深くて､長く楽しめるゲームで
す。碁を覚えたい人から､もっと強くなりたい
と願っている人のための入門教室です｡

手のひらの線(相)には､それぞれ
名称や意味があります｡実際の線
を見て鑑定していく講座です。

タロット占いは､それぞ
れのカードに意味があり
ます｡基本のカードの意
味を理解し自分で占え
るようご指導致します｡

習ったその日からあ
なたもマジシャン！テ
ーブルマジックから
ステージマジックま
で。TVや舞台でお
なじみのプロマジシ
ャンが初心者でも直
接指導致します。

ジェルネイルは爪にゲ
ル状の樹脂を塗りUVラ
イトに照射して硬化さ
せるので長持ちし装着
感も軽いのが特徴。初心
者の方にも安心･安全に
学べます。楽しくレッス
ンを始めてみませんか。

私も美容師！前髪は
自分で切りたい！ご
家族やお友達にヘ
アーカットをして
あげたい。在宅介
護中の方にもおす
すめの講座です。

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！
3月・・アニバーサリーとイースター
4月・・こいのぼりと季節のアート

大人女子に大人気･ルルベち
ゃん™｡針や糸を使用しないの
で裁縫が苦手な方にもオリジ
ナルの可愛いドールチャーム
を楽しくお作りいただけます｡

4時間の受講で､即販売や講師活動にお役立て頂けます｡

漢詩には興味があるが､何となく難しそうと
思われる方の講座です｡中国の唐･宋時代の
漢詩を中心に鑑賞し､同
時に作者の心情や時代背
景を説明します｡また、自
詠の漢詩も作ります。

鉛筆とノートがあれば気軽にスタートできる
のが川柳です｡難しい決まり等はありません。
あなたの思いを五七五に
のせて詠ってみませんか｡
初めての方にも分かりや
すく指導致します｡

パソコン、タブレットを新しく始めてみたい
方、スマホデビューしたい方、自分のペース
で学べます。キーボード、文字入力が苦手な
方でも大丈夫！一人一人に合ったカリキュラ
ムをご用意します。
※グループ個別指導も
　ございます｡

声を出すこと、発
声は健康の為に
とてもいいとい
われています。朗
読によりあなたの
内面性を表現す
ることはとても楽
しいことです｡

ネイティブ講師による指
導です｡徐々に自分の言
葉で会話出来るよう､実
際に使える英会話を楽し
く学んで行きます｡

韓国語を楽しく基礎か
ら学びましょう。これか
ら学習を始めたい方が
対象のクラスです。
※中級クラス･個人レッ
スンもございます｡

経験豊富な日本人講師
が英語を学ぶ楽しさを
丁寧に指導します。旅行
先でとっさの一言、すぐ
に役立つ表現力を簡単
な英語で話せる事を目
指します。
※個人レッスンございます。

文部科学省後援の色彩
検定３級取得を目指し
ます｡色彩を深く理解す
ると見える世界が広が
りより豊かになります。

上海生活10年の
経験を生かし、や
さしい会話に地
理、生 活 習 慣、歌
などを取り入れた
楽しい講座です。

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｡

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｡

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｡

子育てが一段落し社会復帰をお
考えの主婦や学生の方の面接対
策やマナーに興味のある方におす
すめ！自己分析、表情筋トレーニン
グ、姿勢、挨拶、身だしなみなど3時
間の講座を受講するだけで履歴
書に書くことのできる資格です。

プリザーブドフラワーやドライフ
ラワーを透明なガラスボトルに入
れ､専用の液体を満たして閉じ込
めたお洒落なインテリア雑貨で
す｡材料の選び方､仕入れ方､講
座の進め方などを学び､受講後は
終了証が発行され､ご自身で自由
に開講することが出来ます。

一般の夜間拝観に先駆けて入場して頂き､ご本尊薬師
如来を祀る金堂（国宝）･密教美術の宝庫といわれる講
堂（重文）・堂本印象画伯の手による小子房､襖絵(非公
開)を､東寺職員によるご案内で特別に拝観していただ
きます。本坊客殿にてお抹茶をお召し上がりいただい
た後は、ライトアップされた日本で一番高い木造五重
塔(国宝）と不二桜をあわせてご覧いただきます。

平安神宮は､明治２８（1895）年に平安遷都1100年を記念して創建さ
れ､朱塗りの社殿や応天門はとても有名です。国指定名勝平安神宮
神苑は、谷崎潤一郎の「細雪」､川端康成の「古都」の舞台にもなり､栖
鳳池(せいほういけ)に映える八重紅し
だれ桜は感動ものの美しさです。特別
に平安神宮神職によるご案内でたっぷ
りと神苑をご覧いただき､本殿で正式
参拝をして頂く、贅沢なプランです。

祇園町甲部お茶屋「大仲」にて､元芸妓である女
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を楽しん
で頂きます。昼食は､天保元年創業の仕出料理専
門､祇園料理屋菱岩の折詰弁当をお召し上がり
いただきます｡写真撮影もお気軽に｡

手作りの和紙あかりを、世界遺産天龍寺
内の塔頭寺院等観院で体験します。自分
だけのオリジナルあかりを作り、楽しめる
だけでなく普段未公開の等観院の雰囲気
も十分楽しんでいただけます。出来上が
った灯りで点灯式も実施！ご自分だけの優
しい灯りをこの機会に手に入れましょう。

2018

春期号
講座案内

保存版

習
い
ご
と

は
じ
め
ま
せ
ん
か
。

体
験
・
見
学
・
新
規
入
会

お
申
し
込
み
受
付
中
で
す

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58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。

お申込み
お問い合わせ
ご予約承ります

体験・見学も承ります!
ご入会受付中ご予約

承ります

こども将棋教室 彫紙アート ルルベちゃんレッスン 平安神宮正式参拝と神職による神苑のご案内

ジャンル豊富に180講座以上が集う 総合カルチャーセンター

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

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2018.2.16

〒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

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。

● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ●

ホームページからも
お申し込み承ります。
JEUGIAカルチャー 早割 2018年

3/31㈯
期間

ま
で

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。

体験当日にご入会の方は（または体験なしでご入会の方）お得な

割引!

ご当地
講座


