
3/22（金)
16:30 ～ 17:30

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 JEUGIAこども表現教室講師

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！伸びる可能性を

音楽の力で大きく育てる

申込締切：1週間前

さとう式リンパケア
1日で資格取得！

ふじたゆか リンパケアサロン＆スクール　hokulani代表
さとう式リンパケア公認インストラクター

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

国宝石清水八幡宮昇殿参拝と
非公開書院石庭・社殿のご案内
児玉 亮 権禰宜

京
都

現地
講座

5/25(土)13:30～15:30

3,564円(税込/保険料･拝観料込)
3,240円(税込/保険料･拝観料込)会員

集合 京阪電車「八幡市駅｣下車男山ケーブル改札前（切符を各自ご準備下さい）

4/21･5/19(日)
10:30～13:00

7,500円(税別) 7,500円(税別)

全1回

整理収納アドバイザー 2級認定講座
1日で資格取得！

まつおみちこ 整理収納アドバイザー 2級認定講師

5/26･6/23（日)
10:30～17:30

23,100円(税込・テキスト代・認定料)

全1回

防災備蓄収納２級プランナー
認定資格講座

1日で資格取得！

南あきこ 防災備蓄収納マスタープランナー

5/26(日)10:30～17:30
16,200円(税込) 2,052円(税込)

京都老舗　川勝總本家
ぬか床漬もの教室
川勝總本家

京
都

現地
講座

5/21(火)
13:30～15:00

3,672円(税込/材料費込)
3,456円(税込/材料費込)会員

集合 川勝總本家本店

琥珀の里・大山崎をめぐる
杉本 理 大谷大学非常勤講師

京
都

現地
講座

4/21(日)
13:00～16:00

3,024円(税込/保険料込)
2,808円(税込/保険料込)会員

集合 阪急京都線大山崎駅梅田方面の改札口前

全1回

15,000円(税別) 16,000円(税別)

ハーバリウム講師養成講座
1日で資格取得！

なかち智子 日本ハーバリウム協会認定講師

3/21(木)・4/24(水)13:00～16:00
5,000円(税別)
10,000円(税別)

全1回

全1回

～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

4/21(日)
10:00～17:00

1日で資格取得！ 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：1週間前

認定料5,400円(税込)

～カラーで自分らしさを再発見！～
カラータイプアドバイザー認定講座
manico（マニコ）｠

4/14･5/12（日)11:30～15:30
21,600円(税込)

認定証6,000円(税別)

1日で資格取得！ 全1回

1日たったの4時間で､周り
の人にカラーの心理学のア
ドバイスが出来る様になる
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｡

首こり肩こり・お顔の
リフトアップなど、効果
をその場で実感!受講
後は､プロとしての施
術も可能です｡

テレビや雑誌など、メディ
アも注目の講座です。１日
の受講で整理収納のスキ
ルを学べて資格も取得で
きます。一緒に楽しくお片
づけを学びましょう｡

｢何を｣｢どれくらい｣｢どのようにしま
う」、３大疑問が1日で解決できます｡防
災備蓄と収納の基礎知識を学ぶ講座で
す｡正しい知識で美しく収納し備えまし
ょう｡防災備蓄リスト､それらの保管の為
の収納づくり､ストック管理までのノウ
ハウまで､ご家庭でも事務所でも活かせ
るプログラムが組まれた認定講座です｡

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｡

国宝に指定された本殿を含む本社１０
棟の社殿内部でご参拝の後､神職に
よる社殿の見どころや、非公開の書
院や重森三玲作の石庭などの案内を
お楽しみ頂きます｡御希望の方には､
特別に八幡大神お使いの鳩の珍しい
御朱印を拝受することが出来ます｡
（初穂料300円）　

川勝總本家が、家庭でできるヌカ
漬の作り方をお教えします。長持
ちさせるコツ、おいしく漬ける秘
訣など、長年培ったアイデアと豊
富な知識を皆さまに伝授いたし
ます。教室で漬けられた漬物は樽
ごとお持ち帰りいただくか、クー
ル宅急便での配送も可能です。
（別途送料）

要衝の地天王山の山麓にある大山崎町。サントリー工場
が著名ですが、歴史のある町です。そんな歴史を大山崎
歴史資料館で学び、室町時代に油座をもち西日本のエ
ゴマ油の流通を掌握していた離宮八幡宮を訪れた後、
縁起の良い名前として人気の
ある宝寺の由緒と伝説にふれ
ます。

耳つぼジュエリー協会認定
初級講座

1日で資格取得！

なかち智子 EJA耳つぼジュエリー協会認定講師
（一社）カラータイプ協会１級認定講師

4/24・5/22(水)
10:00～12:00

4,000円(税別) 12,000円(税別) 3,240円(税込)認定証含む

全1回

耳にはいくつものつぼが存在
します。スワロフスキーの下の
チタンが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
定のディプロマが発行される
ため、サロン開業が可能です。

4/7･21(日)14:00 ～･15:00 ～

第1･3(日)
①14:00 ～ 14:50 ②15:00 ～ 15:50
月額4,100円(税別)

ガツスポ体育教室
山本晃一･井上祐樹 キッズインストラクター

1,000円 4/14・5/12(日)16:00 ～

第2・4(日)16:00 ～ 17:00
月額4,100円(税別)

～ダンスとパフォーマンスの融合～

ダブルダッチ
NAO（CL UNITED）ビートライブ

オフィシャルメンバー

1,000円

誰でも参加できる遊び
ベースのスクール展開
で､運動嫌いや苦手を
克服していく楽しいク
ラスです｡運動神経の土
台作りを始めましょう｡

4/6･5/18(土)15:00 ～

第1･3(土)
15:00 ～ 16:30
月額5,400円(税別)

こども日本舞踊
若柳吉寿扇 若柳流一級師範

1,000円

着物を着て踊る(舞う)
日本の伝統的な舞踊で
す｡姿勢や歩き方が美し
くなり､背筋を伸ばして
正座したり､指を揃えて
あいさつしたりと､美し
い所作も学びます｡

2本のロープを使って跳ぶなわとびです｡ロープ
を回す中を､ジャンパーが色々な技を交えて跳
びます｡手軽に誰にでも
出来て､集中力､持続力､
リズム感､創造力､バラ
ンス､そしてチームワー
クが自然に身に付く楽し
いスポーツです｡

4/17･5/15(水)11:30 ～

第1･3(水)
11:30 ～ 12:20
月額2,500円(税別)

親子でリズム体操
藤井佐智子 公益社団法人 日本３B体操協会

公認指導者

1,000円 4/10･5/22(水)10:00 ～

第2・4(水)10:00 ～ 10:50
月額3,800円(税別)

～親子で楽しみながら音楽の基礎を作る～
なかよし♪リズム教室
奥野真由美 リトミック研究センター認定講師

ヤマハピアノエレクトーン講師

1,000円

音楽に合わせて親子で
体操、親子でスキンシ
ップ！お子さまの運動能
力向上と成長を感じな
がらママも体操でリフ
レッシュしましょう♪

音楽に合わせてのレッ
スンを通し音楽的な
基礎要素はもちろん､
集中力や協調性が身
につきます｡物事を自
分自身で考え表現出
来るようになるための
芽を育みます｡

4/13･5/11(土)14:30 ～

第2・4(土)
14:30～16:30
月額4,700円(税別)

第2･4(月)16:30 ～ 18:30
月額4,600円(税別)

京都まんが教室
京都まんが教室講師 京都まんが教室

1,500円
300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。

4/5･5/10(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

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！

4/3･5/15(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

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。

日時はお問い合わせ下さい

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

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

4/16・5/21(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。

 4/6･5/11(土)

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

そろばん・あんざん教室
大塩 香 そろばん講師

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。

4/23･5/14(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

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｡

お問い合わせ下さい

①第1・3(金)16:00 ～ 18:00、第2・4(火)16:30 ～ 18:30
②第2・4(金)18:30 ～ 20:30月額4,600円(税別)

①こどもアトリエ
②放課後のこどもアトリエ

こどもアトリエアートクラブ

能勢まゆ子 洋画家
新制作協会協友

1,500円
250円

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。

工作を多めに取り入れたクラスです｡

4/6 ･5/18(土)13:00 ～

第1・3(土)
13:00 ～ 14:30
月額4,100円(税別)

こどもイラスト教室
嶋野絵美 イラストレーター

1,000円
500円

描きたいけど、描けない！
もしかしたら、思い込ん
でるだけかも？好きだか
ら楽しみたい。なるほど‼
を発見したら、今よりもっ
と上手くなる！

4/7･5/19(日)10:30 ～
4/5･5/17(金)17:00 ～

①日曜日のこども将棋教室
②こども将棋教室
清水忠治 日本将棋連盟棋道師範

1,000円

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。

佐竹彩子・村田美香 JEUGIAこども表現教室講師

趣味教養

ダンス・舞踊・武道

第2・4(火)11:00 ～ 12:30
月額4,100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

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。

4/15･29(月)14:00 ～

第1・3(月)14:00 ～ 15:00
月額6,000円(税別)

～ネイティブ講師による～
英会話グループレッスン（初級～中級レベル）
岡部ウェンディ アメリカ人講師

1,500円

ネイティブによる初級～中級レベル向け
の英会話クラスです。学習経験の少しあ
る方対象ですが、まったく初めての方も
ご参加いただけます｡

3/25(月)13:00 ～ 14:00

～英語の先生になりませんか～
小学校英語指導者資格取得J－SHINEコース
メガブルーバード講師

小学生から外国語活動を行うこと
が義務付けられることになり、「小
学校英語指導者資格」が注目され
ています。資格を取得し、小学校で
のレッスンで活躍しませんか。

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

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｡

囲碁入門教室
山口哲洋 日本棋院京都府師範

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｡

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

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。

4/9・5/28(火）14:00 ～

第2・4(火)14:00 ～ 15:30
月額4,100円(税別)

2,000円4/5・5/17(金）15:30 ～ 1,500円

4/3・5/15(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 4/9・5/14(火）13:30 ～ 1,500円

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。

第1･3(火)
11:00 ～ 12:00
月額4,700円(税別)

お昼のフラダンス
西川マリコ Ka Pa Ha'a O Na Pua O Nipoa 主宰 

ゆったりと優雅なフラダンス
を基礎から学び、無理なく楽
しんで踊りましょう。

①大人のフラダンス②タヒチアンダンス
西川マリコ Ka Pa Ha'a O Na Pua O Nipoa 主宰 

①やわらかな曲やリズムに合わせ､基本
から､踊りを習得します｡②タヒチアンミ
ュージックやドラムビートに合わせ､基
本から、曲、リズム踊りを習得します。

カネフラ(男性フラ)
西川マリコ Ka Pa Ha'a O Na Pua O Nipoa 主宰 

もともとハワイアンフラは男
性の踊りでした。男性の力強
い踊りはハワイの大自然の象
徴です。基本のステップから
一緒に学んでみませんか？

初めてのタロット占い
香月 麗 占いカウンセラー

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｡

4/16･5/21(火)
①19:00 ～ ②20:00 ～ 1,500円

第1･3(火)
①19:00 ～ 19:50
②20:00 ～ 20:45 月額4,700円(税別)

4/26･5/24(金)19:30 ～

第4(金)19:30 ～ 20:30
月額2,500円(税別)

1,500円 4/16･5/21(火)11:00 ～ 1,500円

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)

ハワイアン・フラ
歌津せつ子 ハラウ フラ カ レイ キニ

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。

はじめてのフラ・ダンス
歌津せつ子 ハラウ フラ カ レイ キニ

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。

社交ダンス
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

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｡心と身体の若返り､健康にもダイエット
にも効果抜群!!

4/19・5/17(金)10:30 ～ 1,500円 ①4/2・5/7(火)13:30 ～
②4/7・5/19(日)10:30 ～ 1,500円

第1・3(金)
10:30 ～ 12:00
月額4,100円(税別)

第2･4(水)
11:30 ～ 12:30・12:30 ～ 13:30
月額4,200円(税別)

社交ダンス(ボールルームダンス)
真田清人・真田温子 JPBDA全日本ファイナリスト

JDSFPD全日本10ダンスファイナリスト

現役競技A級ファイナリストの私達が丁寧
に教授致します｡未経験､運動が苦手でも
大丈夫です｡

4/7・5/12(日)12:00 ～

月3回(日)
〔初級〕12:00～12:50月額4,150円(税別)
〔中級〕13:00～14:00月額4,650円(税別)

1,500円4/10・5/8(水）11:30 ～・12:30 ～ 1,500円

第1・3(土)19:30 ～ 21:00
月額4,000円(税別)

居合道･武士道教室
吉塚寿幸 全日本侍道協会　師範

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。

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

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。

円心空手
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

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。

4/7・5/19(日)16:30 ～･18:00 ～ 1,500円 4/6・5/18(土)19:30 ～ 1,500円

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

4/11･5/9(木)10:00 ～･11:15 ～ 1,500円

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

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

Mica オリエンタルベリーダンサー

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！美しいしなやかボ
ディを目指しましょう。

人相＆手相講座
藤原萠乃 NPO法人神戸国際占術協会会員

顔や手のひらの線(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｡

4/14・5/12(日)10:00 ～ 1,500円

第2(日)10:00 ～ 11:00
月額2,500円(税別)

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

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｡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｡

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

4/3・5/8(水）10:30 ～ 1,500円

習ったその日からあなたもマジ
シャン！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。

日時はお問い合わせ下さい

第2･4(木)10:15 ～ 11:45
第2･4(火)19:30 ～ 21:00
月額6,100円(税別)

～電話応対技能検定資格取得に対応～
好感をもたれる話し方教室
藤谷昭子他 元KBSアナウンサー

電話応対技能検定指導者･審査員

1,500円 4/11・5/9(木）13:00 ～ 1,500円

人前での話し方､自己紹介､テーブ
ルスピーチ､朝礼､初対面の方との
話し方､資格を取りたい方どうぞ！

①4/21･5/19(日)13:00 ～
②4/2･5/7(火)12:30 ～

①第3(日)13:00 ～ 15:00月額2,050円(税別)
②第1・3(火)12:30 ～ 14:30月額4,100円(税別)

～女性のための～
健康マージャン教室
樫村昭裕 レッスンプロ

1,500円

ユニークな指導方法で基本のルール､
役､点数計算を分かりやすく丁寧に指
導致します｡覚えることを減らし､簡
単に遊べるように工夫しています｡

4/11(木)10:30～12:00
2,500円(税別)
500円(税別)

日時はお問い合わせ下さい 2,550円

①月4回(月)(水)60分月額10,200円(税別)
②第1・3(水)19:00 ～ 20:00月額4,100円(税別)

①パソコン教室個別指導講座
②～少人数制～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自分の習いたい事がじっくりと学べるプライ
ベートレッスンです｡キーボード、文字入力が苦
手な方でも大丈夫！②自分の習いたい事が学べ
る少人数制のグループレッスンです｡
※パソコンのレンタル可

4/12・5/10(金)13:00 ～
1,000円（通常体験料2,200円） 2,000円

神秘的なタロットカード入門講座
2,500円(税別)4/14・5/12(日)12:00～13:00

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

1,500円（高校生以上）

【①年中～小１】【②小２～小６】

【①年少～】【②年長～低学年】

【小学生～】

【小3～】

【4歳～】
【年中～】

【小学生】
【年長～】 【園児～中学生】

【4歳～】

【小学生～】

【1歳～】

【小１～】

【4歳～】
【3歳～】

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
全2回

【①4歳～7歳】【②7歳～】

①第1・3(日)10:30 ～ 12:00
②第1・3(金)17:00 ～ 18:30
月額3,100円(税別)

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～ 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

4/6・20(土) 14:45～〈年中～小1〉15:30～〈小2～小5〉

年中～小1 小2～小5年中～小1 小2～小5

1,000円

月2回(木)
10:10～11:00
月額3,500円（税別）

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

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

4/4(木)10:00～

おんがくランド
0～3歳の音楽情操・リトミック

7ヵ月～7ヵ月～ベビークラス ピンキークラス

ベ 3/25･4/1(月)10:00～
4/4(木)11:00～ピ 3/25･4/1(月)11:00～

4/4(木)12:00～キ

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。

1～2歳児1～2歳児 キンダークラス2～3歳児2～3歳児

月3回(金)17:00 ～ 18:00
月額5,850円（税別）

月3回(水)(土)15:30 ～ 16:30
月3回(金)15:00 ～ 16:00
月額5,250円（税別）

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｡

木下めぐみ・村田美香・佐竹彩子 JEUGIAこども表現教室講師

ドレミファらんど

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

1,000円
4/5(金)
17:00 ～ピ 4/3(水)15:30 ～・4/5(金)15:00 ～

4/6(土)15:30 ～ ア

楽しく脳活！健康マージャン教室

初心者の方も大丈夫です。お仲間と楽しい時間を過ごしましょう。

参加
無料

日時／4月23日(火) ①10:30～12:00
②13:30～15：00※受付は30分前より先着順 定員 各回16名

場所：イオン洛南 2F しあわせ広場

110,000円(税別)

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。

2019

春期号
講座案内
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無料満65歳
以上の方は
※年齢確認のできる身分証明書の
　ご提示をお願いします。

入会金

早割
入会金

1,000 割引（税別）

円

お得な

割引!

※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。

【期間】2019年

3/31㈰ま
で

体験当日
または体験なしで

ご入会の方
にご入会

体験・見学も承ります!
ご入会受付中ご予約

承ります

〒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 ● ジャンル豊富に200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
http://culture.jeugia.co.jp/

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：2019.3.17

JEUGIAカルチャー検索

社交ダンス リフレッシュ＆リラックスヨガ 英会話/エンジョイイングリッシュ ガツスポ体育教室


