
1,500円
12/13(土)･1/10(土)13:30 ～

12/1(月)・1/5(月)19:00 ～

1,500円 1,500円
12/10(水)･1/14(水)15:10 ～12/10(水)･1/14(水)13:00 ～ 1,500円

1,080円(税込）

1,300円 1,500円 1,500円12/11(木)･1/8(木)12:00～・13:15～ 1,500円
11/25(火)･1/27(火)11:00 ～

500円(税込） 1,500円
12/3(水)･1/7（水）20:00 ～

1,500円

1,500円
800円500円1,250円

11/28(金)・12/12(金)・1/9(金)
12:20 ～ 1,500円12/12(金)12:30 ～

1,500円12/9(火)･1/6(火)

1,500円
11/26(水)・12/3(水)・1/7(水)
20:10～

1/8(木)10:30～
「足のむくみすっきり・リンパ体験」

500円（税込）

12/6(土)10:00 ～ 1,500円1,500円

1/20(火)10:30～ ・ (木) 1,500円
300円11/17(月)･12/1(月)・1/5(月)19:00～ 1,500円 1,500円12/11(木)・1/8(木)10:30 ～ 1,500円

1,500円12/12(金)・1/9(金)13:30 ～ 11/26(水)・12/10(水)10:30 ～1,500円
300円12/5(金)・1/16(金)19:30 ～ 1,500円12/2(火)･1/6(火)12:30 ～

1,500円
12/11(木)･1/8(木)

1,500円12/8(月)･1/12(月・祝)17:30 ～ 1,200円1,200円

12/8（月）･1/12（月・祝）
18:30～［グループ］／ 16:30 ～・17：30～ ［個人］※体験は30分

1,500円

1,500円

1,500円 1,500円

1,500円 1,200円

1,500円〈大人〉
1,200円〈子供〉 

1,500円 1,200円

1,500円
300円

2,000円1/16(金)10:30 ～

1,500円 1,500円

1,500円

カルチャーサロン天神
（大和証券福岡ビル）5F

西鉄
福岡（天神）駅
西鉄
福岡（天神）駅

パルコ 福岡ビル

三菱東京
UFJ銀行
三菱東京
UFJ銀行

明治通り

昭和通り
天
神
ビ
ル

渡
辺
通
り

地下鉄
出口

バス停

日本語で歌う
シャンソン・カンツォーネ教室
林田とういちろう シャンソン歌手

楽々きもの塾
萱島智子 楽々きもの塾主宰

第2･4(木)
10:30～12:00
月額4,600円(税別)

歌は人生を豊かにします。
懐かしいシャンソンやカン
ツォーネを歌い、素敵な楽
しい時間を共に過ごしてみ
ませんか？

第1･3(月）
19:00 ～ 21:00
月額4,200円(税別)

タンスの中で眠っている着物に袖を
通してみませんか？
着物の知識やマナーも身につけて、
さらに素敵な貴方になりましょう。

第1･3(火)10:30～12:00
第1･3(木)19:00～20:30
月額4,200円(税別)

16:30～17:30 ［個人／1回1時間］
17:30～18:30　　　
月額9,000円(税別)

18:30～20:30 ［グループ］
月額4,200円(税別)

第2･4(月)

いつも元気でいたいけれど、時には
やる気や自信がなくなったりと、心は
いろいろです。そんな時それぞれの
気持に適したフラワーエッセンスを
数滴ずつ飲むことで心を元気にす
る、「英国の花セラピー」を学びます。

気持ち良く声が出せるように、呼吸や
発声を学びましょう。ジャンルは問わ
ず、プロ志向の方にも対応致します。

まるたよしえ 英国バッチ財団登録プラクティショナー
フラワーエッセンス・スクール主宰 荒木富美子 音楽プロデューサー

フラワーエッセンス入門
～発声から歌まで～
徹底的にボイストレーニング

～英国流ナチュラルセラピー～

画用紙切り絵講座
川原　享 切り絵作家 いやしのマンダラ画

～プチカウンセリング付き～

飯田静袈 ヒプノセラピープラティクショナー
心理カウンセラー

第1･3(火)12:30 ～ 14:30
月額4,200円(税別)

写真や絵を題材に
して、画用紙やカッ
ティングシートを
切り抜いて作る切
り絵です。作る楽し
さを感じましょう。

第1・3(金)
19:30～21:15
月額4,200円(税別)

色ペンで点を打っていくだけ
で描けるマンダラ画。写経の
ような癒し効果があり、心が
整っていきます。

第2・4(金)
13:30～15:00
月額3,800円(税別)

第2･4(水）
10:30 ～ 12:00
月額4,200円(税別)

初心者でも大丈夫！筆ペン
とボールペンが同時に学
べ、美しい調和のとれた文
字が書ける様、親切丁寧
にご指導します。

ママ友、同僚、嫁姑、ご近所
･･･etc 無理せず付き合える
話し方、お教えします。
プチカウンセリング付き。

片山彩瑤 暁書法学院師範 藤田恵奈 イベントＭＣ･司会者
心理カウンセラー

筆ペンとボールペンが
同時に学べる講座

ことわり上手はつきあい上手?!
NOが言える話し方講座

こども作文教室
山下まちか フリーライター

作文教室サードプレイス主宰

こども絵画☆
にじいろキャンバス
中山温子 油絵講師

第1(土）14:00～15:30
月額2,200円(税別)

作文や感想文がスラスラ書ける！ その場で書いて、目の
前で添削されるから、メキメキ上達していきますよ。

●10分間作文
●語彙力アップ

●添削アドバイス 
●表現力アップ

●2度目の作文
●要約力アップ

時間内に書くトレーニングをします。
文章作成が得意だと自信が持てるよう、 多角的
アプローチで国語力を鍛えます。 

講座内容

第2･4(月)17:30～19:00
月額4,200円(税別)

子供の油彩画教室です。皆が
ほとんど初めての経験です！
まずは鉛筆デッサンや水彩
から徐々に作品にしていきま
す。おうちに飾れるお子様の
油絵！サイコーですよ♡

第2･4(木）
［個人／1回40分］
10:30～21:30

月額7,000円(税別)
第1･3(土)
［個人／1回30分］

月額5,200円(税別)

あなただけのオリジナルの楽曲を作ってみませんか？
ソフトの使い方等、DTMの
基礎からお教え致します！

イタリアオペラのベルカント唱法
に基づいて指導します。
楽譜が読めない方も、私について
歌っていくので安心です。

小山哲平 作・編曲家

橋爪明子 パルマ国立音楽院

作曲＆編曲にチャレンジ！
～はじめてのDTM講座～

はじめての声楽

江崎法子 バランスメイククリエーター
スキンケアアドバイザー 内野　剛 PC Brains主宰 PC Brains主宰内野　剛

受講された方の93％が
実感！10年先までの美肌
キープのスキンケアと
自分に似合うメイクが
学べる欲ばり講座です。

パソコンを使って、インター
ネットや写真や音楽等様々
なことを楽しみましょう。
ノートパソコンをご持参下
さい。

パソコンやタブレットのフリー
ソフトを使ってミニムービーを
作ったり、 絵を描いたりと、 さ
らに活用方法を広げましょう。
ノートパソコン要。

第2･4(土)13:30～15：30
月額4,200円(税別)

第2･4(水）13:00 ～ 15:00
月額4,600円(税別)

第2･4(水）15:10 ～ 17:10
月額4,600円(税別)

扇ユキヨ ヨガインストラクター 平井大輔 日本総合健康指導協会認定
カキラリスト Miki ITSJ認定インストラクター 田中朋子 鍼灸師

Sachiko FTPバレトンインストラクター

心も疲れる月曜日の夜!?
運動初心者に最適なヨガ
で、疲れたからだをリセッ
ト。リラックス効果と集中力
で良い1週間に！

骨活！ 体のさまざまな
不調は骨の歪みから。
ろっ骨の動きで背骨、
骨盤から整え、強く柔
軟な体を取り戻して
いきます。

歪んでしまった骨格を正常な状態
に戻して体をリメイク。骨を支えて
いる筋肉を鍛え代謝をアップするこ
とで痩せやすく太りにくい体質に。
産後のボディメイキングや、高齢者
の尿漏れ予防にもお勧めです。

毎回テーマに添って、ツボを探しお灸をすえ
てみます。 安心してお灸が出来る様に やさ
しい温度のお灸を
使います。

フィットネス、バレエ、
ヨガのコンディショニ
ングエクササイズで楽
しく、美しいボディライ
ンをつくりましょう。

月4回(月)
19:00～20:00
月額5,200円(税別) 【夜クラス】

第1･3(月)
20:10～21:10
月額3,800円(税別)

第2･4(木）
12:00～13:00(子連れOK)
13:15～14:15
月額4,200円(税別)

第4(火)
13:30～15:00
月額2,000円(税別)

月4回（水）
20:00～21:00
月額6,200円(税別)

小野原えり子 Eriko Music Studio主宰 さごゆかり カラーコンサルタントイルドクルール所属
カラーリスト・カラーセラピスト

安松幸子 アクターズダンススタジオ主宰

童謡、唱歌、なつかしのポッ
プス、フォークソングなど、
楽しく歌って脳の活性化を
計ります。 個人レッスンは
ピアノも指導します。

プロのカラーアナリストが、あな
たの魅力を引き出すベストカラ
ーと、個性を生かしたナチュラル
メイクをアドバイスします。お一
人様50分の個人レッスンです。

楽しくステップを踏ん
でるうちに、時間がた
つのも忘れ、自然と身
体を使うのでシェイプ
アップにピッタリです!

10:30～11:30
月2回[1回30分]
※時間はお問い合せ下さい

第1･3(月)

1回5,000円(税別)
ペア診断は2名で90分8,000円(税別)

11/16㈰
12/21㈰
1/18㈰

11/23㈰、12/28㈰
1/25㈰

1回1,800円(税別)

佐野茂靖 ピアニスト
作曲家 木村　仁 サックス講師 加藤葉子 ピアノ講師 川村美重秀 日本民謡協会筑紫会代表・藤舎流名取

琉球民謡松絃会教師

ボーカル講師清香（サヤカ）

ジャズピアノ、ピアノ
コード入門、作曲など、
生徒さんの音楽経験
や目標にあわせて
レッスンいたします。

吹いてみたかったあの曲
をマスターしてみません
か？ポップス、ブルース、
ソウルにジャズ、演奏しま
しょう！

指先を使うことで脳を
鍛えるピアノ、あなたの
お好きな1曲から始め
ませんか？

三味線、津軽三味線、沖縄三
線、横笛、尺八等の和楽器を
楽しむ教室です。歌謡曲など
現代曲も指導します。

J-POPや洋楽を中心
としたボーカル講
座です。基礎から気
持ちの込め方まで、
一人一人のぺース
に合わせて丁寧に
レッスン致します♪

(金)月2回～
12:00～21:00[1回30分／ 1回60分]
※時間はお問い合わせ下さい。
[1回30分］月額5,200円(税別)～
[1回60分］月額10,400円(税別)～

月2回
[1回30分／ 1回60分]
※曜日・時間はお問い合わせ下さい。
[1回30分］月額6,000円(税別)
[1回60分］月額9,600円(税別)

(水)月2回～
[1回30分］
17:30～21:30
※時間はお問い合わせ下さい。
月額5,200円(税別)～

第1・3(火)
[1回30分］
※時間はお問い合わせ下さい。
月額5,200円(税別)

第1･3(月)[1回30分］
16:00～21:30
※時間はお問い合わせ下さい。
月額5,200円(税別)

坂部由希子
ステップリーボックインストラクター
エアロビクスインストラクター

一木多佳子 造形絵画教室リトルバード主宰

長　真澄 KTP代表 あがめいし 百人一首研究家　歌仙絵師
画家　書家 西坂恵美 一般社団法人全日本らくらくピアノ協会

福岡支部2級認定講師

NHKの番組でも紹介された
ステップ台運動。ウォーキン
グの1.4倍の運動量！
ヨガの要素も含むストレッ
チもたっぷり。ダンスの楽し
さも味わえます。

水彩色鉛筆画は、絵
を始める人に便利で
簡単な画材です。
ぬり絵感覚で絵に親
しんでみませんか？
コツを伝授します。

福岡では数少ない本格的な
組紐教室。あなただけのオリジ
ナル雑貨やアクセサリーをつく
ってみませんか！もちろん本格
的な組紐も、好きな着物に合
わせたおしゃれな作品が作れ
ます。着物好きな人への素敵な
プレゼントにもピッタリです。

百人の歌を講師自身が描
いた歌仙絵を観ながら鑑
賞、また、解説は詩のかた
ちにしたものでとてもわか
りやすいです。テキストは
講師の著書を使用します。

各地で好評いただい
ているピアノ講座。
80代の方も両手で弾
けた！
みなさんで歌ったり
リズム遊びもします。

月4回(金)
14:00～15:00
月額5,000円(税別)

第1・3(金)
10:30～12:30
月額4,200円(税別)

第2･4(金)12:20～13:50
月額4,000円(税別)

第2(金）
12:30～14:00
月額2,200円(税別) 第1･3(金)

10:30～12:00
月額4,200円(税別)

橋口妙子 NPO法人、日本太極拳協会師範 中山和代 福岡花架拳連盟代表
日本花架拳学会教授

か　   か　 け ん は   っ   け　し ょ う

大和　晋 北京民間伝承八卦掌継承者
福岡八卦掌教室代表 藤　由美子 合気道祥平塾指導員 今村勇武 福岡少林武術団コーチ

健康は日々の積
み重ねが大切で
す。楊名時八段錦
太極拳は「健康・
友好・平和」を基
本的なスローガ
ンとして掲げて
います。

中国の宮廷武術の花架
拳は、ゆったりとした呼
吸で天女のような美し
く優雅な動きをします。
足腰を鍛え美しい姿勢
を維持する健康法です。

力に頼らずにおこなえ
る実践的な護身と格
闘の方法を学びます。
また、しなやかで優雅
な動きも多いので、美
しい姿勢を身につけ
ることも出来ます。

健やかな体とやすらか
な心を養う合気道。柔
らかく無理のない動き
で護身的な技を稽古し
ていきます。

少林武術の基礎
を中心とした練
習を行います。
初めての方や、
体力に自信のな
い方も安心して
受講できます。

月4回(金）
10:30～12:00
月額6,000円(税別)

第1･3(火)
13:30～15:00
月額4,200円(税別)

月4回（水）20:10～21:10
月額6,000円(税別) 月4回(火)

19:00～20:00
月額6,200円(税別)

月4回(金)
20:10～21:10
月額4,800円(税別)

LTインストラクター
藤田恵奈 イベントＭＣ･司会者

心理カウンセラー 小正英雄 日本麻雀振興会代表
全国麻雀業組合常任理事 片山紅早 草月会師範会理事

リンパマッサージは美容、 ダイエット、健康にも役立ちます。
簡単に自分で出来るホームケアです。

営業・接客・プレゼン等、仕事
ですぐに役に立つ話し方を
楽しく気軽に学びましょう。

はじめての女性の方を対
象に、麻雀を頭の体操と
して楽しむ為の教室です。
楽しくおしゃべりしながら
ゆっくり進みますので、安
心してご参加ください。

自己表現のひとつに、
「型」にとらわれない
草月流のいけばなを
身につけて自分磨き
を。初心者も更なる資
格取得を目指す人も
それぞれに適切指導。

第2・4(木)10:30～12:00　　
全6回12,000円(税別) 第1(土)

10:00 ～ 11:30
月額2,100円(税別) 月4回(月)

13:00～15:00
月額6,000円(税別)

第1・3(水)
19:00～21:00
月額3,200円(税別)

美肌づくりからはじまる
バランスメイクレッスン

ゆっくり学ぶ
パソコン･タブレット基礎初級

わくわく学ぶ
パソコン･タブレット趣味活用

岡﨑幸子 キルトショップANNE主催

リボン刺繍を入れた、 ポーチやバッグ、 タペ
ストリーを作ります。 又セーターやTシャツ
にも刺繍を入れ、あなただけのオリジナル
ブランドを。

第2･4(火)
10:30～12:30
月額4,200円(税別)

リボン刺しゅうと
パッチワーク

疲れたからだを
リセットヨガ

ろっ骨エクササイズ
KaQiLa ～カキラ～

Micaco監修  骨盤矯正
インスパイリングエクササイズ

女性のための
セルフお灸教室

バランスボディ・バレトン

楽しく歌ってリフレッシュ
& 楽しくピアノ

カラー診断で見つけるベストカラー 

パーソナル
カラーレッスン

月１ディスコ

佐野茂靖の音楽講座
（ジャズピアノ・作曲・ピアノコード）

大人の
サックス教室

クラシックからJAZZまで
楽しいPianoレッスン

邦楽和楽器なんでも教室
【沖縄三線・三味線・津軽三味線・横笛・尺八】

シンギング ポップス

足腰元気！
ステップ台運動♪

やさしい水彩色鉛筆画 作って楽しい創作組紐
～雑貨＆アクセサリー～

百人一首
歌と歌人と歌仙絵

中高年の
「らくらくピアノ®」

さわやか健康  太極拳 飛天の舞  花架拳 八卦掌護身術＆
リラックス 女性のための護身術講座 本場中国武術  少林拳

プロが教える セルフ・リンパマッサージ 仕事に役立つ
実践話し方講座

話しもはずむ
大人女子の麻雀教室

パーソナルスキルアップ
草月いけばな講座

個人 個人 個人

個人

個人
個人

個人
グループ

1,080円(税込)

矢部美子 絵画講師

こども二科展、WeLoveトンボ、読書感想画、
MOA美術館、油絵
などのコンクール
入賞のキッズ達と
一緒に活動しよう。

(土）
10:30～12:00
月額6,200円(税別)

アトリエキッズ
絵画教室

14：30～15:30

ラーヤ ラーヤコンサルティング㈱代表取締役
ラーヤタロットスクール主宰

2015年で一番意識する
べきあなただけの宿命
キーワードを実際に鑑
定し、一年の課題と願が
叶うアンサーカードを
作ります。

1/20㈫

1回2,100円(税別)

タロット占いラーヤの
新春華やか鑑定！
2015年の願を叶えよう

19:30～21:00

三・美猫(ミィ･ビネコ) 算命鑑定士

2015年。新たな年を迎えて、
知っておきたい自分の運勢。
中国の帝王学として長らく

「秘伝」とされていた「算命
学」で、あなたの新しい年の
運勢をズバリ！みていきます！

1/7㈬

2,100円(税別) 900円

中国3000年の歴史！
算命学で占う
2015年あなたの運勢！

13:00～14:30

豆腐マイスター認定講師
高い豆腐と安い豆腐の違い
や豆腐の歴史、油揚げなどに
ついて試食を交えながら学
びます。全国から取り寄せた
豆腐の食べ比べは大好評！
最後は大豆から手づくりで
豆腐をつくります。
全国のお取り寄せ豆腐＆油揚げ試食付き

12/21㈰
29,800円(税別) 教材･材料･認定料込

日本で初めての豆腐の食育資格講座
豆腐マイスター認定講座

10:30～18:30

講座
案内
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092-715-112210:00～20:00

体験｜入会｜お申し込み受付中

ご予約
承ります

緒方文香の 柳川伝承さげもん話もはずむ 大人女子の麻雀教室

はじめてのあみぐるみ社交ダンス 初・中級

ご予約お申込み承ります!
からもホームページ

http://culture.jeugia.co.jp
JEUGIAカルチャー

こどもから大人・シニアの方を対象とした  各種230講座を有する総合カルチャーセンター
〒810-0001 福岡市中央区天神1丁目12番5号
大和証券福岡ビル5階

092-715-112210:00～20:00

ご予約
承ります

●入会金は4,000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。●受講料は3ヵ月前納制です。●受講料に
は特に明記した他は、教材費・材料費・設備維持
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。

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。

《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。 当社は、カルチャー教室事業、音楽教室、音楽・映像

ソフト（CD・DVD）、楽器等の販売を営んでいます。
カルチャーセンターは全国58会場有り。
［株式会社JEUGIA ／本社：京都市］［東証二部上場］

〒810-0001 福岡市中央区天神1丁目12番5号 大和証券福岡ビル5階

スタッフ
募集中
詳細はホームページ
をご覧下さい。

ホームページからもご予約お申込み承ります http://culture.jeugia.co.jpJEUGIAカルチャー

《夜クラス》

個人
個人

習い事、はじめませんか。

ココロを
元気にする！ 

ゲルペンで描く 

㈱オーエークリエイトパソコン講師
いま話題のタブレット端末「iPad」を体験。パソ
コンが出来なくても大丈夫、
基礎知識からインターネット
の使い方、 アプリケーション
やカメラの楽しみ方をお教え
します。
第2･4(月) ／第1･3(金)
10:30～12：30
【全3回】11,000円(税別)

全3回
iPhone＆iPadを
はじめよう

アイフォン アイパッド

【小学生～】

【小学生～】

理論：
実技：

第
1
回

顔のマッサージはどのような効果があるのか
美容リンパ・リフトアップ・二重あごの解消・顔のツボ

リンパの仕組み、分布。なぜリンパマッサージが美容・健康によいのか
リンパマッサージの基本・美容リンパ・小顔

理論：
実技：

第
2
回

リンパの循環要因
美容リンパ・首デコルテ・バストアップ・二の腕を細く

理論：
実技：

第
3
回

ダイエットにはリンパマッサージ
美容リンパ・足のむくみ・ヒップアップ・ウエストの引き締め

理論：
実技：

第
4
回

リンパマッサージの効用を理解し、健康に活用
肩こり・腰痛・背中痛

理論：
実技：

第
5
回

深リンパと腹式呼吸
内臓リンパ・婦人病の予防・Q＆A

理論：
実技：

第
6
回

月額4,200円(税別)
月額5,200円(税別)

1,200円

浦本扶乃未 俳誌「玄海」役員・選者
日本伝統俳句協会会員

「春風が  私の背中を
押している」（小 ３）

「風がふく  ひらひらと
風おもしろい」（小１）
子供の時の 豊かな感
性を俳句でみがきま
せんか？

第4(月)
17:30～19:00
月額1,700円(税別)

こども俳句

※時間はお問い合わせ下さい。
10:30～18:00[1回50分］

ご入金締切3日前

ご入金締切１週間前

黒河真優公 姓名判断カウンセラー

一生ついてまわる自分の
名前、姓名判断アドバイ
スで自分を知り、日々の
生活に活かしましょう。
30分 の お 役 立ち個 人
レッスンです。

11/23㈰、12/28㈰、1/25㈰

1回2,000円(税別)
※1回30分の個人枠です。

～運気も元気もちょっぴりUP!?
姓名判断アドバイス

15：10～

江口眞知子 陽命会福岡支部代表講師

中国の正統なながれを
くんだ最新四柱推命
で、2015年 の 運 勢を、
最新四柱推命で占って
みましょう。

1/16㈮

2,100円(税別)

2015年最新四柱推命で
今年を占う

19:00～20：30

1日特別講座もあります！


