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科学実験教室は、身近な事象をテーマに実験
し、科学への興味･関心の芽を育み、自ら考え
工夫する力を育て
ます。体験は静電気
です。マジックのよ
うな実験を楽しみ
ながら静電気の性
質を学びましょう。

ヒップホップの基礎をベ
ースに、体の幹から大き
く表現できるキッズを
育てます。初めてさん大
歓迎！ほんの少し勇気を
出して一緒にはじめて
みませんか？

基礎のストレッチ、リズ
ムトレーニングをしなが
ら、J-POPから洋楽まで
楽しくカッコ良く踊りま
しょう！

楽しみながらフラン
ス派の優雅なバレエ
を身につけましう！専
門士の資格を持つ教
師が優しく丁寧に指
導します。

憧れのアイドルになり
きって元気にダンス♪
キラキラの笑顔で楽し
く踊れば、みんなアイ
ドルです。6～ 10歳ぐ
らいのお友達同士でわ
いわいやってます。

空手道四大流派のひとつ、
糸東流の流れをくむ拳法
空手道会です。心身を鍛
え、礼儀作法が身につきま
す。幼児クラスでは親子参
加で割引があります。

マット・鉄棒・トランポリン・
平均台などを利用し、楽し
く運動能力を高めます。一
人一人に応じた能力を引き
出す指導で、将来どんなス
ポーツにも万能な基礎体力
を養います。

正しく美しい文字を学びなが
ら集中力を高め、一人一人に
合わせた指導で漢字力もＵＰ！
毛筆・硬筆どちらも受講可能
です。 

パソコンを使った
フラッシュ暗算や
速数読など、楽し
んでそろばんに親
しんでいただき、
暗算も自然にでき
るようになります。

のびのびと絵を描いたり工作をしたり･･･楽
しい課題がいっぱいです。自分の手で何かを
造り上げ・喜びを感じた時、お子様はまた新
しい喜びを求
め、成長してい
くでしょう。

個々のレベルに
合わせた内容で
楽しく学んでい
きます。絵や工
作・マンガなど幅
広いジャンルを
予定しています。 

心の世界を色
彩で表現する
ことで、子ども
は夢を広げま
す。創 造 力･集
中力の芽を育
てましょう。

基礎から楽しくレッス
ン♪ピアノを通して、表
現力・集中力を身につ
けましょう！3歳から受
講可能です。　

クレヨンのよう
なパステルと指
を使って描くと
ってもおもしろ
いアート!!お子
様でも簡単に
楽しめます。 

“パキッ”と折って、ボンドで接着していき、自
由に好きな物を作り上げていく新感覚のダ
ンボール工作です。ボタンやペットボトルの
キャップ等も使い、オリジナリティ溢れる作品
を作ってみましょう！

小さいお子様でも
参加出来る、のり、
ハサミ無しで簡単
に作れるダンボール
工作を使って、自分
だけのオリジナル兜
と日本刀を作ろう！

インドの伝統的なヘッドマッサージを行い、
看護師ならではの視点からきめ細かい施術
方法を学びます。全身を活性化させ、精神的、
身体的に爽快感を与えます。講座終了後は認
定証が授与され、セラピストとして有料で施
術ができます。

毎回大人気のちびっ子体操１日講座です。今
回は、15:40 ～鉄棒、とび箱、トランポリン、
16:45 ～逆上がり特訓、
17:50 ～側転特訓です。
ぜひご参加お待ちしてお
ります。

主婦に人気！NPO法人ハ
ウスキーピング協会が認
定する「整理収納アドバ
イザー 2級」の資格を1日
で取得できます。建築･イ
ンテリア等、住まいに関
わるプロの方も多数受講
している資格講座です。

ジュエリーのついたチタン
の粒を耳つぼにシールで貼
って刺激を与えることでダ
イエットや肩こり解消、腰痛
改善など様々な効果を発揮
します。受講後は初級ディプ
ロマ（資格）取得で、自宅や
サロンで開業もできます。

乾燥に悲鳴を上げている手を、お好きな香り
で選んだアロマオイルと心地よい刺激のマ
ッサージで潤いと休息のひとときを！ぽかぽ
か・すべすべになっ
た手で、あなたの身
近な大切な人にも、
このケアを伝えて
あげて下さい。

ハワイアンスタイル
のレッスンでおおら
かな心を育みます。
笑顔が素敵なフラ
ガールになって楽し
く踊りましょう！

5分で簡単に力を入れずにむくみもすっきり！
足の裏と足の甲を刺激してマッサージする
ことでさまざまな効果が得られます。看護師
ならではの視点からき
め細かい施術方法を学
びます。受講後はセラピ
ストとして有料で施術
ができます。

初めての方も、久しぶりに弾いてみようと
思った方も、ゆっくりお好きな曲を素敵に
演奏しましょう。月2回のペースでじっくり
学べ、シニアの方も
大歓迎です。早い時
間からのピアノ演奏
で軽やかに1日が過
ごせますよ！

フェイスブックにアップされている孫の写真が見たいん
だけど・・・趣味のグループの仲間に入りたい、などな
ど、今や、フェイスブックは、コミュニケーションツール
として定着していますが、どう
始めたらいい？いろいろわから
ないことが多いですよね。で
も、大丈夫！！一つ一つわかりや
すくお話ししていきます。

ハワイから来たリボ
ン手芸で、リボンでと
っても可愛いお花や
小物が作れます。ちく
ちく縫ったり編んだ
り、時間を忘れてゆっ
たりリラックスタイム
を過ごしましょう。

春にピッタリの可愛いキャンドルです。クッ
キー・ティースプーン等もキャンドル素材
で、アロマオイルで香りをつけます。香りが
薄れたらお手持
ちのオイルで、末
永く香りを楽しん
でいただけます。
キャンドルとして
も使えます。

リード線とフィルム
を「切って貼る」の組
み合わせは無限の
バリエーションで
す。美しいステンド
グラスさながらの作
品を作りましょう。

初めての英語から入
試対策、英検対策、あ
る程度しゃべれるよう
になりたいなど、要望
に合わせてマンツー
マンでレッスンいたし
ます。 こども、大人、ど
ちらも可能、月3回コ
ースもございます。

幼児はまず英語に触れると
ころから始めます。小学生
クラスはABCから簡単な
単語を学び、会話をするこ
とで英語に慣れ、英語に必
要な基礎学力を身に付け
ていきます。幼児(4歳)から
小学生(12歳)対象です。

全く初心者の方、仕事、趣味でパソコンを
活用したい方、それぞれの用途に応じてマ
ンツーマンでレッスンいたします。基本は1
回の講座ですが、ご希
望に応じて続けてい
ただくことも可能で
す。シニアの方も大歓
迎です。

プログラミング学習を通じ
て、自ら仕組みを考え、手
を動かして、モノを作り上
げる楽しさを体験しても
らうための講座です。レッ
スンで使用するパソコンは
こちらで準備いたします。

季節の草花に触れなが
ら、日本の伝統文化「いけ
ばな」を学んでみません
か？基本から丁寧にお稽
古しますので、初心者の
方大歓迎です。こどものお
稽古もございます。

韓国語をやってみたいけれど、グループ
レッスンではついていけ
るかどうか不安、ある程度
できるけれどもっとじっく
り教えてもらいたい。そん
なあなたにオススメの個
人レッスンです。個々の希
望に応じたレッスンが可
能です。

誰でも性別年齢を問わず楽しめます。精神
力＆集中力を高めることができ、ゲーム感
覚で楽しみながらでき
る新しいスポーツです。
いつでもどこでも手軽
に、スポーツ吹矢式呼
吸法による健康効果を
期待できます。

話し始める前の赤ちゃんとコミュニケーシ
ョンが楽しめます。絵本、歌などを使い、ふ
れ合い遊びを通してベビーサインを楽しく
日々の育児に取り入れていただく方法を
お教え致します。
※月１回、全６回で
　終了の講座です。 

ジェルネイルは爪にゲ
ル状の樹脂を塗りLED
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。自
宅で自分で施術したい
方のための全6回です。

大正8年から染屋を営み、現在は京友禅のアロハシャツや衣類を販
売するお店、パゴンで京友禅にまつわるお話を伺いながら、染工場
の見学、友禅染をプチ体験していた
だきます。友禅染は伊藤若冲の代表
作「鶏図押絵貼屏風」柄を手ぬぐい
に、さらにトートバッグに「乱菊」柄の
2種類です。

新鮮なこだわり京野菜を数多く取り
扱う、八百屋みどりなすの野菜を使っ
て、野菜ソムリエの資格を持つイタリ
アンシェフがその美味しさを余すこ
となくお届けします。この日限りのス
ペシャルメニューをビュッフェ形式で
お届け。シェフの料理解説と、八百屋
の野菜解説付きで絶対お得です！

美味しく食べられるように
こだわったあんクリームとあ
んペーストを使用し、和洋を
融合した新しいジャンルの
講師養成講座です。まったく
の初心者の方でも、あんフラ
ワー＆あんペーストケーキ
作成に必要な技術をすべて
学んでいただけます。

可愛くて美味しい、春にぴったりなカップケ
ーキを作ります。甘さ控えめなあんこで出
来ていますので
美味しく召し上
がっていただけ
ます。プレゼント
しても絶対喜ば
れますよ！

人気も話題も上昇中。家族や周囲の人を癒
すことを目的としたカラーセラピーシステ
ム。14本のカラーボ
トルとリーディング
解説書付き。受講後
はセラピストとして
活動できます。

3/1(水)
1,000円 1,000円

3/19(日)

第1・3（日）10:30 ～ 12:00
月額3,400円(税別)

学研 科学実験教室
学研科学実験教室専任講師

1,000円
1,200円 3/4・11・18・25(土)

月3～ 4回(土)18:00 ～ 19:00
月額4,650円～ (税別)

はじめてのHIPHOP
【キッズクラス】
emyjo 京都学生祭典全国おどりコンテスト優勝

emyjo kids crew代表

1,000円 3/2・9・16・23(木)

月3～ 4回(木)

月額4,260円～ (税別)

Kid's Stage Dance
森井裕子 ViVi Paletts主宰

T.Mパフォーマンスプロ所属　A.A.P登録ダンサー

1,500円 3/4・11・18・25(土)

月4回（土）
【幼児～低学年】
14:00 ～ 15:00
月額6,200円(税別)

楽しいこどものクラシックバレエ
元谷仁美 京都バレエ専門学校講師

1,500円

3/31(金)

3/5・19・4/2(日)

第1・3(日)12:00 ～ 13:00
月額3,100円(税別)

アイドルダンスを踊ろう♥
ＳＡＹＵＫＩ ダンサー

1,500円 3/4・11・18・25(土)

月3～ 4回(土)
【幼児、親子】
16:20 ～ 17:20
月額4,260円～ (税別)

草野派糸東流 子供空手教室
神田 作 全日本空手道連盟公認四段

草野派錬士五段　副師範代

3/6・13・20(月)

月3～ 4回(月)

月額4,650円～ (税別)

ちびっこ器械体操教室
森本純矢・藤原雅人 ファイブＭインストラクター

1,000円
体験無料【3月のみ】 3/8・15(水) 3/11・18(土) 3/5・12(日)

月3回(水)13:00 ～ 18:30の間[60分]
月3回(土)17:00 ～ 20:30の間[60分]
月3回(日)10:00 ～ 13:00の間[60分]
月額3,660円(税別)

硬筆もできる こども書道教室
渡辺富美代 日展　水穂会常任理事

1,500円3/7・14・21(火) 3/3・10・17(金)

月4回（火）・月4回（金）
17:00 ～ 18:00・18:00 ～ 19:00
月額4,200円(税別)

～算数嫌いにならないように～そろばん教室
上田幸子 日本珠算連盟

京都珠算振興会会員（検定委員）

3/13・27・4/10(月)

第2・4(月)
17:00 ～ 18:00・18:00 ～ 19:00
月額3,100円(税別)

こども絵画・造形教室
吉田朋乎 仁科会 会友

1,500円
300円 3/4・18・4/1(土)

第1・3(土)10:30 ～ 11:30
月額3,100円(税別)

子供アート教室
野田陽子 京都国際マンガミュージアムスタッフ

京都精華大学芸術学部マンガ学科卒

1,500円
300円3/2・16・4/6(木)

第1・3(木)17:00 ～ 18:00
月額3,100円(税別)

こどもお絵かき教室
吉田朋乎 仁科会 会友

1,500円
300円 日時はお問い合わせください

月3～ 4回(火)18:30 ～ 19:00（個人30分）
月3～ 4回(金)15:00 ～ 16:00（個人30分）
月額6,900円～ (税別)
月2回（日）18:00 ～ 18:30（個人30分）
月額5,100円(税別)

こどものピアノレッスン♪
市井美智子・上田かおり JEUGIAピアノ講師

1,500円3/27・4/24(月)

第4（月）17:00 ～ 18:00
月額2,600円(税別)

こどもチョークアート
長谷川真美 ＣＡＡ日本チョークアーティスト協会

ME認定講師

1,500円
300円

ダンボール工作教室
PAKIを使って自由工作しよう！
小寺 誠 クラフトマンエッセンス代表

かっこいいダンボール製の
兜と日本刀を作ろう！
小寺 誠 クラフトマンエッセンス代表

ホリスティックヘッドバランス
認定講座
大崎昌美 耳つぼジュエリー協会

初級講座認定講師

ちびっこ器械体操教室
春の1日講座
森本純矢・藤原雅人 ファイブＭインストラクター

整理収納アドバイザー２級
認定講座
小倉恵子 整理収納アドバイザー 2級認定講師

インテリアコーディネーター

耳つぼジュエリー初級講座
大崎昌美 耳つぼジュエリー協会

初級講座認定講師

TCカラーセラピスト講座
末廣倫子 TCトレーナー・Laugh代表

ホリスティック経絡リンパリフレクソロジー
認定講座　Basicコース
大崎昌美 耳つぼジュエリー協会

初級講座認定講師

～疲れた手にごほうびケア～
すべすべハンドトリートメント
佐々木優子 JAA日本アロマテラピー協会インストラクター

日本エステティック協会認定エステティシャン

こども

新講座&
Pick up

入会金不要
一日講座

保育園おかえりクラス

子供の健やかな発育と音楽を通して新しい可能性
を育てる「おんがくランド」に夕方クラスが登場！働く
ママがなかなか踏み出せな
かった1歩を全力で後押しし
ます。保育園帰り、たくさん
の音楽にふれ合う時間をお
子様の成長に活かしてみま
せんか。

後藤暁子・佐竹彩子 JEUGIAこども表現教室講師
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
スンを組合わせた新しいスタイ
ルのピアノ導入コースです。

後藤暁子・佐竹彩子 ＪＥＵＧＩＡこども表現教室講師

月3回(水)
15:00～16:00
月額5,250円(税別)
※個人レッスンは要相談

JEUGIAこども表現教室JEUGIAこども表現教室

3・4歳児

ドレミファらんど幼児・小学生の
ピアノ入門コース

ピッコロ
月3回(木)
15:00～16:00
月額5,850円(税別)
※個人レッスンは要相談

5･6歳児～
小学校低学年

アレグロ

佐竹彩子 ＪＥＵＧＩＡこども表現教室講師

おんがくランド
0～3歳のための音楽情操・リトミック

音を聴き、感じ、感覚で理解するたのしい
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。

(金)12:20～13:10
月額3,500円(税別)

(金)10:20～11:20
月額4,350円(税別)

JEUGIAこども表現教室

《6ヵ月・月2回・50分》 《1年間・月3回・60分》
(金)11:20～12:20
月額4,350円(税別)

《1年間・月3回・60分》

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

受講料各日1,800円(税別/教材費込)
ピ
3/2・30(木)ア

【年長～小学6年生】

【5歳～】

【4歳～】 【4歳～】 【7歳～】 【5歳～】 【3歳(年少)～】

【幼児～小学生】

【5歳～】

【年長～】【3歳～小学生】
【4歳～小学生】

3/4・18・4/1(土)

第1・3（土）
【幼児～低学年】
10:30 ～ 11:30
月額3,100円(税別)

ALOHA！ケイキ（こども）フラ
ＩＫＵ Ａｌｏｈａ Ａｒｔｓ主宰

1,500円

【幼児～小学生】

全1回

全1回
全1回 全1回

全1回

全1回

全1回 全1回

全1回

全1回

全2回

全1回 全1回 全1回

3/26(日)
13:00～15:00

1,080円(税込) 1,000円（税込）

3/20(月)・5/21(日)
10:30～16:30

10,000円(税込)

3/19・4/23(日)
10:30～17:30

21,600円(税込) テキスト代1,500円（税込）

4/23(日)
13:00～16:00

4/6(木)・5/31(水)・6/29(木)
17:00～18:00

1,200円(税込) 1,500円（税込）

4/8(土)
13:30～16:30

3,996円(税込)

4/16(日)
13:00～15:00

3,000円(税込) 1,500円（税込）

3/30(木)・4/8(土)
10:30～12:30

4,320円(税込) 12,000円（資格認定料含む、税込）

3/30(木)
13:30～16:30

3,996円(税込)

3/5(日)
15:40～16:30【3歳～年長】
16:45～17:35【年中～小3】
17:50～18:40【年中～小6】

1,620円(税込) 13,500円（認定料含む、税込）

13,500円（認定料含む、税込）9,000円（認定料含む、税込）

3/22(水)

第2・4(水)
10:30 ～ 14:00（個人30分）
月額4,600円(税別)

大人のピアノ
平松ひろみ Hiromi Music Salon主宰

京都国際音楽療法センター所属

3/20・4/17(月)

第3(月)
13:00 ～ 14:30
月額3,100円(税別)

絵てがみ教室
小松原晴子 ウエストの絵てがみ講師

たった１枚のはがきが人の心と
心を結ぶ・・・。絵や文字が下手
でも大丈夫、それが良い味にな
って作品が出来上がります。ど
なたも描けるようになりますの
で、初めての方もお気楽にお越
しください。

1,500円 500円 3/3・10・17・24(金)

月3～ 4回(金)
17:30 ～ 19:00
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 全日本待道協会　師範

基礎からの丁寧な指導と、「刀・居合」という伝統文化
を通じて心身を鍛えます。刀の使い方、居合いの型は
もちろん、礼儀作法もしっ
かり身につきます。
目指せ！少年剣士！

1,000円

1,500円

60歳からのフェイスブック
超初級編
木田多津代 ブランディング講師

3/28・4/24(火)

第4（火）13:00 ～ 15:00
月額2,000円(税別)

～ゆったりお花タイム～
ハワイアンリボンクラフト
東 祐子 ハワイアンリボンレイインストラクター

1,500円
1,000円

春のお茶会キャンドル

ケイてぃ キャンドル教室HEAVEN'S BERRY主宰
ヴォーグ社認定キャンドルマイスター

3/14・28・4/11(火)

第2・4(火)
10:30 ～ 12:30
月額4,200円(税別)

グラスアート
城山佳子 日本グラスアート協会

認定インストラクター

1,500円
1,600円　

3/6・27・4/3(月)

第1・3（月）17:30 ～（個人40分）
月額5,100円(税別)

英会話 プライベートレッスン
伊豆田弘子 ＪＥＵＧＩＡ英語講師

Ｊ-ＳHINE小学校英語指導員資格

1,500円 3/6・20(月)

第1・3(月)

月額4,600円(税別)

Kids English
ケリー佳美 JEUGIA英語講師

中学・高等学校教諭一種免許状取得

1,500円

パソコン個人レッスン

南 遥果 マイクロソフトオフィシャルトレーナー

3/18(土) 2,000円

キッズ
プログラミング講座
板山幸治 パソコンスクールi passo代表

3/11・25・4/8(土)

第2・4(土)
16:30 ～ 20:00
月額4,000円(税別)

池坊いけばな教室
早津幸子 華道池坊京都支部特別会員

1,500円
900円 3/4・18・4/15(土)

第1・3(土)13:00 ～ 16:00(個人40分)
月額6000円(税別)

楽しく韓国語【個人レッスン】
秋山公平 前慶煕大学平生教育院講師

1,500円 3/8・22・4/12(水)

第2・4(水)
12:00 ～ 14:00
月額3,100円(税別)

スポーツ吹き矢
岸本 實 社団法人日本スポーツ吹矢協会公認指導員

1,500円
レンタル代300円 3/29(水)※体験のみ水曜

第4(木)
10:30 ～ 11:30
全6回15,000円(税別)

第1・3(水)
18:30 ～ 20:30 説明会は19:00から40分程度
全6回12,900円(税別)

ベビーサイン教室
上村香織 NPO法人日本ベビーサイン協会認定講師

1,000円3/15(水)

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

グラシア認定エデュケーター

～大正8年から続く染屋、パゴンで若冲に挑戦～
伝統の京友禅 工場見学と染め体験
亀田憲明 株式会社亀田富染工場　代表取締役社長

～たっぷり食べれて楽しく聞ける、野菜の話～
季節の京野菜 イタリアン仕立て
工藤 豊 イタリア食堂910 オーナーシェフ

田村嘉章 八百屋みどりなす店主

あんフラワー®&あんクラフト®
認定講座
ケリー佳美 日本サロネーゼ協会認定講師

～可愛く作れて美味しく食べれる～
あんこで作る春のカップケーキ
ケリー佳美 日本サロネーゼ協会認定講師

4/15・29・5/13・27(土)
10:30～11:20

全4回8,000円(税別)

全4回

全1回

全1回

全6回
全6回

3/6・20・4/3(月)
16:00～18:00

6,000円(税別)

全6回魔法のタワシ

食事の後片付けが楽しくなる、
洗剤なしで汚れが落とせるデ
ィズニーキャラクターのタワシ
を作ります。

松原ルミ ディズニーハンドメイドインストラクター

第1(木)13:00 ～ 15:00
全6回21,000円(税別)
全6回5,000円(税込)

［4/6(木)開講］ ©Disney ©Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

全6回キラキラデコ

混ぜるだけで固まる樹脂粘土
（デコレパテ）に、キラキラビジュ
ーを乗せて作るディズニーキャ
ラクター講座です！

松原ルミ ディズニーハンドメイドインストラクター

第1(木)10:00 ～ 12:00
全6回21,000円(税別)
全6回7,540円(税込)

［4/6(木)開講］
©Disney

4/3(月)13:00～15:00
2,268円(税込) 1,200円（税込）

現地講座 現地講座

4/15(土)
13:00～14:30

4,968円(税込)
【集合】Pagong(パゴン)本店　京都市右京区西院西溝崎町17 【集合】京都市中京区河原町通三条下ル山崎町251 京都BAL 南出入り口前

3/5(日)12:00～14:00
5,940円(税込)

3/25(土)13:30～16:30
2,160円(税込) 2,000円（税込）

4/9・16(日）10:30～17:30
77,760円(税込) 31,320円（税込）

認定料・協会費24,840（税込）

【小学4～ 6年】
18:00 ～ 18:50

【小学1～ 3年】
17:00 ～ 17:50

【小学4年以上】
18:40 ～ 19:40

【4～ 6歳】
16:45 ～ 17:30

【小学低学年】
17:30 ～ 18:30

【低学年～高学年】
11:30 ～ 12:30

【中学年～高学年】
15:00 ～ 16:00

【年中～小学3年】
16:40 ～ 17:30

【年少～年長】
15:40 ～ 16:30

【小学1～ 6年】
17:40 ～ 18:30

【小学生】
17:30 ～ 18:50

7ヵ月～7ヵ月～ベビークラス

【幼児】
16:00 ～ 16:50

3/12(日)フェイスブックを始めましょう
3/19(日)友達を作る、写真を撮る
3/26(日)コミュニティーに入る、作る
14:00～16:00 1回3,240円(税込)

ご予約
承ります

お申込み
お問い合わせ 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

2017
春期号

保存版

ハワイアンリボンクラフト 居合道教室

伝統の京友禅工場見学と染め体験 あんフラワー＆あんクラフト認定講座

体験｜見学｜入会｜お申し込み受付中

● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ● ジャンル豊富に150講座以上が集う 総合カルチャーセンター

JEUGIAカルチャー

●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・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。

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。

〒612-8002 京都市伏見区桃山町山ノ下32 MOMOテラス 別館2F

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］

体験・見学も承ります!
ご入会受付中

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）

075-623-537110:00～20:00

ご予約
承ります

…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。

075-623-537110:00～20:00

〒612-8002 京都市伏見区桃山町山ノ下32 MOMOテラス 別館2F

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2017.2.23

別館2F2F

別館2F2F

ピンキークラス1歳児1歳児 キンダークラス2歳児2歳児


