
1,000円

月3～ 4回(土)

秋の習い事応援企画！　こども講座Pick up！

9/19・26(火) 1,000円

月3～4回(火) 
17:50～18:50
月額4,650円～(税別)

はじめてのHIPHOP
【火曜日クラス】

emyjo 京都学生祭典全国おどりコンテスト優勝emyjo kids crew代表

人気講座につき、新規クラ
ス増設です！初めてさん大
歓迎です！ほんの少し勇気
を出して、みんなで一緒に
はじめてみませんか？

9/20(水)

第3(水)
13:00～15:00
月額2,100円(税別)

絵手紙教室
馬場 敏子 絵手紙協会公認講師

1,500円
500円(税込)

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、和気あいあいの教室です。ぜひ
一度、体験においで下さい。

9/7・21(木)

第1･3(木) 15:30～17:30
月額4,600円(税別)

絵画教室
(鉛筆デッサン･水彩画･油絵)
能勢 まゆ子 新制作協会協友・洋画家

1,000円(通常2,000円)
デッサン・水彩300円、油絵900円(税込)

ご希望の技法で、果
物やお花など身近な
モチーフから描いて
みましょう。お好きな
写真をお持ち頂いて
もOKですよ。

9/27(水)

第4(水)
10:30～12:30
月額2,100円(税別)

大人の天然石
アクセサリー
古川 育代 アトリエ One Nine Four 主宰

1,500円
1,500円(税込)

教室では多くの天然石ビーズを使
って、糸やワイヤー、紐などを使っ
た多様な技法で、アクセサリー作り
を楽しんでいただけます。テクニッ
クを学びながら、ご自分の作りた
い・身につけたいオリジナルのアク
セサリーを作りましょう。

第1・3(水) 15:00～16:00
月額4,100円(税別)

～美しくシェイプアップ～

ベリーダンス
Micaオリエンタルベリーダンサー

年齢を問わず人気のベリーダンスは
優雅で女性らしい動きが多く、ダン
スが初めての方でも健康体操感覚
で始めていただけます。ストレッチ
からしっかり行いますので日頃運動
不足や、体力に自信のない方でも大
丈夫。エキゾチックな曲に合わせて
楽しく踊ってシェイプアップ！美しい
しなやかボディを目指しましょう。

9/6・20(水) 1,500円

9/17(日)

第1･3(日)
10:30～12:30 月額4,200円(税別)

ワイヤーバッグ
Cique*s 1R Kayo
Coquetle.715認定講師

1,500円
1,000円(税込) 8,500円(税込)

今、人気急上昇のハンドク
ラフトです。輝きのあるビニ
ール素材のテープを使って
作るバッグは、手づくりとは
思えない程ハイクオリティ
です。一緒にお気に入りの
バッグを作りましょう。

キラキラ輝くテープで作る

第2･4(水)
13:30～15:30 全5回10,000円(税別)

がま口作り教室
<初級クラス>
なりたたかゆきがま口作り職人

そのデザインや機能性で
改めて注目されているがま
口。京都のがま口作り職人
が道具や身体を使いなが
ら口金をはめるコツを伝授
いたします。また、口金が
「パチリ」と音が鳴るような
調整方法もお教えします。

10/11(水)開講予定

全5回

第1(木)
10:00～12:00
月額2,500円(税別)

かわいい
粘土アート♪
松原 ルミ ハンドメイド教室 First-step主宰

毎月1作品、樹脂粘
土を使ってかわいい
作品を作ります。お
部屋に飾るのはもち
ろん、プレゼントに
も喜ばれますよ。

9/21(木) 1,500円(通常2,500円）
1,000円(税込)

第1・3(水)
15:20～17:20
全6回12,900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、

グラシア認定エデュケーター

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。

9/20（水）（説明会は30分程度）

全6回

第2・4(土) 10:30～11:30
月額3,100円(税別)

ボディコントロール
ピラティス
株田 佳香 Body Control Pilates

Level3 Matwork Teacher

ピラティスの効果
をすべての方に。
ボディコントロー
ルピラティスで心
も身体もリフレッ
シュしましょう。

9/9･23(土) 1,500円

9/18(月)

月4回(月）
10:00～12:00

京都きもの学院着付教室
京都きもの学院講師

約3ヶ月で多彩な着付
と帯結びのテクニック
を学び一人で着られる
よう指導いたします。

【入会特典有】
入会金免除、受講料割引、
着物無料レンタルなど

今なら割引 9,260円（税別）全10回 15,000円（税別）→

9/22(金)、9/26(火)
月額4,200円(税別)

月4回(火) 17:00～18:00・18:00～19:00
月4回(金) 17:00～18:00・18:00～19:00

大人のそろばん教室
上田 幸子 日本珠算連盟

京都珠算振興会会員（検定委員）

指先を使って、頭の
体操をしてみません
か？繰り返し計算を
行うことで脳の活性
化に役立ちます。ま
た、検定試験にも挑
戦しステップアップを
目指しましょう！

9/13・27(水)

9/26(火)10:30 ～ 12:30

第2・4(水)
10:30～14:00
月額4,600円(税別)

[個人30分]

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 

1,500円

はじめての方も、
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。

9/13・27(水)

第2・4(水) 12:00～14:00
月額3,100円(税別)

スポーツ吹矢
大槻よう子 一般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(税込)

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。

10/1･29(日)

月2回(日)
10:00～12:00
月額5,100円(税別)

楽しいデジカメ教室
村上 文彦 日本写真家協会会員(ＪＰＳ)

京都写真家協会会員(ＫＰＳ)

1,500円(通常2,550円)

デジタルカメラ
を使って、季節の
移り変わりを感
じながら、楽しく
写真を撮影して
行きましょう。

第4（火）
13:00～15:00
月額2,000円(税別)

ハワイアンリボンクラフト
～ゆったりお花タイム～

東 祐子 ハワイアンリボンレイインストラクター

なかち智子日本ハーバリウム協会認定講師 HATTA美紀子 日本カイロプラクティック協同組合連合会
姿勢調整師会  姿勢科学士

1,500円 1,000円(税込)

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。

お洒落なインテリアとして雑誌やメ
ディアで人気急上昇！乾燥させたお花
や植物を特殊なオイルで保存する
「ハーバリウム(植物標本)」。透け感が
美しい、生花とはまた違う表情が魅
力です。お部屋の素敵なインテリア
に、お友達へのプレゼントにオリジナ
ルのフラワーボトルを作りましょう。

第2・4(火) 14:00～16:00
月額4,100円(税別)

ぬくもり伝える
布＊ハンドメイド
橋本 喜代美 日本手芸普及協会講師

キルトコンテスト多数受賞

1,500円 1,000円～ (税込)

ハンドメイドはどこにも
ない1点もの。お気に入り
の布で、すぐに使えるバ
ッグやポーチ、アクセサリ
ーを作りませんか？ご希
望の方にはパッチワーク
も丁寧にご指導します。

第2・4(火)
13:00～15:30
月額4,100円(税別)

楽しい手編み教室
木村 京子 公益財団法人 日本手芸普及協会認定

手編み師範

編み方の基礎・応用技術
をわかりやすく指導しま
す。手作りの温かさを感
じていただければ幸い
です。ご希望の方は資格
取得もお手伝いします。

1,500円 500円(税込)

第1(月)
13：00～15：00
月額2,100円(税別) 10/2(月) 13:00～15:00

9/24(日)、10/29(日) 
13:00～15:00

～ホンモノそっくり～ シニアのための

田中 和子 全国造形盆栽美術家協会助教授

ソフトバンク スマートフォンアドバイザー

1,500円 500円(税込)

日々自然を観察しなが
ら、粘土やリボンなど身
近な材料を使って楽し
める手作りの盆栽で
す。本物そっくりの出来
上がりにびっくり。

スマートフォンに興味はあるけ
どよくわからない・・使ってみた
いけど、使いこなせるか不安・・
と思われた方、iPhoneを体験
してみませんか？iPhoneを買
う前に知っておきたい基本機能
や楽しみ方をご紹介します。

造形盆栽 買う前に楽しくわかる
iPhone体験教室

癒しのハーバリウム
レッスン

全1回

1,080円(税込) 2,700円（税込）

健康であるために良い
姿勢でいることは基本
です。姿勢美のためだ
けでなく、骨格や筋肉
などの身体について、
また姿勢に対する正し
い知識を学び実践する
ことで、もっと未病を
防ぐことが出来ます。

10/1(日)・11/5(日) 10:30～11:30
2,000円(税込)

全1回1,080円(税込)

回して遊ぼう！
ダンボールで作る
ガラポン抽選機
小寺 誠クラフトマンエッセンス代表

ガラガラ回して遊んでみよう！ダンボールで
作るガラポン抽選機。色を塗って、玉に「アタ
リ」「ハズレ」を書いたら、自分だけのオリジナ
ル抽選機が作れます。運試しに回して遊ぼう！

全1回全1回 全1回

12/26(火)

1,080円(税込)
1,300円（税込）

10:30～13:00

火を使わない
デコキャンドル
～ハロウィンバージョン～
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

粘土のようなキャンドルで
土台をデコって、可愛いハ
ロウィンキャンドルを作り
ましょう。火を使わないの
でお子様でも安心して作
れるキャンドルを2個作り
ます。飾って灯して、ハロウ
ィンパーティを盛り上げて
くれます。

全1回

10/7(土) 13:30～14:30
1,080円(税込) 1,000円（税込）

世界遺産・元離宮二条城で開催されている「アジア
回廊 現代美術展」では、通常非公開の「二の丸御殿
台所」、「東南隅櫓」などでも展示が行なわれます。こ
れら特別公開エリアを中心に、キュレーターによる案
内と解説で、作品を鑑賞します。

～「東アジア文化都市2017京都」コラボ企画～
世界遺産・元離宮二条城で楽しむ、
現代アートと特別拝観

～健康・しなやか・かっこいい！を目指す～
姿勢力アップ講座

徳山 拓一 森美術館 アソシエイト・キュレーター

10/8(日)
13:00～15:00 

2,188円(税込)
(保険料・税込/二条城入城＋現代美術展セット券代金含む)

【集合】12:50
二条城東大手門前(堀川通側)

申込締切:3日前 定員25名

全1回現地講座

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

JEUGIAこども表現教室 JEUGIAこども表現教室 JEUGIAこども表現教室

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)

10/26(木)・11/29(水)・
11/30(木)

ドレミファらんど幼児・小学生のピアノ入門コース
後藤暁子・佐竹彩子ＪＥＵＧＩＡこども表現教室講師

1,000円

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。

月3回(水)
14:00～15:00
月額5,250円(税別)

3・4歳児
ピッコロ

5･6歳児～
小学校低学年

アレグロ

月3回(水)
15:00～16:00
月額5,850円(税別)

9/20(水)
1,000円

9/20(水)
※個人レッスンは要相談※個人レッスンは要相談

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)

《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》
7ヵ月～7ヵ月～ベビークラス 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

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

1,000円
9/22(金)

月3～4回(月) 15:40～16:30

ちびっこ器械体操教室
藤原 雅人・森本 純矢 ファイブＭインストラクター

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。

月額4,650円～(税別)

【年少～年長】

【年少～年長】

月3～4回(月) 16:40～17:30
【年中～小学3年】

【年中～小学3年】

月3～4回(月) 17:40～18:30
【小学1～6年】

【小学1～6年】

1,000円

ちびっこ器械体操教室
【トライアルレッスン】
藤原 雅人・森本 純矢 ファイブＭインストラクター

入会金なしで、9月～10月のレッスン日から2日間を選んで参加が出来ま
す。1回では良くわからない、続くかどうか不安・・という方にオススメ！

全2回

15:40～16:30

全2回3,100円(税別)

【年少～年長】

【年少～年長】

16:40～17:30【年中～小学3年】

【年中～小学3年】 【4歳～小学4年生以上】 【幼児～小学生】

【幼児～小学生】17:40～18:30【小学1～6年】

【小学1～6年】

トライアルレッスン受講後に、本講座に即日入会の場合は入会金20%OFF！

【実施日】
(他の割引との併用はできません)

1,500円

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

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！

月額4,260円～ (税別)

【小学4年以上】
18:50 ～ 19:50

【4～ 6歳】
16:40 ～ 17:40

【小学低学年】
17:45 ～ 18:45

月3～ 4回(木)

はじめてのHIPHOP

emyjo 京都学生祭典全国おどりコンテスト優勝emyjo kids crew代表

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？

月3～4回(土) 18:00～19:00
月額4,650円～(税別)

【土曜日クラス】

ALOHA！
ケイキ（こども）フラ
ＩＫＵＡｌｏｈａ Ａｒｔｓ主宰

1,500円

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！ 

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

【低学年～高学年】
11:30 ～ 12:30

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

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。

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

【中学年～高学年】
15:00 ～ 16:00

1,500円

【5歳～】
【幼児
 ～高学年】

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

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。

【幼児、親子】
16:20 ～ 17:20
月額4,260円～ (税別)

【小学生】
17:30 ～ 18:50

月4回（火）・月4回（金）

～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）

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。

17:00～18:00・18:00～19:00
月額4,200円(税別)

【3歳～
 小学生】

【4歳～
 小学生】

【年長～】

1,500円

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

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。 
月3回(水) 15:30～18:30

月額3,660円(税別)

月3回(土) 17:00～20:30
月3回(日) 10:00～13:00
[上記時間の中で60分]

ピアノレッスン♪

月額6,900円～(税別)

市井 美智子JEUGIAピアノ講師

1,500円

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。　

［個人30分］

［個人30分］

［個人30分］

月3～4回(火) 
15:00～20:00
月3～4回(金) 
14:00～19:00 
月3回(土) 10:00～18:00

日曜ピアノ教室

第2・4(日)
13:00～19:00
月額5,100円(税別)

上田 かおりJEUGIAピアノ講師

1,500円

基本的なテクニック
から好きな曲が弾け
るまで丁寧に指導致
します。クラシックは
もちろん、ポップス・
弾き語りも可能です。 

［個人30分］

【3歳（年少）～】 【4歳～】 【3歳～】 【4歳～】【4歳～】ヴァイオリン

月3～4回(水)
13:00～21:00
月額7,800円～(税別)

斉藤 千代 国立音楽大学卒 元東京交響楽団員

1,500円

美しい音色で人気の
ヴァイオリン。体や頭
の柔かい３歳頃が始め
時！大人になって始め
てもすぐに弾けます！

［個人30分］

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。

300円(税込)

こども絵画・造形教室

第2・4(月)
17:00～17:50・18:00～18:50
月額3,100円(税別)

吉田 朋乎 仁科会 会友

1,500円

こどもお絵かき教室

第1・3(木)
17:00～17:50
月額3,100円(税別)

吉田 朋乎 仁科会 会友

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。

300円(税込)1,500円

畳のヘリで作る
【印鑑入れがま口】
なりたたかゆき がま口作り職人

京都のがま口作り職人から学べる、本格的だけど簡
単な縫わないがま口を作ってみませんか？今回は
「畳のヘリ」を使い、オリジナル製法で硬めのしっか
りした印鑑入れが作れます。初めての方でも安心し
てご参加ください。

全1回

1,000円(税込) 980円（税込）

9/27(水)
13:30～15:30

すべすべハンド
トリートメント

～疲れた手にごほうびケア～

佐々木 優子 JAA日本アロマコーディネータ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

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。

全1回

3,000円(税込)
1,500円（税込）

10/8(日)
11/29(水)
10:30～12:30

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

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。

全2回

11/26(日)・12/3(日)
10:30～17:30

77,760円(税込) 31,320円（税込）

®

®

認定料・協会費24,840円（税込）

TCカラーセラピスト
養成講座
古保 とよ美 TCカラートレーナー・First Step代表

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本のボトルにしっかりとし
たマニュアルを付けた1日(5時間)講座で「TCカ
ラーセラピスト」の資格取得が可能です。新しい
自分磨き、癒し・・スキルアップにどうぞ♪

全1回

10/10(火)・
11/12(日)
10:30～16:30

10,000円(税込) 9,000円（認定料含む、税込） テキスト代1,500円（税込）

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

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。

全1回

9/24(日)・11/26(日)
10:30～17:30

21,600円(税込)

5,000円（テキスト代、ディプロマ料含む、税込）

さとう式リンパケア
<初級>
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

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。首や肩のコリ、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。独自のメソッドがわずか
1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。

全1回

10/6・11/3・12/1(金)
13:00～16:00 10,000円(税込)

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

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。

全1回

9/22(金)・
11/19(日)
13:30～16:30

13,500円（認定料含む、税込）
3,996円(税込)

12,000円（資格認定料含む、税込）

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

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。

全1回

9/22(金)・10/22(日)・11/19(日)
10:30～12:30

4,320円(税込) 18,700円(税込)

ハンドトリートメント
検定講座

1日で資格が取れ、ハン
ドケアを通じてたくさん
の人を笑顔にできます。
自宅教室にも最適で、家
族、友人など身近な人へ
の活用ができるのはも
ちろん、医療・介護・ボラ
ンティアなど多方面でも
役立つ資格です。

全1回

10/29(日)
19,440円(税込) 13,500円(認定料含む、税込)

10:30～17:30

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

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。

全1回

10/22(日)

3,996円(税込)
13:30～16:30

9/4･11･18･25、10/9･16･23(月)

17:00～18:00

佐々木 優子 JAA日本アロマコーディネータ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

はじめてのHIPHOP

絵画教室

大人の天然石アクセサリー

ベリーダンス

ご予約
承ります

お申込み
お問い合わせ

2017
秋期号

保存版

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59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。

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140講座以上が集う 総合カルチャーセンター

●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。

〒612-8002 京都市伏見区桃山町山ノ下32 MOMOテラス 別館2F

体験・見学も承ります!
ご入会受付中

10:00～20:00

ご予約
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

別館2F2F

別館2F2F

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

はじめてのHIPHOP

絵画教室

大人の天然石アクセサリー

ベリーダンス

入会金1,000 割引（税別）

円早割
※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。

2017年

9/30㈯
期間

ま
で体験当日にご入会の方は（または体験なしでご入会の方）

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2017.8.31


