
●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。

体験料
※税別表記（消費税は別途要します）
※講座により税込の場合もあります。

材料費・教材費等体受講料受 材

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］

mitsu-Ki

【全6回】 【全3回】

【全6回】日本ミニチュアフード協会認定講師

かわいいミニチュアフード

粘土の扱いや成形など基礎から始
めます。趣味で楽しみたい方も資格
を取りたい方も始めてみませんか。

第4（日）10:30～12:00
　 全6回16,200円（税込）

永重信江 日本絵手紙協会公認講師

はじめての絵手紙ヘタでいい、ヘタがいい

身近な花や野菜、果物をモチーフ
に言葉を添えて、温かい気持ちを伝
えます。うまくないからこそできる、
味がある絵手紙を描きましょう。

第2・4（金）10:30～12:30
　 月額4,000円(税別)

松原ルミ おうちパンマスター

かんたん・たのしいおうちパン講座

オーブン不要でこねずに混ぜるだけ。生地を
1日ねかせて、フライパン、トースターで焼く
だけの新しい発想のパンづくり。講座では生
地づくりと発酵した生地を使用しての成型、
焼成して試食します。

第4（火）10:30～12:30
　 月額2,500円(税別)

朝宮真由 腰掛タップダンス公式インストラクター
元宝塚歌劇団、タレント

腰掛タップダンス®

三洋電機㈱井植敏元会長考案のシニア
にピッタリのダンスです。足首と太腿を
無理なく楽しく鍛えることができます。
目指せ≪寝たきりゼロ≫を合言葉に、
おしゃれなタップダンスで筋力向上！

第1・3(月)13:00～14:00
　 月額4,500円(税別)

小野紋弓
桧垣バレエ団員バレエ・アン・ドゥ・トロワ

桧垣バレエ団プリマバレリーナ
小西裕紀子監修

桧垣メソッドバレエ、それは表現力、音楽
性、踊り心を身につけ、皆で舞台を創る喜
びと達成感です。日々の努力が自らに自信
を持てるお子さまを育てます。

月4回
（水）

　月額
7,200円(税別)

17:00～17:50
18:00～19:00
19:00～20:00

3歳～小1
小学生
中学生～

月3～4回
（水）

　月額(税別)
4,500円～

16:00～17:00
17:00～18:00

園児

小学生

月4回
(火) 月額5,500円(税別)

16:30～17:20
《リトルキッズ》 3 ～ 5歳

17:30～18:30
《キッズヒップホップ》 小学生

森  信雄 年中～小学生

小学生 4歳～小学生 3歳～

年長～小学生

小1～

18歳以上

3歳～日本将棋連盟棋士七段

森信雄七段 こども将棋教室

元竜王の糸谷哲郎八段
や、故村山聖九段ら、11人
のプロ棋士を育てた森信
雄七段が直接指導する教
室です。初心者から経験者
まで、レベルに応じて指導
します。強くなるためには
次の一手が重要です。

第1･3(木)
①16:00～16:45
　  《幼児・入門》
②17:00～18:30
　  《初級・中級》
　 月額3,500円(税別)

浦中進一 ダンススタジオ
バックステージ代表

キッズタップダンス

初心者でも安心。将来のビリーエリオットや
アニーを目指しましょう！歌やダンスに必要な
リズム感を養うことで相乗効果も。オーディシ
ョンを目指すお子様のご相談にも応じます。

第1・3（木）16:30～17:30
　 月額3,000円(税別)

真﨑好美 SWS認定講師　リボンドールコーディネーター

リボンドール

リボンのドレスをまとった
オリジナルのリボンドール
を製作しましょう。

第2（月）13:00～14:30
　 全3回6,480円(税込)
全3回9,720円（税込）月額2,160円（税込）

初回セット費5,000円（税込）

高津倫子 華道家元池坊華道講師

池坊いけばな教室

できるだけ少ない素材で豊かな空間を
作るいけばなは”引き算の美学”といわ
れています。忙しい日常に癒やしのひと
時を。免状取得も可。

第1・3（日）10:30～12:30
　 月額4,100円(税別)

池田ともみ ニット作家

AmmyAmmy ニットカフェ

小さなお子様がいるママでも安心して
通って頂けるニット教室です。かわいい
小物やあみぐるみからお洋服まで、楽し
くお喋りしながら学びましょう。
第1・3(木)10:30～12:30
　 月額4,000円(税別)

China(ちな) ピースクラブインストラクター

ダンススタジオ・ピースクラブ

ついに本格派ダンススタジオ・ピースクラブ
が松井山手に登場！！ヒップホップの基礎か
ら応用まで、その指導力に定評あり。
かっこいい振付で楽しく踊ろう♪

学研科学実験教室専任講師

学研科学実験教室

学校では体験できない身近な「なぜ？」
「これって不思議！」という科学を丸ごと
体験できる楽しい講座です。1ヶ月単位
でいろんな実験をします。

第2・4（火）17:00～18:30
　 月額3,400円(税別)

高橋梨沙 JOYチアリーダーズクラブ

キッズ♡チアダンス

チアを通して基礎運動能力やリズム感
を養い、チアリーダースピリットを育
て、元気で素敵なチアリーダーを目指
します！

第1・2・3（木）17:00～18:00
　 月額4,500円(税別)

井川季里香 ポーセラーツサロンシャルミル主宰

日本ヴォーグ社 ポーセラーツ教室

真っ白な磁器にシール感覚
の転写紙や上絵の具、金彩な
どを使ってあなただけのオリ
ジナル食器を作りませんか。

第1(火)10:30～12:30
　 月額2,500円(税別)

山本榮茜 暁書法学院講師

筆ペンとボールペン

筆ペンの持ち方や文字の基本とな
る線や点画から練習します。ボール
ペン字も同時に学べるので暮らし
に大活躍。

第1・3（水）10:30～12:30
　 月額4,000円(税別)

藤原文代 戸塚刺しゅう協会師範

戸塚刺しゅう

戸塚刺しゅうはヨーロッパ刺しゅうを日本
人の感性にアレンジして豊かな深みを表
現します。個性をいかした独自の作品作り
を一緒に楽しみましょう。

第2・4（月）10:30～12:30
　 月額4,000円(税別)

岡井英次 真狩京都代表

フィリピン武術KALI（カリ）～真狩京都～

メディアで話題の「カリ」。ナイフなど
の武器から身を守り無力化する護身
術です。過酷な筋トレも有りませんの
で女性でも安心して参加出来ます。

第1・3（日）18:00～20:00
　 月額3,800円(税別)

松本理美 レイミリミリフラスタジオ所属

ケイキフラ ～かわいいこどものフラ～

『Keiki』とは、ハワイ語で『こども』のこと。
色鮮やかなパウスカートを履いて、かわ
いく踊りましょう。

第2・4(月)17:30～18:30
　 月額3,000円(税別)

瓶子しのぶ 知育コーディネーター

知育教室 ƒƒラボ

息をするように自然体で、気がつ
けば学んでいる。そんなスペース
です。手で学び、目で学び、耳で学
び、そして表現する知育教室です。

第1･3(土）10:30～11:20
　 月額5,000円(税別)

カワイ体育教室専属専任講師

カワイ体育教室

いろいろな種類の運動を偏りなく、マット･
とび箱･鉄棒･ボール･なわなどを使い、多種
多様な運動を体験します。

中谷ひろみ 東明学院専任講師

～自分の生き方発見～開運手相学

“手相は人生の羅針盤”
手の平の丘と線の意味を正しく学び、運
気UPに役立てましょう！復習しながら応
用まで丁寧に学びます。

第1(火）14:00～15:30
　 全6回12,960円（税込）

福森才知子 英語発音スクールCEPIO認定インストラクター

NY気分で英会話！(初級)

アメリカ生活10年の講師が、欧米文化に
触れながら楽しく英会話のレッスンをし
ます。使えるフレーズを増やしていきま
しょう！　

第1・3（火）13:30～14:30
　 月額4,800円(税別)

井後義世 琉球民謡・島の唄　涼風会　教師

沖縄三線教室

老若男女を問わず誰にでも気軽に楽し
める沖縄三線。「涙そうそう」や「花」など
のポップスから民謡まで、皆さんで一緒
に奏でましょう。

第2・4(金)10:00 ～ 11:30
　 月額4,400円(税別)

曽根明子 IYCキレイになるヨガ・SLOW-FLOW
ヨガインストラクター、山本ヨガ研究所認定

ビューティーアップヨガ

お子さま連れで通える、女性のためのや
さしいヨガ教室。ママはもちろん、お子さ
ま連れでない方も大歓迎です。身体を動
かす心地良さを味わいましょう。
第1・3(木)10:30～11:30
　 月額3,500円(税別)

山﨑一美 ルルベちゃん®認定講師

ルルベちゃん®フリーレッスン

大人女子に人気のルルベちゃんドールを作り
ましょう。パーツを選んで自分好みにすることも
プレゼントにもできますよ。12 ～ 14センチな
のでバッグにつけてもオシャレ。12月はお着物
ルルベちゃんです。

全1回1,620円(税込) 4,320円 パーツの追加は200円～

水谷和治 日本麻雀道連盟師範

初心者のための健康マージャン教室

ゲームをすることで脳の老化を抑える効
果があると麻雀が人気です。手指を動か
し、考えることで楽しみながら脳トレがで
きます。

第1・3（火）13:00～15:30
　 月額4,000円(税別)

森田ちひろ ウクレレ講師

はじめての人でも弾けるウクレレ

ウクレレの持ち方、音の出し方からてい
ねいにレッスンします。楽器が初めての
方でも大丈夫です。ハワイアンだけでな
く幅広いジャンルの曲を弾きます。

第1・3（月）10:30～12:00
　 月額5,000円(税別)

木全絵理 短期大学非常勤講師

やさしいピアノ

一人一人のご希望、レベルに合わせてレッ
スンしますので、全く初めての方、シニアの
方でも安心してご参加いただけます。

月3回（木）15:00～21:00［1回30分］
　 月額7,800円(税別)
　 ※小学生以下は6,900円(税別)

松井和代 FTPマットピラティスプラスインストラクター

リンパ＆ピラティス
～自律神経を整え内側からキレイを目指す～

ハリとツヤで
若さを保つ

人気のリンパマッサージとピラティスを
組み合わせて、リンパの流れを改善し、
インナーマッスルを鍛えます。姿勢が良
くなり、健康な身体をつくります。

第2・4（金）19:30～20:30
　 月額3,100円(税別)

西田晴一 関西奇術連合会会長

～クラス・職場で盛り上がる～
マジック教室

関西マジック界の代表を務める講師が伝
授します。お馴染みの『スプーン曲げ』から
『超能力マジック』まで、今までタネ明かし
されていなかったプロの技を一挙公開。

岸本幾美 関西二期会会員

ヴォイストレーニング

個々の希望や年齢に合わせたヴォイス
トレーニングです。（各種オーディション
等にも対応します）

第2･4（水）15:00～20:30［1回30分］
　 月額5,200円(税別)

野中咲希 同志社女子大学学芸学部音楽学科卒
同大学専攻科修了

ヴァイオリン

難しいイメージを持っている方も多いヴァイオ
リンですが、音楽を楽しむ気持ちがあれば誰
でもすぐに始められます。

第1・3(火)［1回50分］
13:00～21:00
　 月額8,000円(税別)

月3回(月)［1回50分］
15:00～21:00
　 月額12,000円(税別)

香川奈々子 (株)BrilH認定表情筋トレーニング
インストラクター

表情筋トレーニング

表情筋は顔の下にある約30種類の筋肉。使わ
ないと年齢に関わらず衰えます。瞼、頬のたる
み、法令線を器具も化粧品も必要なく自らの力
で肌に柔軟性や潤いを取り戻し表情が豊かに
なるエクササイズです。

当チラシに掲載の他にも
多数各種講座があります

ホームページをご覧ください!

全200講座以上

2/10㈰
13:00～14:00

2,160円（税込）
1,000円 申込締切 2/7(木)

11日
講座

10歳以上

4歳～

4歳～
3歳～

【全3回】

第1(水)10:30～12:00
　 全3回7,776円（税込）

月額5,000円(税別)

12/26㈬ 13:00～15:00 申込締切
12/25㈫

日本ペットシッター協会講師

ペットシッター士資格認定講座

2日間の受講で環境省が定める動物取扱責任者(保管と訓練)に
なれる講座です！飼い主とペットの架け橋になるペットシッター
士。取得後、全国どこでも即開業することができるペット系資格
の中で有効な資格として認められております。

全2回48,000円(税込) 4,200円
※認定料・修了証発行料5,000円（税込） ※認定料4,320円(税込)

2/10･24㈰ 12:30～17:30
申込締切
2/3㈰

藤本貴美子 パワーストーンマスター
ナビゲーター

パワーストーン検定 3級・2級・1級

全1回16,200円(税込)
33,480円（税込/修了証込)

全1回2,160円（税込、修了証込）

1/27㈰・2/19㈫
【3級】10:30～12:00

全1回5,400円(税込)
5,400円（税込/修了証込)

【2級】13:00～14:30

2/3㈰・2/26㈫
【1級】13:00～16:30

申込締切
各1週間前

てらうち佳奈子 JAA認定校AromaVilla校長
トップインストラクター

JAAハンドトリートメント検定講座

全2回16,200円(税込) 17,280円（税込）

全1回16,200円(税込)

指先から肘までの施術（両手で40分）を習得する充実の内容です。

17,280円（税込）

2/3㈰
3/10㈰

10:00～17:00（休憩含む）

4/18・25㈭ 13:30～16:30 

10:00～17:00（休憩含む）

申込締切 各6日前

森川葉子 一般社団法人日本スクイーズ協会 会長

スクイーズ講師認定講座
日本スクイーズ協会

ふわふわ・ぷにぷに・低反発のスポンジ素材を使
った触り心地の良いスイーツスクイーズを作りま
す。会長の森川葉子先生に直接ご指導いただけ
る、関西では数少ない貴重な認定講座です。

全1回10,800円(税込)
・ディプロマ代10,800円　・年会費3,240円　・スターターセット13,824円

3/1㈮10:30～16:30（休憩含む）
申込締切 2/21(木)

原田さゆり TCカラーマスター認定講師

TCカラーセラピスト認定講座

今話題のカラーセラピー、14本のキレイ
なボトルとリーディング解説書が付いて
資格まで取れる1日講座です。

全1回10,000円(税込) 認定料・テキスト・教材 9,000円(税込）

1/19㈯・2/10㈰
10:30～17:00（休憩含む）

申込締切
各1週間前

中島亜季 整理収納アドバイザー
ハウスキーピング協会認定講師

整理収納アドバイザー 2級認定講座

テレビや雑誌など、メディアで注目の片付け講
座。整理収納は家庭内の5S。安全、快適、幸せ
な暮らし。散らからない仕組み作りで理想の住
まい。女性顧客様への販促にも一役買います。

全1回17,280円(税込) テキスト1,500円

1/21㈪・2/17㈰ 10:30～17:30（休憩含む）

申込締切 各5日前

【全1回】 【全2回】

【全1回】

【全1回】

【全1回】
【全2回】

全1回
全1回

全2回

【全1回】

5歳～

田中栄一、他 卓球上級指導員

卓球教室

卓球で楽しく健康増進！少人数制なのでし
っかり丁寧に指導します。ラリーが続けば
気分爽快！あなたもかっこよくスマッシュ
を決めてみませんか。

月額3,600円(税別)

月額5,000円(税別)

第2・4
(土)

13:00～13:50 5歳～小4
14:00～14:50 小5～中学生
15:00～16:30 大人

【全1回】

［1/27㈰開講予定］［2/11㈪開講予定］

1/25（金） 1,000円 500円（道具類レンタル含む）

1/22（火）
1,000円 800円 2/7（木） 1,000円 850円

1/21(月) 2,250円

1/23・1/30(水）
1,500円

1/31(木) 1,750円

12/27・1/17（木） 1,000円

2/3（日） 1,000円 1,000円 300円

1/22(火)
1,000円

1/8・22(火) 1,000円 1,296円(税込)

1/10・1/17（木） 1,000円

2/5(火) 500円1,000円

1/16・1/30（水） 1,000円

1/14・1/28（月） 1,000円 800円

1/20・2/3（日） 1,000円

1/28・2/25(月) 1,000円

1/19・1/26(土）

1/23・1/30(水）

1/29(火） 2,000円

1/29・2/5（火） 1,000円

1/25(金) 1,000円

1/31・2/21(木) 1,000円

1/15・1/29（火） 1,000円

1/21・2/4（月） 1,000円

1/24・31（木） 1,000円

1/25・2/8（金） 1,000円

1/23・2/13（水） 1,500円
時間はお問い合わせください

時間はお問い合わせください 時間はお問い合わせください1/28(月)・2/5(火) 1,000円

［2/6㈬開講予定］
日程…2/6㈬・3/6㈬・4/3㈬

1/26・2/23(土)
1,000円

特別
講座
入会不要
定員8名

特別
講座
入会不要
定員10名

特別
講座
入会不要
定員名10名

特別
講座
入会不要
定員8名

特別
講座
入会不要
定員6名

特別
講座
入会不要
定員15名

特別
講座
入会不要
定員15名

ホームページからもお申込み承ります JEUGIAカルチャー

● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ●

松井山手
㈮ 10:00～12.14 〒610-0356

京都府京田辺市山手中央3-2
BRANCH松井山手2F 

BRANCH
松井山手

ブランチ 特典
いつでも

特典
いつでも

無料半額オープン
特典

オープン
特典

満65歳以上の方は
シニア割

通常5,400円(税込)➡半額の2,700円(税込)

対象年齢

  0歳～12歳

※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 入会金
入会金 無料こ ども 割

こども応援企画!!

2019年

2/17㈰
まで

期間

【電話受付】10時～20時※土日祝18時迄
0120-617-170


