
9/6・10/4(木)①10:30 ～ ②13:30 ～ 1,500円
2,000円

9/11・10/9（火）10:30 ～
1,500円 1,000円

 9/21・10/19(金) 1,500円
500円

9/5･19(水)18:00 ～

第1・3(水)18:00 ～ 19:00
月額4,100円(税別)

こどもパソコン教室
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 代表取締役

1,500円

9/2・30(日)10：30～

第1・3(日)10:30 ～ 12:00
月額3,100円(税別)

日曜日のこども将棋教室
清水忠治 日本将棋連盟棋道師範

1,000円 9/7・10/5(金)16:00 ～・17：00～

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
胡桃沢啓子 元チアリー英語教室講師

1,000円9/4・10/2(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

9/5・10/3(水)17:00 ～

月4回（水）17:00 ～ 18:00
月額6,200円(税別)

英語小学生コース
岸野明美 英語教室主宰

1,000円 9/25･10/30(火)16:00 ～

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

1,000円
1,000円 9/2･10/21(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9/1･10/6（土）17:00 ～

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

1,000円

9/8･10/13(土)10：30～･11:40 ～

第2･4(土)
【幼児～小2】10:30 ～ 11:30 月額2,800円(税別)
【小3～】11:40 ～ 12:40 月額3,800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

1,000円 9/8･10/6(土)10：30～･11:45 ～
9/4・10/2(火)18:00 ～

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

1,000円 9/9･10/14(日)17:00 ～･17:50 ～

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)

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

1,000円 9/6・10/4(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

1,000円9/3・10/1（月）18:15 ～･19:30 ～

月3～ 4回(月)
【初級】18:15 ～ 19:30
【中級】19:30 ～ 20:45
月額6,200円(税別)

HIPHOPダンス♪
KAORI

1,000円

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

1,000円 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 9/3・10/1（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

石田優子 ルルベちゃん™認定講師(京都支部長)

ルルベちゃん™レッスン認定講座

ルルベちゃん™レッスン

ハーバリウム講師養成講座
なかち智子 日本ハーバリウム協会認定講師

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
一社) 梨桜フラワー・カラーセラピー協会認定講師

M-Style Class
リボン認定(ディプロマ)講座
吉田麻友美 M-Style Classリボン認定講師

～可愛くデコレーション～
アイシングクッキーを作ろう
長谷川幸樹 製菓アーティスト

～フォトジェニックなお菓子～
マシュマロ･デコカップケーキ教室
大橋弘江 サロンBonheur主宰

CHIC FLIC考案
Tweed＆Styleモフモフ･ファーバッグ
吉田麻友美 CHIC FLIC（シックフリック）認定講師

使い方がわからない人のための
スマートフォン講座【６０分】
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　代表取締役

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

 9/14・10/12(金)10:00 ～

第2・4(金)10:00 ～ 12：00
月額5,100円(税別)

～水彩仕上げ～
色えんぴつ画

鴨脚えり子 日展会友　光風会所属

1,500円
300円

水彩色鉛筆は初心者の方にも
扱いやすく、水彩絵の具の透
明感と色エンピツのタッチを
両方楽しめる画材です。基礎
からお教えしますので、絵を初
めて描く方にもおすすめです｡

第1・3(金)18:30 ～ 21:30
月額6,100円(税別)

第2・4(火)
13:30 ～ 15:30
第2・4(金)
16:00 ～ 18:00
月額4,600円(税別)

絵画教室（油絵・水彩・デッサン）
能勢まゆ子 洋画家

新制作協会協友

1,500円 500円

9/10・10/22（月)19:00 ～

9/13･10/11（木)10:30 ～

1,500円 500円

 9/15・10/20(土)10:15 ～ 1,500円
500円

鉛筆デッサン・油絵・水
彩画などお好きな技法
を用いて､やさしい静物
画からはじめましょう！！

第2・4(日)
10:00 ～ 12：00
月額5,100円(税別)

日曜の絵画教室
鴨脚えり子 日展会友　光風会所属

日曜のひととき、ゆったりとし
た気分で絵画創作を楽しみま
しょう。全く初めての方から大
作を描かれる方まで、ご希望の
画材で描きます｡

9/12・10/10（水）19:15 ～

第2・4(水)
19:15 ～ 20:45
月額4,100円(税別)

1,500円
100円

9/11・10/9（火）13:30 ～、9/14・10/12（金）16:00 ～
2,000円 [水彩・デッサン]300円、[油絵]900円

鉛筆でお友達やペッ
トの写真・風景を、あ
なたの手で楽しい絵
に。初心者も簡単に
描ける裏ワザ手法を
お教えいたします。

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

～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

 9/9・10/14(日)10:00 ～ 1,500円
300円

デッサンを勉強しながらその描き方
をイラスト制作に活かす方法を勉強
していきます｡

第2・4(木)10:30 ～ 12:30 月額5,100円(税別)
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。

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。

9/11･10/9(火)13：00～

第2(火)13:00 ～ 15:00
月額2,100円(税別)

第3（金）
①10:00 ～ 12:00
②13:30 ～ 15:30
月額各2,100円(税別)

②筆ペン&パステルアートな時間
①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

えんぴつ・色鉛筆画・水彩画
HIROKI 画家

1,500円
1,000円

9/25･10/23(火)13:00 ～ 1,500円
500円

①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。②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。

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。

9/15･10/6（土）10:30 ～

第1･3（土）
10:30 ～ 12:00
月額4,100円(税別)

1,500円
500円

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♪

第4（火）
13:00 ～ 15:00
月額2,100円(税別)

9/21・10/19（金）18:30 ～ 1,500円
1,000円

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､
和気あいあいの楽しい教室です。一度体験においで
下さい。

9/13・10/11(木)10:30 ～

第2(木)
10:30 ～ 12:30
月額2,500円(税別)

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

おしゃれなイラスト教室
嶋野絵美 イラストレーター

1,500円
500円

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。

①第1・3(木)
10:30～12:30
月額5,100円(税別)

②第1・3(木)
13:30～15:30
月額4,100円(税別)

①トールペインティング／②デコパージュ
木田孝子 ①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

②タカコ・キダDoスタジオ 主宰　デコパージュマイスター

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

絵手紙教室
馬場敏子 絵手紙協会認定講師

①アクリル
絵の具で花
や風景、動物
を描きます。

②誰でも楽
しめるホビ
ークラフトに
なりました。

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。

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。

9/8・10/13（土）10:30 ～

第2・4(土)10:30～13:30
月額4,100円(税別)

1,500円
2,000円

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。

9/21・10/19（金）10:30 ～

第3(金)10:30 ～ 12:30
月額2,100円(税別)

1,500円
1,800円(焼成代含む)

9/8・10/13（土）14:00 ～　　　　

第2(土)14:00 ～ 15:30
月額2,500円(税別)

第1(金)
10:30 ～ 12:30
①月額2,100円(税別) ②月額2,500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

1,500円
800円

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｡

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」

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

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

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

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･･柿
10月･･もみじ苔玉

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・・・

9/11・10/9（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

1,500円
2,000円

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･10/23(火)10:30 ～

第4(火)
10:30 ～ 12:30
月額2,100円(税別)

1,500円
500円

1,500円
1,100円9/7･10/5（金）10:30 ～ 1,500円

1,500円

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。

9/10･10/15（月）10:30 ～

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

素敵なX'masをすごす為の
～クリスマスプレート
大橋弘江 ポーセラーツサロンBonheur主宰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。

絵が苦手でも、不器用でも大丈夫。ケーキやお菓子を
可愛く盛り付けてくれる憧れのプレート。お好きなク
リスマスモチーフやポ
インセチアの転写紙を
貼って、オリジナルのプ
レートを作成します。

9/26・10/10(水)10:30 ～

第2・4(水）
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

1,500円
1,500円9/8・10/13(土)10:00 ～ 1,500円

1,000円

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。

～世界にひとつ～
押し花のアクセサリー
田中翔子 レジュフラワー認定講師

「フードとガーデニングの表現」
ミニチュア粘土教室

野中佐江子 ミニチュア作家

本物のお花を使用して､
世界に一つだけのアクセ
サリーを一緒に作りましょ
う｡初心者の方も大歓迎
です。

9/10(月）10:30 ～

第2(月)10:30 ～ 12:30
月額2,100円(税別)

1,500円
1,000円

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。

入会金不要の資格講座・特別講座

仏画教室ー日本画古典派ー
柳原朗月 国立大学教育学部卒

京都市立芸大卒　絵師

心の穏やかさ、心のケアが今ほ
ど大切に思われる時はないので
はないでしょうか。仏像やその
教えについて、絵を描きながら
学んでみませんか。初心者の方、
大歓迎です。

干支【亥】のちぎり絵作り
11/13･12/11（火）
13:00～15:00

1,500円(税別)
1,000円

9/30･10/21(日)
10:00～12:00

1,500円(税別) 1,500円

11/16･30(金)
10:30～12:30

2,100円(税別) 1,800円(焼成代含む)

プログラミング教室
5,100円(税別)日時はお問い合わせ下さい

【小学生～】

【小学生～】

【幼児～小学生】

【3歳～】
【3歳～】

【4歳～】

【1歳～】 【年中～】

【年長～】

【小学生】

全2回

日本将棋連盟棋道師範

9/7･10/5(金)17:00 ～

第1・3(金)17:00 ～ 18:30
月額3,100円(税別)

1,000円

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｡

【低学年・高学年】

【小学生】

集まれ、こども棋士!

11/4(日)10:00～15:00 800円(税込)

協力

参加料

【①2～3歳児】
【②幼児～低学年】 【①4歳～7歳】

【②7歳～】

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

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歳～】
【年長～】

【5歳～】

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

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)

【②7歳～】【①4～7歳】

【②7歳～】【①4～7歳】

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)

月3～ 4回(土)
【3歳～】17:30 ～ 18:30
【小学生1年～】18:30 ～ 19:30
【小学4年生～】19:30 ～ 20:30
月額5,700円(税別)

コースによりキャンセル待ちの場合あり 1,000円

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・森本純矢 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。

ちびっ子体操教室

【2･3歳】

【年少～小6】

運動会直前！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｡

【幼児～小学生】

友達に差をつけよう!

9/16(日)
①10:30～11:20
②11:30～12:20
③15:00～15:50
④16:00～16:50
2,000円(税別) 保険料100円(税別）

～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

10/21･11/11(日)
10:00～17:00

15,000円(税別) 16,000円(税別)

10/24(水)･12/4（火）
10:30～12:30

1,500円(税別) 2,000円(税別)

10/21･12/9（日）
10:30～12:30

2,000円(税別) 1,500円(税別)
9/30(日)10:30～17：00

4,000円(税別) 9,000円(税別)

9/28･10/26(金)
10:30～12:30

2,000円(税別) 1,500円(税別)
(月)･（水)日時はお問い合わせ下さい

2,550円(税別)

11/14(水)13:00～17:00

11/14(水)10:00～12:00

5,000円(税別) 10,000円(税別)

1,500円(税別) 4,000円(税別)

9/18･10/16(火)13:00～16:00
5,000円(税別) 10,000円(税別)

9/2･10/28（日)
10:30～16:30

9,180円(税込)

11/11(日)10:30～17:00
10,800円(税込) 10,800円(税込)

認定料30,000円(税込) 認定証6,000円(税別)テキスト・修了証代3,500円(税込)

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！ 1日で資格取得！全1回

全1回

全1回 全1回

全1回

全1回

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｡

申込締切：2日前

申込締切：1週間前 申込締切：1週間前 定員：20名

申込締切：各3日前 申込締切：各3日前

全1回 全1回 全1回
全1回

①10:00 ～
②13:30 ～

アート＆クラフト

パソコンは基礎知識が大切
です。正しい使い方を、楽し
く覚えましょう！
※パソコンのレンタル可

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｡将棋を通して
礼儀・集中力・精神
力が身に付きます。

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。

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。

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｡

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｡

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｡

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!

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。

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｡

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♪

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。

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！

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。

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｡

4時間の受講で､即販売や講師
活動にお役立て頂けます｡

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｡

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､受講後は修
了証が発行され､ご自身で自
由に開講する事が出来ます｡

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、医療の現場やファッションなど、様々な業
界で注目されています。
ストレス社会である現代、
カラーで癒やし・頑張るパ
ワーをもらいましょう！

～ハンサムからラブリーまで～完成度の高いリボンの
作り方を基本から応用までしっかりと学べる講座です｡
ディプロマを取得す
れば自宅レッスンがで
き､趣味としてまたサ
ロンの開講など､人気
ネットショップをオー
プンできます｡

クッキーを可愛くデコレー
ションし大切な人にプレゼ
ントしませんか。初心者で
も簡単に可愛らしくでき
ます。

サロンオリジナルカップケーキに、マシュマロと砂
糖を混ぜてペースト状にしたものをご自身でデコ
レーションしていただきま
す｡お作りいただいたマシ
ュデコは、ラッピングをして
お持ち帰りいただけます
ので、そのままプレゼント
にもお使いいただけます。

スマートフォンを買って
みたものの電話とメー
ル以外使い方が分から
ない､店頭では質問しづ
らい・・などスマートフォ
ンの知りたい･困ったを
完全個人レッスンで対
応します｡

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。

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！

10月・・ハロウィン
12月・・クリスマス

たくさんの毛糸の中からお好きな色を選んで
自分だけのバッグをお作りいただけます。今
からの季節にぴっ
たり､大人気のオリ
ジナルバッグが1日
で仕上がります｡
※ディプロマ取得可
　(認定料別途)
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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 早割 2018年

9/30㈰
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!

体験・見学も承ります!
ご入会受付中ご予約

承ります

色えんぴつ画～水彩仕上げ～ つまみ細工講座 マシュマロデコカップ講座 日曜日のこども将棋教室

ジャンル豊富に190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：2018.8.24

〒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


