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〒610-0356
京都府京田辺市山手中央3-2
BRANCH松井山手2F

お申し込み受付中

『BRANCH松井山手』 ご予約お申込み承ります!
からもホームページ

こども・大人・シニアの方対象の全200講座以上！

アート・生活文化・趣味・教養・ダンス・武道・美容・健康・資格など全200講座以上あります。

習いごと、はじめませんか
『習いごと』

ご予約
承ります

特典
いつでも

特典
いつでも

〒610-0356
京都府京田辺市山手中央3-2
BRANCH松井山手2F

●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。

《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。

入会と受講のご案内

…消費税は別途要します。（税別表記）

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。

老いない声のつくり方
秋竹朋子 音楽家、ボイストレーナー

【定員20名】

1/11㈮ 10:30～12:0011日
講座

全1回3,780円(税込) 申込締切 1/10㈭

中山みどりの羊毛フェルトアート
～愛犬・愛猫を作ろう～

中山みどり フェルトアート作家
一般社団法人フェルトアート協会代表

【定員20名】

2/11 13:00～17:0011日
講座

全1回9,180円（税込、材料費込）

申込締切 2/4㈪

【定員6名】申込締切 2/21㈭

佐々木酒造の「日本酒利き酒セミナー」

ドラマや舞台で大活躍の佐々木蔵之介さん
のご実家である佐々木酒造の飲み比べ利き
酒セミナーです。季節限定商品から数量限
定の純米大吟醸まで数種類のおいしいお酒
を飲みながら、蔵之介さんのご実弟、佐々木
晃社長の利き酒のレクチャー、お酒の楽し
み方をお聞きいただきます。参加者には
佐々木酒造の銘入り利き猪口プレゼント。

佐々木 晃 佐々木酒造株式会社
代表取締役

【定員25名】

2/21㈭ 13:30～14:3011日
講座

全1回3,780円（税込、教材費込）

※20歳以上限定。お車でのご来場は
　固くお断りいたします。

申込締切 2/14㈭

～スクイーズ1dayレッスン～

『スポンジ切り出しDEパンケーキ』

『スクイーズデコ』

低反発のスポンジを切り出し、人肌のゲルを使ったリアルでぷ
にぷにのフルーツなどを作り、可愛くデコレーションしてパン
ケーキを作るスペシャルレッスンです。

ふわふわのスポンジでできたドーナッツ、カップケーキ、
マドレーヌの土台にジョイントコークで作ったチョコレ
ートソースを塗り、シリコンのクリーム、フルーツなどの
パーツでデコレーションします。

森川葉子

18歳
以上

日本スクイーズ協会 一般社団法人日本スクイーズ協会　会長

【定員10名／ 6歳以上】3/2㈯ 10:30～12:3011日
講座

3/1㈮ 10:30～16:30
（休憩含む）

11日
講座

3/2㈯ 13:30～・14:30～・15:30～
（1回45分程度）

11日
講座

全1回3,240円(税込) 1,500円(税込)

【定員各10名／ 2歳以上】全1回500円(税込)

全1回10,800円(税込)

・ディプロマ代／ 10,800円(税込)

・年会費／ 3,240円(税込)

・スターターセット／ 13,824円(税込)

1,000円(税込)

申込締切 2/21㈭

申込締切
 各1週間前

パワーストーン検定 3級・2級・1級
パワーストーンを基礎から学び、

パワーストーンのプロを目指す講座です。
パワーストーンって何？という基
礎的な知識から、実際の身につけ
方、付き合い方を学びます。

羊毛を針でチクチクさしてからめ、愛犬・愛猫の
写真を見ながら、本物そっくりの小さい「うちの
子」を作りましょう。全身伏せポーズタイプの作
品を作ります。

藤本貴美子
パワーストーンマスター
ナビゲーター

【定員各10名】

1/27㈰・2/19㈫
10:30～12:00

11日
講座

2/3㈰・2/26㈫11日
講座

全1回2,160円（税込、修了証込）

1/27㈰・2/19㈫
13:00～14:30

13:00～16:30

11日
講座

全1回5,400円（税込）

5,400円（税込/修了証込)

全1回16,200円（税込） 33,480円（税込/修了証込) ※認定料・協会登録料別途（任意）

ルルベちゃん®フリーレッスン

スクイーズ講師認定講座

ルルベちゃん®認定講師講座

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。今回はファーケープ付ツー
ピスルルベちゃんです。

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。
2017年に設立された日本スクイーズ協会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。
スクイーズのスポンジ作り（ドーナツ、マドレーヌ、カップケーキ）ト
ッピングパーツ（イチゴ、ブルーベリー、キウイ、オレンジ、クマクッキ
ー、パイナップル）を作ります。講座終了後メールで画像添削あり。
合格後、講師認定証発行。講座を教えたり、体験レッスンなどのイベン
トを主催することが出来ます。

2日間の認定講座で、ルルベ
ちゃんの講師になれます。講
師になれば、レッスンや販売
が可能になり、材料も自分で
仕入れられるので、オリジナ
ル作品に挑戦することもで
きます。

山﨑一美 ルルベちゃん®認定講師

【定員8名】
【定員8名】

1/29㈫ 10:30～12:30
10:30～13:00

11日
講座

2/25・3/11㈪

全1回1,620円(税込)
10,800円（テキスト代、認定料含む）
全2回5,832円(税込)

4,320円(税込) パーツの追加は200円～

申込締切 1/28㈪
申込締切
2/22㈮

DECO DIFFUSER認定講師養成講座

火も電気も使わずに手軽に楽しめる人気のディフ
ューザーです。お花やストーンなどでアレンジし
たリードスティックを挿すだけで、周りを華やか
に飾ってくれます。見た目と香りで癒されるディ
フューザーはお部屋のインテリアとしても最適！
ご自身のお好きな香りで作っていただけます。

澤田裕美 DECO DIFFUSER認定講師

【定員5名】

1/25・2/22・3/22㈮10:30
 ～13:30

11日
講座

全1回5,400円(税込) 20,520円(税込)

申込締切
各2週間前

間取りプランナー初級資格講座

テレビにもご出演の“間取り先生”監修の講座です！「新築に戻れるなら間取りをやり直したい」と
考えている方は95%！（日本間取り協会調査）この現状を受け、住みやすい間取りを作れるように
なる、間取りに特化した初めての資格「間取りプランナー講座」が誕生しました。初級では日本の間
取りの歴史・現状や、動線・通風・日照・騒音など、間取り学の基本を学びます。新築やリフォームをご
計画の方、マンションなどを購入予定の方、間取りに興味のある方、間取り図を見るのが好きな方、
どなたでもご受講いただけます。講座受講後、修了証を発行いたします。

上田康允 一般社団法人 日本間取り協会 代表理事

【定員15名】3/24㈰ 13:30～15:4511日
講座

全1回5,400円（税込、テキスト・認定料込)
申込締切
3/17㈰

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。

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

【定員15名】

1/21㈪・2/17㈰ 10:30～17:30
（休憩含む）

11日
講座

全1回17,280円(税込)

テキスト1,500円(税込)

4,320円(税込)

申込締切 各5日前 申込締切 各6日前

JAAハンドトリートメント検定講座

こころのこもったコミュニケーションツールとして、人と社会をつな
げるスキルです。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。ご家庭やボランティアとしてだけではなく、お仕事にプラ
スする技術として、医療・介護・福祉の現場などにも拡がっています。

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

【定員8名】

2/3・3/10㈰
10:00～17:00（休憩含む）

4/18・25㈭
13:30～16:30 

11日
講座

全1回16,200円(税込)

17,280円(税込)

全2回16,200円(税込)

17,280円(税込)

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。

原田さゆり ＴＣカラーマスター認定講師

【定員15名】

1/19㈯・2/10㈰
10:30～17:00（休憩含む）

11日
講座

全1回10,000円(税込)

9,000円(税込、認定料・テキスト込) 申込締切 各1週間前

CLカラーセラピスト講座 ステラ

可愛い12色の星型カラーボトルを使用するカラーセラピー
です。星の解読書がついているのでカラーセラピー初心者
さんでも安心して楽しめる講座です。

六車紀代美

1日でカラーセラピスト 大学教授･医師も推薦する心理学

日本メディカルアロマテラピー協会　
アドバイザー

【定員8名】

2/17・3/17㈰10:30～15:30
(休憩含む)

11日
講座

全1回10,800円(税込)

16,200円(税込、カラーボトル・認定料等込)

申込締切 各2日前

1日でわかるがっつり心理学講座

アメリカでは主流の精神分析の方法の1つとしてもちいられてい
る「キャラクトロジー (人格構造学・人格構造論・性格学)」をベース
として、日本人向けに発展させた画期的な心理学です。

前田奈緒子 ＨＩＴキャラクトロジー心理学協会認定ベーシックマスター講師

【定員4名】

1/26㈯・2/23㈯・3/31㈰
10:30～17:30(休憩含む)

11日
講座

全1回21,600円(税込)

16,200円(税込・修了書込) 申込締切 各7日前

ペットシッター士資格認定講座

「あなたを待っているペット達がいます」
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。

日本ペットシッター協会講師

【定員10名】2/10･2/24㈰
12:30～17:30

全2回48,000円(税込)
4,200円(税込)
5,000円(税込、修了証発行料込)

申込締切
2/3㈰

ペットセルフケアセラピスト講師講座
メディカルアロマ メディカルアロマ

ペットの体と心のケアとしてメディカルアロマを
安全に使う方法を教えることができる“ペットセ
ルフケアセラピスト”を育成するための資格講座
です。講座終了後は「ペットセルフケア資格講座」
を開催することができます。

六車紀代美 日本メディカルアロマテラピー協会 アドバイザー

【定員8名】2/2㈯・3/3㈰ 10:30～16:00
(休憩含む)

11日
講座

全1回12,960円(税込)

11,880円(税込、試験・認定料等込)

申込締切
各2日前

【定員8名】
申込締切
各2日前

1/20㈰・3/2㈯ 10:30～16:00
(休憩含む)

11日
講座

全1回12,960円(税込)

11,880円(税込、試験・認定料等込)

セルフストレスケア講師講座

基本的な心理学とメディカルアロマを使っ
たストレスケアの方法を教える講師講座で
す。講座終了後は「ストレスケア資格講座」
を開催することができます。

六車紀代美 日本メディカルアロマテラピー協会　
アドバイザー

ツヤ肌 春メイク

素肌感、透明感、うるおいのある肌感を実現
するツヤ肌メイクが今のトレンド。メイク
のプロがツヤ肌になるぬり方、春にぴった
りのメイク術をお教えます。

力強く滋味深い旬の野菜をふんだんに用いた、身体も
よろこぶお精進の馳草懐石をゆっくりといただきま
しょう。京の銘店紫野和久傳にて、動物性のものをい
っさい使わない典座料理を手掛け、本格精進料理で有
名な大津市の月心寺でも腕を振るってきた店主のこ
だわりは、真っ白な胡麻とうふ。なめらかな食感と濃
厚な風味が楽しめる絶品です。昆布だしと鰹だしの使
い分けや味付けのアレンジなど、ご家庭の和食に生か
せるワンポイントアドバイスもいただきます。

中芝亜友美 レヴェドボウ化粧品
ビューティアドバイザー

【定員6名】

2/15㈮・3/15㈮ 10:00～11:3011日
講座

全1回1,620円(税込)

1,500円(税込) 申込締切 各3日前★プレゼント付★

はじめてのヘッドケア講座

ヘッドケアは手軽にできて、健康、美容など
様々な効果があります。生活や仕事にも役立
ちます。美しい髪は内側のケアから。

田村佳寿美 SWS認定講師

中村茂雄
高台寺とよ川店主

【定員6名】

1/21・2/18・3/18㈪
13:00～14:30

11日
講座

全1回2,160円(税込)

2,160円(税込) 申込締切 各3日前

【定員20名】申込締切 4/14㈰

パーソナルカラー個人診断

自分の個性に調和し似合う色、魅力を最大限に
輝かせてくれる『パーソナルカラー』を診断し
ます。プラスで骨格診断（ネックライン診断）も
致します。

原田さゆり

1日1名限定！完全予約制の個人レッスン
一般社団法人国際カラープロフェッショナルカラー協会
マスター講師、日本パーソナルカラー協会認定講師

【定員1名】1/22・2/26㈫
10:30～12:30

11日
講座

全1回6,480円(税込)

申込締切
各3日前

～クラス・職場で盛り上がる～マジック教室

新しい出会いや別れの季節です。親睦や場を盛り上げ
たいときにもってこいのマジックを、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。パーティ
ーや宴会で演じれば、拍手喝采まちがいナシ！

西田晴一 10歳以上関西奇術連合会会長

【定員30名】2/10㈰ 13:00～14:0011日
講座

全1回2,160円(税込) 1,000円(税込)

申込締切 2/7㈭

松井山手

http://culture.jeugia.co.jp
JR学研都市線「松井山手駅」徒歩2分

JEUGIAカルチャー

松井山手

にオープン!!

松井山手
BRANCH
ブランチ

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］

中山みどりの羊毛フェルトアート
～愛犬・愛猫を作ろう～
2/11 13:00～

JEUGIAカルチャー検索

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

体験・受講お申し込み受付中

やってみたい!から次のステップ

体験してみる!
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

保
存
版

ご予約お申込み承ります!
からもホームページ

1時間目 10:45～11:35

生物

10:30～10:40入学式 

15:40～16:00修了式
修了証書授与

「多肉植物」

「薬膳」～"わたし"の心と体を変える～
2時間目 11:50～12:40

家庭

昼食（教室内）お弁当あり！

3時間目 13:40～14:30

12:40～13:40

美術

昼休み

「和のイラスト」～はがきに描く～

4時間目 14:45～15:35

国語 「朗読でアンチエイジング」

月　

 

日

大
人
の
学
び
舎 

時
間
割

（
木
）

1

31

学生時代を思い出してもう一度「学び舎（学校）」で
学んでみませんか。得意な科目もちょっと苦手な
科目も仲間と一緒に楽しみましょう。

11日
講座1月31日㈭10:30～16:00 ★昼食のお弁当付きです★

全4科目

美しく、可愛らしく、個性的な「多肉植物」の種類やご家庭での育
て方を学び、お家での“ちょこっとインテリア”に最適な寄せ植えを
体験します。

多肉植物 松岡修一 先生

多肉植物栽培家。奈良県で「たにっくん工房」を経営。
NHK出版の運営する園芸情報サイト「みんなの趣味の園芸」で
「多肉植物・サボテン図鑑プロジェクト」執筆・監修。

講師Profile

講師Profile

講師Profile

講師Profile

漢方中医学の知識を身近に学べるセミナーや料理教室、資格取得
講座が人気。語学力を活かし、日本在住外国人への薬膳セミナー
など、多方面でも活動。

和のイラストレーター／グラフィックデザイナー／DTPデザイナー。
一般社団法人 和のイラスト協会代表理事。

日本朗読検定協会シニアリーダー・キャリアコンサルタント・司会者。
話し方指導、朗読指導をはじめ、朗読講師の育成、近年では大学で
の講座も持つ。

生物

薬膳とは、『今のあなた』にぴったりの食材/食事を選び、美味しい
ご飯で健康と美を保つための知識。料理が苦手でも、時間がなく
ても。今すぐ実践できる、真の健康・薬膳ライフを始めましょう。

薬膳～"わたし"の心と体を変える～ 高見節佳 先生家庭

画題は「節分 鬼さん」運筆と色使いを学びながら、シンプルなデ
ザインを少ない筆数で描きましょう。手描きならではのかわいい
鬼が仕上がります。

「和のイラスト」～はがきに描く～ 鮎裕（あゆゆう） 先生美術

アンチエイジングにもつながる発声レッスンで、姿勢の良い声を
出しましょう！そして朗読で脳を活性化させましょう！

朗読でアンチエイジング 池内詠子 先生国語

【受 講 料】全4科目（1日限定講座） 10,800円（税込）
【申込締切】1/25(金)まで
※全4科目セットの受講となりますので、1科目のみの受講はできません。

オープニング特別企画

定員12名

［電話受付］
10時～20時
土日祝18時迄0120-617-170

特別
講座
定員20名

おいしい手前味噌講座
1/30㈬・3/14㈭
10:30～

特別
講座
定員10名

キッズ♡チアダンス
体験
実施

体験
実施

体験
実施

池坊 IKENOBOYSと
「初春のいけばなレッスン」
1/26㈯ 11:00～

特別
講座
定員12名

チェロ

秋竹朋子先生
来店!

中山みどり
先生来店!

代表 佐々木 晃
氏 来店!

「ホンマでっか?!TV」の美声評論家等、TV番組出演でご
活躍！ 3万人以上のレッスンを実施してきた、超絶対音
感を持つカリスマボイストレーナーの秋竹朋子先生に
よる直接指導。

テレビ朝日系「徹子の部屋」、日本テレビ系「ヒルナンデス」
出演等、多数のメディアで紹介され、只今活躍中の中山み
どり先生に直接ご指導いただき、1日で1作品を仕上げる
集中講座です。

【秋竹朋子プロフィール】
東京音楽大学ピアノ演奏家コー
ス卒業。聖徳大学大学院音楽研
究科卒業、日本国内、また国際音
楽コンクールにて優勝などさま
ざまな受賞歴がある。ボイスト
レーニングスクール「ビジヴォ」
の代表として「声」「話し方」に問
題を抱えるビジネスパーソンの
指導を実施。音楽家ならではの
聴力と技術を駆使した、日本初
「超絶対音感」によるボイストレ
ーニングが話題を呼び、ビジネ
ス各紙からの取材、ＴＶ番組に
も多数出演。これまで3万人以上
のレッスンを実施。

声はトレーニングしないと老けてしまいます。腹式呼吸にの
せた声で話すと美声になり、衰えがちな声帯の筋肉も普段か
ら筋トレされるので、自然と若々しくハリのある声を保てる
ようになります。滑舌が悪い、通らない、響かな
い、ハリがない・・・等の悩みを改善！呼吸、発声
法、発音さらには姿勢矯正などのトレーニング
を行い、正しい「呼吸・発声・発音」の習慣を身に
着けましょう。

3
級

パワーストーンの意味や特徴、選び方や組み合わせ方、デザイン方法などを
学び、ブレスレットを製作出来るようになる、お仕事に繋がる講座です。

1
級

パワーストーン同士の相性や分
類、お手入れ方法、浄化やパワーチ
ャージについて学びます。

2
級

2日
講座
2

2日
講座
2

2日
講座
2

［電話受付］ 10時～20時※土日祝18時迄
0120-617-170

10,160円JEUGIAカルチャー会員

高台寺 とよ川
（京都市東山区上弁天町427-2）

高台寺とよ川で味わう
季節のお精進“馳草懐石”

【受講料】10,484円(税込、食事代込)
※ドリンク代別途

4/17㈬
11:45～14:00頃

第1・2・3（木）17:00～18:00

第2・4(土)
13:00～・14:00～・15:00～

卓球教室（キッズ・大人）

体験
実施

第4（火）10:30～12:30

かんたん・たのしい
おうちパン講座

第1・3(金)17:00～
[1回50分／個人レッスン]

〈小1～〉

かわいいミニチュアフード1/27㈰
開講予定【全6回】第4（日）

10：30～12：00


