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ジャンル豊富に、大人・こども

まなびの場、ひとの集い、ここにあります。

音を感じる、奏でる、ここにはいろいろな楽器があります。 技術も知識も身につけて、「実は私、これできます」になる。

温もりのあるハンドメイドの数々、夢中になるかもしれない…

音楽をはじめる、初めてはじめる、とにかくやってみて感じてみる。

大人だからやってみる、ダンスや武術にチャレンジ。

150講座以上の習いごと

ご予約お申込み承ります!
からもホームページ

JEUGIAカルチャー

☎06-6647-2207

06-6647-2207
http://culture.jeugia.co.jp

南海電鉄「なんば駅」
中央口・南口直結

❶
地下鉄御堂筋線「なんば駅」
南改札口より徒歩約7分
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❷
地下鉄千日前線「なんば駅」
改札口より徒歩約8分

❸
地下鉄四つ橋線「なんば駅」
南改札口より徒歩約9分

❹

阪神なんば線「大阪難波駅」
東改札口より徒歩約9分

❺
近鉄難波線（奈良線）「大阪難波駅」
東改札口より徒歩約9分

❻
JR関西本線（大和路線）
「JR難波駅」（OCAT）北出口より
徒歩約11分

※JR関西本線（大和路線）及び
　JR大阪環状線からは、「新今宮駅」で
　南海電鉄に乗り換え、南海「なんば駅」
　のご利用が便利です。

❼
［電話受付］
11:00～21:00

入会と受講のご案内

ご入会受付中 体験・見学も承ります。
［受付 11:00～21:00］ 体験・見学もできます。 お電話・店頭・WEBで事前にお申し込みください。お電話・店頭・WEBで事前にお申し込みください。

●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。
●講座は、月4回（週1回）、月3回、2回、1回、臨時講座いろいろあります
のでご確認下さい。
●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。

〒556-0011 大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス7F

〒556-0011 大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス7F

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］

7階階

講座
案内

受講お申し込み随時受付

発行：十字屋Culture株式会社　　発行日：2017年8月

ご予約お申込み承ります!
からもホームページ

JEUGIAカルチャー

《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。

奥深きカスタネットの世界

第3(木) 18:30～19:10
第3(水) 11:30～12:10
月額2,500円(税別)

中川マリ フラメンコ舞踊手
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あなたの知っている、昔学校で使った赤と青
のカスタネット。あれとは完全に別物だと思
ってください。繊細な音色の表情と多彩な表
現力は、まさに打楽器そのもの。その奥深き
世界を、ぜひのぞいてみてください。正しい
つけ方、基本からプロの奏法まで幅広く学べ
ます。フラメンコの好きな方、周りをあっと言
わせたい方から、指先を使って頭も体もイキ
イキと楽しみたいシニアの方まで！

世界一難しい打楽器？
fromインド タブラ教室

第4(土)11:30～16:00の間
月額6,000円(税別)［1回60分］
※ペアレッスンの場合お一人4,000円
※楽器のない方は楽器レンタル代500円

1DAYワークショップ
・9/23㈯
・10/28㈯
・12/23㈯
13:00～14:00

各1,080円(税込)

定員
6名 1DAYハロウィンメイクを楽しもう！

10/15㈰
15:00～18:00

3,000円(税込)
簡単なペイントゾンビにチャレンジ！ 定員

20名

中尾幸介 タブラ奏者

インドでは最もポピュラーな楽器の１つで、
インド音楽をはじめ世界中でもポップ・ロッ
ク・ジャズ・テクノなど様々なジャンルの音楽
に用いられ、たくさんの可能性を秘めた楽器
です。自由にリズムを楽しもう！

はじめてのテルミン演奏

第1･3(木)19:00～20:00
月額5,500円(税別)

喜多計夫 テルミン奏者

空間で手を動かしたら、その通りに音が反応
する不思議な電子楽器、テルミン。楽器に対
する立ち位置、姿勢、チューニングの仕方、指
使いのフォームなどなど、基本的な奏法を指
導します。楽器のない方も受講可能！レトロモ
ダンな不思議さを楽しみながら、曲の演奏に
チャレンジしましょう！

特殊メイクの技能を学ぶ

第2･4(木)18:00～21:00
全6回24,300円(税込)

［11/9㈭開講予定］
※申込締切：11/6㈪

［10/19㈭開講予定］
※申込締切：10/12㈭

仲谷　進 特殊メイクアップアーティスト

プロの特殊メイクアップアーティストによる、
本格的な特殊メイクテクニックのレッスン。傷
メイク、火傷メイクそれぞれの初級、応用か
ら、ペイントスカルメイク、ペイントゾンビメ
イクまでを、系統立てて学んでいきます。

素晴らしき
ウイスキーの世界

第3(日)13:30～15:30
月額2,500円(税別)

小林立也
ウイスキー文化研究所認定
ウイスキープロフェッショナル
ウイスキーセミナー講師

風味の違い、美味しい飲み方などを実際にテ
イスティングしながらウイスキーの魅力を解
説します。毎回違ったテーマで出てくるウイス
キーをぜひお楽しみください。

※20歳未満の方のご参
加、自動車、自転車で
のご来場は固くお断り
しております。

暮らしを彩る
フルーツアート®～入門編～

第3(木) 19:00～20:30
全3回9,720円（税込）
材料費 各回648円（税込）

1回目：カッティングの基本
2回目：フルーツアートの作品作り
3回目：『おもてなしの一皿』をプロデュース

大島崇子 日本フルーツアートデザイナー協会認定
カルチャースクール講師

ペティーナイフ1本で身近なフルーツが「おも
てなしのフルーツ」に変身♪フルーツアート® 
の入門レッスンです。 

トルコ伝統手芸
イーネオヤ

第3(土)11:15～13:15
月額2,500円(税別)

西村佐和子 アトリエSalla主宰

トルコ語で「イーネ」は縫い針を、「オヤ」は縁
飾りを意味します。トルコで伝統的に母から
娘へと受け継がれてきたスカーフの縁飾り。
縫い針1本で作る繊細なレース手芸をご案内
します。

木製カトラリーづくり
木のスプーンとか、お皿とか

昔あこがれていたあなたも！

胸キュンポーズの
リアル動物講座

～羊毛フェルト～

第1(金)19:00～21:00
月額2,500円(税別)

和田トモコ 一級家具製作技能士

広葉樹で木のスプーンや豆皿などを作りま
す。基本的なノミの使い方、サンドペーパー
の当て方などを学び、木目の表情を見なが
ら、じっくりとモノ作りに取り組みます。「長く
使えるもの」をご自身の手で作り出してみま
しょう。

第1・3(金)13:30～16:00
月額6,000円(税別)

みるここフェルト 羊毛フェルト動物造形作家

骨格・筋肉を意識したベース作りで、お好み
ポーズのリアルな動物を作ります。初心者で
も大丈夫!作りたい動物をマイペースで制作
していただけます。

初心者歓迎！ 大人の新体操

第1･2･3(火)19:45～20:45
月額5,550円(税別)

第1･3(木)13:00～14:30
月額4,000円(税別)

西園寺舞花 フォルテ新体操クラブ代表

年齢、体型、経験不問！どなたでも気軽に始め
られる、大人向けの新体操クラスです。簡単
なストレッチから体幹トレーニング、バレエな
どを取り入れながら、音楽、リボンなどを使い
楽しくレッスン！姿勢の良い、しなやかで健康
的な身体作りにも最適です。

素敵にチアダンス☆
葵 奈都乃 チアダンスコーチ　

奈都乃チアアカデミー (NCA)代表

ポンポンを持って笑顔で踊るチアダンス。今
注目の、大人対象クラスです。身体を大きく使
った、女性らしい動きと輝きを楽しみましょ
う。レベルに応じてダンスの内容を設定しま
すので、未経験の方でも大歓迎です！

グレイシーバッハ
ブラジリアン柔術

楳田健二 《10歳～60歳》グレイシーバッハ
公認インストラクター、黒帯

ブラジリアン柔術における世界最大の組織・グ
レイシーバッハ。その上質な指導メソッドは、
単なる格闘技としてだけでなく、健康管理、ダ
イエット、護身といった現代に要求される様々
なニーズを満たします。ブラジリアン柔術を通
じて、より豊かな人生を歩んでいきましょう。

ボーカルレッスン

第1･3(水)14:30～(1回40分)
※時間はお問合せ下さい
月額6,000円～ (税別)

声の出し方や表現力の向上を中心
にレッスンいたします。初心者の方
もお気軽にどうぞ。

松永広幸 ボーカル講師

はじめてのアカペラ

第1･3(火)13:00～14:00
月額4,000円(税別)

楽器を使わずに声だけで演奏する
アカペラを、日本語のポップスや
広く知られている洋楽ナンバーで
楽しく学びましょう。ハーモニーに
包まれる感動に出会えます。

髙橋真弓 アカペラグループ「宝船」アルト・編曲
ボーカルトレーナー

アカペラグループ「宝船」アルト・編曲
ボーカルトレーナー

ハッピーソングコーラス

第1･3(火)14:10～15:10
月額4,000円(税別)

美しい歌詞や心にしみるメッセー
ジの込められた日本語のポップス
を、簡単なハーモニーで歌います。
歌うことでハッピーになれる時間
を楽しみましょう！

髙橋真弓

やさしいアコースティックギター

第1･3(土)15:00～21:00の間
(1回30分)※時間はお問合せ下さい
月額5,000円～ (税別)

第1･3(火)11:30 ～ 18:30の間
(1回30分)※時間はお問合せ下さい
月額5,000円～ (税別)

第1･3(水)11:15～13:45の間
(1回30分)※時間はお問合せ下さい
月額8,000円～ (税別)

これからギターを弾かれる方か
ら、ご自身が弾けるようになりたい
曲などを楽しみながらレッスンし
ていきます。

高岡明広 大阪音楽大学短期大学部音楽科音楽専攻卒業

※楽器ない方は、楽器レンタル代500円

第1･3(土)15:00 ～ 21:00の間
(1回30分)※時間はお問合せ下さい
月額5,000円～ (税別)

第2･4(火)17:00 ～ 21:00の間
(1回30分)※時間はお問合せ下さい
月額7,800円～ (税別)

第2･4(木)13:00 ～ 21:00の間
(1回40分)※時間はお問合せ下さい
月額7,500円～ (税別)

※楽器ない方は、
　楽器レンタル代500円

ボサノバ・ギター

初めてギターを弾く方から、ボサノバ
の曲をソロで弾きたい方まで、分かり
易く丁寧にレッスンいたします。

高岡明広 大阪音楽大学短期大学部音楽科音楽専攻卒業

初めてから楽しめるクラシックギター

第2・4(金)16:00～21:00
(1回40分)※時間はお問合せ下さい
月額5,000円(税別)

ギターの構え方や楽譜の読み
方など、基礎から学ぶことが
できますので、初めての方も
大歓迎です。

西永　愛 クラシックギタリスト

趣味で楽しむ大人のピアノ

憧れのあの曲がピアノで弾け
たら素敵ですね。初めてでも
大丈夫！音楽を生涯の趣味と
して楽しみませんか。

川畑律子 ピアノ講師

サックスレッスン

初めてサックスに触れる初心者の方から経験
者の方まで、一人ひとりのご希望に合わせて
レッスンいたします。数ある楽器の中でも比
較的音が出しやすいと言われているサックス
で新たな自分を見つけてみませんか♪

山下　楓 サクソフォンインストラクター

フルートを楽しもう

初心者から経験者まで、一人ひとりに合わ
せたレッスン。正しい演奏法を実践し、作曲
者の時代背景や作曲の経緯なども交えな
がら、わかりやすくレッスンしていきます。
一緒にフルートを吹く喜びを感じましょう。

辻井義祐 大阪芸術大学演奏学科管弦打コース最優秀卒業
第4回アジア・フルートコンクールファイナリスト及び入賞

楽しい♪津軽三味線レッスン

初めての方は、三味線の扱い方、バチ
の持ち方、譜面の読み方など、基本か
ら学んでいきます。経験者はもちろん
レベルに応じてご指導いたします。

翔田光風音 津軽三味線「笑風会」会主

※体験はグループになります。

気軽に始める二胡

第2・4(月)①15:00～(1回30分)
　　　　　 ※時間はお問合せ下さい
　　　　 ②初級18:00～19:00
　　　　 ③中級19:00～20:00
月額8,000円～(税別)

一人ひとりに合わせたレッスンで必ず弾ける
ようになります。レパートリーを増やして楽し
みましょう。

雪本直子 二胡検定10級(最上級)取得

虚無僧尺八～吹禅による癒やし

第1･3(木)14:00～15:30
月額6,000円(税別)

虚無僧らが行なっていた禅の修業であ
る吹禅(ずいぜん)。虚無僧らの伝統的
な尺八本曲を、その精神性も交えて学
んでいきます。素朴な竹を吹き、ゆっく
り呼吸してリ、非日常のフレッシュを味
わってみましょう。

葛山幻海 生管師、尺八家

1,000円(税込)

月4回(火)①18:00～19:30
　　　　 ②19:30～21:00
月額5,000円(税別)


