
1,500円
3/25(月)

100円

1,000円3/12・26(火) 324円(税込) 1,000円
3/22・4/12（金）

500円(税込/道具類レンタル含む） 1,000円3/28（木） 500円(税込） 1,000円
3/17・4/7（日）15:30～、3/20（水）13:30～

500円（税込）

1,000円3/19（火） 540円(税込） 1,000円3/12(火) 1,000円3/18（月） 800円(税込）
1,000円4/11(木) 500円(税込）

1,000円4/2(火) 500円(税込） 1,000円3/24(日) 2,000円(税込） 1,000円
「鯉のぼり」4/25㈭10:30～
648円(税込） 1,000円3/15（金） 1,080円(税込） 1,000円

3/15・4/5（金）
1,000円(税込）

1,000円3/28(木) 1,000円(税込） 1,000円3/12(火) 3,240円(税込） 1,000円3/27(水) 1,620円(税込） 1,000円3/27（水） 2,160円(税込） 1,500円3/9(土) 1,500円(税込）

1,000円
3/13・4/10（水）

1,000円(税込） 1,000円4/17(水) 1,500円(税込） 1,500円3/9(土) 300円(税込）

1,000円3/25(月)

1,000円3/17（日） 1,000円(税込） 1,000円
3/13・4/10（水）

2,160円(税込） 1,000円3/27（水） 2,160円(税込） 1,000円4/12（金） 2,160円(税込）

2,000円3/12(火)13:00 ～ 1,500円(税込）

1,000円3/19（火） 1,500円（税込） 1,000円3/16（土） 1,000円(税込） 1,000円3/16（土） 1,000円(税込）

1,500円3/22(金) 500円(税込) 1,000円3/19(火) 1,000円（税込） 1,500円4/8（月） 1,500円（税込） 1,000円
3/23㈯15:00～・3/26㈫13:00～

864円(税込）

1,000円3/12・3/26(火)

1,000円
3/16・30(土)

1,500円3/20・4/3(水） 1,000円
3/16・4/6(土)

1,000円3/18・4/1（月）

1,500円3/9・3/23(土) 1,000円3/22(金) 1,000円3/28（木） 1,000円3/11・3/25(月)

1,000円3/21・4/4（木） 1,000円
3/13・3/27（水）

1,000円
3/12・3/26(火)

1,000円(親子で)3/20・4/3(水)

1,000円3/20(水) 1,500円
3/28(木)

2,600円3/27（水） 1,000円3/28（木） 1,000円3/18㈪・19㈫

1,000円3/15(金) 1,000円3/20(水) 1,000円3/15・4/5（金） 1,000円3/22(金)

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

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

第2･4(月) 10:00～12:00
月額5,600円(税別)

水彩画・色えんぴつ画

風景写真や、果物・草花を前に、色の合わせ方や
タッチなどきれいに描くポイントを初歩から学
びます。

森　慎司 主体美術協会会員

第2・4(火) 14:00～16:00
月額4,600円(税別)

やさしいパステル画

絵本の世界のようなかわいくやさ
しい絵を描きます。見本の絵をお
手本に、はじめての方でも簡単に
描けます。

沖　明日香 画家、アトリエいろのね主宰

第2・4（金）10:30～12:30
月額4,000円(税別)

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。

永重信江 日本絵手紙協会公認講師

第4(木)13:00～15:00
月額2,400円(税別)

鮎裕の和のイラスト講座
・日曜日クラス
・水曜日クラス

少ない筆遣いで、四季折々のホッ
とする｢和のイラスト」をハガキに
描きます。

新發田恭子 一般社団法人和のイラスト協会
公認講師

第1・3（日）15:30～17:30
第1・3（水）13:30～15:30
月額4,000円(税別)

筆ペンはがき絵

6色のカラー筆ペンを使用し
誰でも間単に描けます。

木村杲海 暁書法学院
常任理事 山本榮茜 暁書法学院

講師

第3（火）10:30～12:30
月額2,000円(税別)

ペーパークイリング

細長い紙をクルクルまいて作るペーパークラフト
です。花や食べ物など季節に
合わせて楽しく作りましょう。

山本美穂 ボタニカルクイリング・ジャパン認定
インストラクター

第2(火)10:30～12:30
月額3,000円(税別)

ママが自分で作る 知育絵本
～すうじえほんを作ろう～

まずは1から10までの数字をテーマ
にお好きな画材で絵本を作り、製本
まで指導します。3回で1冊完成です。

うえだいずみ 絵本作家

第3（月）12:30～14:30
月額2,100円(税別)

～暮らしの中の布箱～
はじめてのカルトナージュ

厚紙をお好きな大きさに切って箱を
組み立て、素敵な布や紙で飾り、貴女
だけのオリジナルな布箱を作ります。

柳原和美「Atelier Shellen」主宰

第2(木)10:30～12:30
月額3,500円(税別)

はじめての韓紙工芸

韓国の伝統工芸・韓紙（ハンジ）。
軽くて丈夫な”韓紙”で日常の生活
雑貨を彩りましょう。

山口千里 韓紙工芸yona主宰

第1(火)10:30～12:30
月額2,500円(税別)

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。

井川季里香 ポーセラーツサロンシャルミル主宰

第4（日）13:00～14:40
月額2,100円(税別)

休日のポーセラーツ

白い陶器にさまざまな種類の
模様をシール感覚で貼り付け
て焼き付けます。

中芝亜友美 日本ヴォーグ社認定ポーセラーツ
インストラクター

第4（木）10:30～12:30
月額2,000円(税別)

クラフトバンドで作る
バッグと暮らしの小物たち

クラフトバンド（紙ひも）を使い、
実用的なものを編んで作ります。

森戸佳子 クラフトバンドエコロジー協会認定講師

第3(金）12:30～15:00
月額3,000円(税別)

色とデザインで楽しむレザークラフト

基本的な革雑貨を作りなが
ら、革の選び方やデザイン
の仕方、金具などの使い方
を学んでいきましょう。

向山香織 レザークリエイター 1/4moon.主宰

第1・3（金）10：30～ 13：30
月額5,500円(税別)

はじめての仏像彫刻

はじめて彫刻刀を手にする方にも
できるよう、道具の使い方、手入れ
の仕方から教えます。

平杉峯香 慧光菴仏所

第4(木)13:00～15:00
月額2,000円(税別)

Enjoy! Happy! Smile!
消しゴムはんこ教室

初めての方でも簡単に楽しめる消し
ゴムはんこ。消しゴムはんこ初級アド
バイザーの資格取得も可能です。

makinoco JESCA公認講師、JESCA認定
イレイサースタンプクリエイター

第2・4(火) 
10:30～12:30
月額5,000円(税別)

第2or第4(火)
10:30～12:30
月額2,600円(税別)

四季を彩るビーズフラワー
～可愛いお部屋飾りとアクセサリー～

煌めくグラスビーズを使い四季
折々の可愛いお花を作ります。

清水美佐 Rose Lys blanc主宰
ビーズフラワー講師

第4（水）13:30～15:30
月額2,500円(税別)

マクラメジュエリー

マクラメ編みの基本（平結び・ねじ
り結びなど）から始めて、レベルに
応じて難しい編み方にもチャレン
ジ！

松原ルミ 楽習フォーラム・マクラメジュエリー
認定講師

第4（水）13:30～15:30
月額2,500円(税別)

ビーズジュエリー

ビーズアートステッチやジュエリ
ークロッシェなどの様々な技法か
ら、お好みの技法や作品を選択で
きます。

松原ルミ 楽習フォーラム・ビーズアート ステッチ・
ジュエリークロッシェ認定講師

第2(土)10:30～13:30
月額3,000円(税別)

アートクレイシルバー

純銀粘土アートクレイシル
バーを用いてのオリジナル
シルバーアクセサリー制作
講座です。

保田顕子 純銀粘土講師

第2（水）13:00 ～ 15:00
月額2,500円(税別)

カワイイねんどアートとポリマークレイ雑貨

樹脂粘土を使った粘土アート、ポリ
マークレイを使ったクレイアクセ
サリーなどを製作いただきます。

松原ルミ ハンドメイド教室
First-step主宰

スイーツデコレーションレッスン

㈱タミヤとスイーツデコレーション
作家・関口真優がコラボしたスイー
ツデコレーション講座です。

澤田裕美 パステルスイーツインストラクター

第3(水)10:15～12:15
月額2,500円(税別)

はじめてのソープカービング

初めての方でもナイフの持ち方、
動かし方から指導しますのでご安
心ください。シニアの方も大歓迎
です。

白須ゆき STUDIO SUK CAI
認定講師

第2(土)10:30～12:30
月額2,500円(税別)

フルーツ＆ベジタブルカービング

食卓を彩る季節の野菜のカービ
ングや、パーティーにも重宝する
フルーツのカービングを基礎か
ら学べます。

村上准子 STUDIO SUK CAI
認定講師

第4(月)12:30～14:30
全3回8,100円(税込)
材料費／全3回11,340円(税込)

手づくりお香講座

高級香木の沈香や白檀、天然
香原料を使い、匂い袋・お線
香・練香を作り、和の香りを
楽しみましょう。

真﨑好美 SWS認定講師
和雅香師

第4(月)13:00 ～ 15:00
全4回12,960円(税込)
※花道・茶道のみ
　材料費／各1,000円(税込) 材料費／月額1,500円(税込)

材料費／月額1,500円(税込)

材料費／月額1,500円(税込)

1、花道（大和未生流）
2、テーブル茶道（裏千家茶道）
3、礼法（日本礼法)
4、着付(平安古流)

これで完璧!
和のたしなみ講座

堅苦しく考えず、短時間で必要
な和の嗜みを身につけましょ
う。全4回で花道、テーブル茶道、
礼法、着付を学べます。
海外へ行く方、花嫁修業したい
方にもおすすめです。

宇井信子

ここだけおさえておけば大丈夫！

和の嗜み専門家

第1・3（日）10:30 ～ 12:30
月額4,100円(税別)

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。免状取得も可。

高津倫子 華道家元池坊華道講師

第2（水）10:30 ～ 12:30
月額2,000円(税別)

癒やしのフラワーアレンジメント

いきいきとしたお花に癒やされる朝のひ
ととき。新鮮な季節のお花を使い、フラワ
ーアレンジメントを基本から学びます。

辻中やよい子 FDA認定校
「Flower room優遊」講師

第4（水）10:30 ～ 12:30
月額2,000円(税別)

季節のプリザーブドフラワー

保存性の高い花材でのフラワーア
レンジを行います。生花に劣らぬ
あざやかさと長く続く美しさを楽
しめます。

辻中やよい子 FDA認定校
「Flower room優遊」講師

第2（金）19:00 ～ 21:00
月額2,000円(税別)

インテリアフラワー

花のジャンルを問わず、季節
の花を使って月ごとの行事や
流行を取り入れた室内装飾を
作ります。

辻中やよい子 FDA認定校
「Flower room優遊」講師

第3（火）10:30 ～ 12:00
全5回10,800円(税込)

紅茶の楽しみ方（基本編）

ご自身で紅茶を美味しく淹れ
られるようになるレッスンで
す。最後には講師の手作り菓子
と一緒にティータイム♪

小林理恵子 紅茶コーディネーター

第3（土）11:00 ～ 12:00
月額2,000円(税別)

ゆったり茶道（表千家）

美しいふるまいや作法を身
につけられる講座です。おい
しいお茶お菓子とともに、気
軽に学んでいただけます。

山中慎司 表千家茶道講師

第3（土）12:30 ～ 13:30
月額2,000円(税別)

男の茶道（表千家）

気鋭の男性講師による茶道講座で
す。男のたしなみの一つとして、日
本の礼儀作法や教養を身につけて
みませんか。

山中慎司 表千家茶道講師

第2(火)13:00～15:00
全3回6,480円(税込)

珈琲の始め方・楽しみ方

たくさんの珈琲のあり方がある中
で、今から珈琲を始めたい方に向
けた珈琲の世界を広く理解でき
る、始めの一歩の講座です。

向井　務

ファーストステップ講座

ステップアップ講座

みさご珈琲の珈琲塾 認定講師

第4(金)13:00～15:15
月額2,500円(税別)

ヨーロッパの素敵な刺繍
三枝ひとみ 公益財団法人日本手芸普及協会 師範

第1・3（火）10:30～12:30
月額4,000円(税別)

ニットライフ～生活雑貨を編む～

大人気のTシャツヤーンやマク
ラメロープを使って生活雑貨を
中心に製作します。

髙月里実 ニット作家、ニット講師

第2(月）10:00～12:00
月額1,500円(税別)

～未就学児同伴可～アイシングクッキー

月1回デザインを変えていろいろ
なアイシングクッキーを作成して
いただきます。

中芝亜友美 ハンドメイドサロン
Sweetroom主宰

第4（火）13:00～15:00
第4（土）15:00～17:00
月額2,500円(税別)

かんたん・たのしいおうちパン講座

生地を1日ねかせフライパンやトースターで焼くだけ！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。

松原ルミ おうちパンマスター

お子様連れOK（小学生以下）

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♪

China(ちな) ピースクラブインストラクター

第1・3（土）13:00～14:00
月額3,600円(税別)

キッズカンフー

カンフーとは中国武術の総
称で、バランスの良い筋力、
柔軟性、強く優しい心、忍耐
力を身につけます。
2020年東京オリンピック
正式種目候補にもなってい
る注目の競技です。

冨岡翔陽

月4回（水）17:00～17:50〈3歳～小学1年〉
　　　　  18:00～19:00〈小学生〉
　　　　  19:00～20:00〈中学生～〉
月額7,200円(税別)

バレエ・アン・ドゥ・トロワ
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。

小野紋弓
桧垣バレエ団員

第1・3(土)13:00～14:00〈3歳～年長〉
　　　　  14:00～15:00〈小1～6年〉
月額3,500円(税別)

こどものための楽しむバレエ

音楽に合わせのびのび楽しくバレエのレッスン！
初めてバレエを習うお子様に、踊ること・表現する
ことの楽しさを感じて頂く教室です。

片山真瑛 水野弘子バレエ学園講師

第1・3（月）17:30 ～ 18:30
月額3,000円(税別)

～表現力を磨く～こどもモダンダンス

ジャズダンスを基本に、舞台など
で演じられるモダンダンスの基礎
を学び、表現力を磨きます。

KAZ 「芝居とダンスのチャンビー」主宰
JDAC認定ダンス指導員

第2･4（土）17:00 ～ 18:00
月額3,600円(税別)

HIP HOP DANCE

楽しく体を動かしながら、かっこ
よく踊ろう！優しい先生が丁寧に
指導。ダンスが初めてでもお任せ
ください。

Yu ダンサー　ダンスインストラクター

KID'S DANCE〈JAZZ STYLE〉

ジャズをベースに、明るく楽しくダンス
のレッスン！基本のステップからしっ
かり教えます。

YURIKA ダンサー

第1・2・3（木）16:50～17:50[初級]
　　　　　　18:00～19:00[中級]
月額4,500円(税別)

キッズ♡チアダンス

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！

高橋梨沙 JOYチアリーダーズクラブ

第2・4(月) 17:30 ～ 18:30
月額3,000円(税別)

ケイキフラ～かわいいこどものフラ～

ハワイの音楽に包まれ、色鮮やか
なパウスカートを履いて、かわい
く踊ってみましょう。 

松本理美 レイミリミリフラスタジオ所属

第1・3（木）16:30 ～ 17:30
月額3,000円(税別)

キッズタップダンス

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。

浦中進一 ダンススタジオバックステージ代表

月4回（水）18:30 ～ 19:45
月額5,200円(税別)

こども空手（糸東流）

健康な精神と肉体を作り、礼節を学び、青少年の
健全な育成及び、自己形成を目的としています。

加藤　康

全日本空手道連盟糸東会拳聖舘舘長 北邨敬治八段監修

拳聖会指導員

月4回(火)
17:00～18:00[初級]
18:00～19:00[中級]
月額5,200円(税別)

こども合気道

合気道はあらゆることから身を護る
武道として人気が高く、礼儀作法・体
力作り・精神修養に役立ちます。

窪田育弘・他 連盟指導員 全日本合気道連盟理事
８段位

第1・3(水) 12:00 ～ 13:00
月額3,500円(税別)

ママとベビーのヨガクラス

産後ママの育児は24時間。たった
1時間でも自分のための時間を持
つことで、気分はリフレッシュ！

西垣裕子 日本ママヨガ協会認定講師

第1・3(水) 9:45 ～ 10:45
月額3,000円(税別)

親子で楽しく キッズビクス

ウェーブリングを使ってママと一緒に
楽しく運動しましょう！知育・体育の
両面からアプローチできます。

ASAMI フィットネスインストラクター

元龍中国武術交流協会

第2･4(木) 16:30～17:30
月額4,000円(税別)

こども日本舞踊

曲にあわせて楽しく踊りながら自然に仕草が身に
つきます。行儀作法も学び可愛い大和撫子に！

嵯峨凰祥 嵯峨流初代家元

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

キッズヴォイストレーニング

楽しく基礎を学びながらリズム感や
音感を養います。ピアノのレッスン
も希望される方はご相談ください。

岸本幾美 関西二期会会員

月3回（木）15:00～21:00[1回30分]
月額6,900円～(税別)

やさしいこどもピアノ

はじめて楽器にふれる小さなお子様か
ら経験者のお子様まで、一人一人の年
齢やペースに合わせてレッスンします
ので、安心してご参加いただけます。

木全絵理 短期大学非常勤講師

こどもヴァイオリン

小さなお子様でも持ち運んで弾くことが出来る楽器、
それがヴァイオリンです。練習をすればするほど美し
い音色を出すことが出来、豊かな表力が身に付きます。

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

第1・3(金)17:00～21:30[1回50分]
月額8,000円～ (税別)

こどもチェロ

チェロの深く温かな音色を一緒に
楽しみましょう。基礎からきちんと
ご指導します。

伊原直子 京都市立芸術大学卒業
Asian Youth Orchestra2009プリンシパルチェロ

第1・3(水)16:00～21:30[1回30分]
月額6,000円～ (税別)

キッズギター教室

憧れのギターを弾いちゃおう！
バンドでもソロでも活躍できるギター
は楽器のエース。アコースティック・
エレキどちらでもOK!

井上耕一 作・編曲家、ギタリスト、ウクレレ奏者

第1・3（金）17:00 ～ 18:00
月額4,000円(税別)

こどものウクレレ教室

ウクレレは小さな楽器なので
お子様でもすぐに奏でること
ができます。初めての弦楽器に
おススメです。

森田ちひろ ウクレレ講師

第2・4(金)15:00～21:00[1回30分]
月額(税別)…入門5,100円、初級5,600円、中級6,500円

こどもフルートレッスン

憧れのフルートを演奏してみませんか。
音の出し方からポピュラー音楽、本格的
なクラシックまでそれぞれに合った
レッスンを行います。

鈴木　楓 フルート奏者
かけっこ教室

腕の振り方やスタートの姿勢な
ど、かけっこが速くなるフォーム
を身につけて走る事が楽しくな
ります。

別府真樹
かけっこが速くなりたい子の為の特別教室

Beeスポーツ代表

　　　　　　　　　　　　　　●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。

〒610-0356 京都府京田辺市山手中央3-2 BRANCH松井山手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）

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。
パソコン・スマホ・携帯電話で➡

● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ● ジャンル豊富に200講座以上が集う 総合カルチャーセンター
発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2019.3.1

2019

春期号
講座案内

保存版

絵画造形教室いろのね ヴァイオリン 卓球教室 今日から始める季節の薬膳美養生

〒610-0356 京都府京田辺市山手中央3-2  BRANCH松井山手2F

お申込み
お問い合わせ

ご予約承ります
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

JEUGIAカルチャー

松井山手
BRANCH
ブランチ

JR学研都市線「松井山手駅」徒歩2分

［電話受付］
10時～20時
※土日祝18時迄0120-617-170

［電話受付］
10時～20時
※土日祝18時迄0120-617-170

[全6回]関口真優×タミヤ 京都初！

【4/12㈮開講予定】※申込締切：4/5㈮

第2(金)10:30～12:30
全6回22,680円(税込)
材料費／全6回16,200円(税込）

[全3回]

[全3回]

【3/25㈪開講予定】
※申込締切：3/23㈯

第2(火)16:00～18:00
全3回9,720円(税込)

珈琲の淹れ方や、器具の選び方、カ
ップによる味の違い、歴史や薬理
学など、日頃使えるちょっとした
コツをお伝えします。

[全4回]

[全5回]

月4回(火)16:30～17:20
月額5,000円(税別)

リトルキッズ〈3～5歳〉

月4回(火)17:30～18:30
月額5,500円(税別)

キッズヒップホップ〈小学生〉

桧垣バレエ団プリマバレリーナ小西裕紀子監修 水野弘子バレエ学園

月4回(金)[幼児]
16:30～17:20
月額5,000円(税別)

月4回(金)[小学生]
17:40～18:40
月額5,500円(税別)

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)

【定員12名】

3/17㈰・4/13㈯
10:30～11:30

11日
講座

全1回2,160円(税込)
申込締切 各3日前

マザーズコーチング認定講座
～こどもの自己肯定感を育むコミュニケーション～

こどもの将来のコミュニケーション能力の土台と
なる、重要な４つの要素（自己肯定感・自分で考える
力・折れない心・思いやりの気持ち）を育てることを
目的とした、お母さんのための講座です。

村井初美 MCS認定マザーズティーチャーTCS認定コーチ

【定員8名】

4/26㈮ ①ベーシック…10:30～12:30
②アドバンス…13:00～15:00

11日
講座

全1回①7,560円 ②8,640円
(税込、教材費・認定料込) 申込締切 4/19㈮

魔法のフェイシャルブラシケア

ブラシを使って簡単に！リンパの流れ
が劇的によくなり美肌効果だけでなく
肩・首も楽になるセルフケアです。

小西めぐみ さとう式
インストラクター

【定員10名】

3/26㈫・5/17㈮
11:00 ～ 12:10

11日
講座

全1回3,780円(税込) ※ブラシご購入希望の方は　5,400円(税込) ご予約時に
　お伝えください。申込締切 各1週間前

パワーストーン検定 3級・2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。

藤本喜美子 パワーストーン
マスターナビゲーター

【定員10名】

3/24㈰・5/26㈰
【3級】10:30～12:00 【2級】13:00～14:30

11日
講座

【3級】全1回2,160円(税込、修了証込)
【2級】全1回5,400円(税込)
【2級】5,400円(税込/修了証込) 申込締切 各1週間前

キスチェナージュのエクラリボン

大きいリボンと小さいリングの
2種類を作成します。お子様連れ
でのご参加も可能です。

中芝亜友美 日本キスチェナージュ協会認定講師

【定員4名】

美肌塾
小林美由紀

…1日でわかるシワたるみ予防

再生美容サロンasyouオーナー
日本エステティック協会認定エステティシャン

【定員8名】

・4/1㈪

…キレイに見える眉の描き方カット法・6/3㈪
…正しい化粧品の選び方とお手入れ法・5/6㈪㈷

各日13:00～14:00

11日
講座

全1回2,160円(税込) 申込締切 各2日前

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】

4/28㈰・5/26㈰
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／テキスト、教材含む) 申込締切 各1週間前

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。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】

3/22㈮10:30～13:3011日
講座

全1回5,400円(税込)
20,520円(税込／認定料含む) 申込締切 3/8㈮

親・子の片づけインストラクター 2級認定講座

子ども達と楽しく片付けたく
なる、子ども達の成長もあたた
かく見守れるような片付けの
方法や声かけを学びます。

茂木千穂 親・子の片づけマスターインストラクター
株式会社pentas

【定員10名】

【定員30名】4/7㈰10:30～17:00(休憩含む)11日
講座

11日
講座

全1回25,380円(税込、認定料込）
テキスト代1,620円(税込) 申込締切 3/31㈰

ミリオンバングル
キラキラストーンをちりばめて上
品に輝く手づくりバングル。
ゴールド、シルバーの2色からお選
び頂きます。

中芝亜友美
～高級感あふれる手作りアクセサリー～

ミリオンバングル認定講師

【定員4名】

3/26㈫
10:30～11:30

4/20㈯
13:00～14:00

11日
講座

全1回2,000円(税込)
11,500円(税込) 申込締切 各10日前

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。春にぴったりの
メイク術です。

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】

3/15㈮ 10:00～11:3011日
講座

全1回1,620円(税込)
1,500円（税込/プレゼント付） 申込締切 3/12㈫

メディカルアロマ ペットセルフケアセラピスト講師講座

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。

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】

4/13㈯ 10:30～17:00（休憩含む）11日
講座

全1回12,960円(税込)
11,880円(税込／試験・認定料等含む)

申込締切
4/10㈬

ルルベちゃん® 認定講師講座

人気のドールチャーム・ルルベちゃんの講師
認定講座です。資格取得後はレッスンや販売
が可能です。

山﨑一美 ルルベちゃん® 認定講師

【定員8名】

4/23㈫・6/2㈰
10:30～16:30（休憩含む）

11日
講座

全1回5,832円(税込)
10,800円(テキスト代、認定料含む)

申込締切
各3日前

整理収納アドバイザー 2級認定講座

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に！

中島亜季 ハウスキーピング協会整理収納アドバイザー認定講師
株式会社pentas代表取締役

【定員15名】

3/29㈮・5/25㈯
10:30～17:45（休憩含む）

11日
講座

全1回17,280円(税込)
4,320円(税込) テキスト1,500円(税込)

申込締切 各5日前

アクセサリースタンドドール

リボンとロースペタル（アーティ
フィシャルフラワーの花びら）を
使用してオリジナルのアクセサリ
ースタンドを作ります。

真﨑好美 SWS認定講師
リボンドールコーディネーター

【定員5名】

3/11・4/8㈪13:00
 ～14:30

11日
講座

全1回2,160円(税込)
3,780円(税込) 申込締切 各2日前

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

【定員6名】

3/18・4/15・5/20㈪13:00～14:3011日
講座

全1回2,160円(税込)
2,160円(税込) 申込締切 各3日前

JAAハンドトリートメント検定講座

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。

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】

3/10㈰・5/5㈰
10:00～17:00（休憩含む）

11日
講座

全1回16,200円(税込)
17,280円(税込)

申込締切 各6日前

ハーバリウムボールペン認定講師講座

大人気のハーバリウムボールペン
を2本製作していただきます。
修了証発行後お仕事としてご利用
いただけます。

髙月里実 ハーバリウムボールペン認定講師

【定員10名】

4/19㈮ 10:30～13:0011日
講座

全1回2,500円(税込)
3,000円(税込) 申込締切 4/12㈮

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！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。

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㈰

おいしい手前味噌講座

無添加で安心安全、麹が多めの
まろやかお味噌を手づくり。
カビさせないコツや開ける
タイミングなどをお教えします。

松本希子 フードコンテンツ
プランナー

【定員10名】

3/14㈭ 13:00～15:0011日
講座

全1回4,860円(税込、材料費込) 申込締切 3/7㈭

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。

原田さゆり 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

【完全予約制の個人レッスン】

3/29㈮・4/30㈫
10:30～[1回90分]

11日
講座

全1回6,480円(税込) 申込締切 各3日前

さとう式リンパケア初級講座

筋肉のねじれを解きゆるめることでリン
パが自ら流れる身体へと促していくケア
方法です。 その場で驚きの変化を実感！

小西めぐみ さとう式インストラクター

【定員10名】

3/26㈫・5/17㈮
13:00～15:30

11日
講座

全1回7,500円(税込)
ディプロマ代7,500円(税込) 申込締切 各1週間前

1日でカラーセラピスト　
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。星の解読書つきで初心者さんも安心。

六車紀代美 CLカラー teacher

【定員8名】

3/17㈰・5/11㈯
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・認定料等含む) 申込締切 各2日前

大学教授･医師も推薦する心理学
1日でわかるがっつり心理学講座

「キャラクトロジー (人格構造学・人格
構造論・性格学)」をベースに、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】

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 3/24㈰

4/20㈯
10:00～12:00

4/23㈫
10:30～12:30

11日
講座

全1回1,620円(税込)
4,000円(税込) 申込締切 各1週間前

6,372円会員

※飲酒を含みますので20歳未満の方、及び
　お車・バイクでのご来場は固くお断りします。

※作った梅酒はお持ち帰り頂けます。
　約半年～ 1年後にご自宅で飲めるようになります。

10:15 城陽酒造株式会社前（城陽市奈島久保野34-1）

京都屈指の梅の名所・青谷にある老舗酒造「城陽
酒造」にて、梅の魅力を心ゆくまで味わってみま
せんか。大粒で薫り高い梅の最高級品種、”城州
白”を使った梅酒作りの体験や梅酒の呑み比べ、
梅酒作りの行程見学、梅酒を知り尽くした酒造代
表の島本氏による貴重なお話もお楽しみ頂けま
す。梅酒作りの後は、城陽の老舗菓子店”松屋”の
梅を使ったお菓子をご賞味下さい。

京の最高級梅「城州白」で
梅酒作り＆呑み比べ
～御菓子司 松屋の梅菓子付き～

梅の名所・青谷の老舗酒造で楽しむ

申込締切
6/18㈫

城陽酒造株式会社代表取締役社長島本稔大

【受講料】6,696円(税込/飲食代・材料費込)
6/25㈫ 10:15～13:00

主にヨーロッパ各国の様々な刺繍（フランス刺繍、ハーダンガー、
スタンプワークなどなど）を紹介しながら、その技法を使った作
品作りをしていきます。初心者でも始められ
るよう、個々のペースで指導いたします。

3歳～

3歳～

3歳～
3歳～

3歳～小学生

小1～

4歳～小学生

4歳～小学生

2ヶ月～未就園児

5歳～
5歳～小学生

小学生

3歳～4歳～小学生

4歳～小学生
3歳～小学生2～ 3歳

6歳～ 年長～小6小学生～中学生小1～ 小2～

習
い
ご
と

は
じ
め
ま
せ
ん
か
。

習
い
ご
と

は
じ
め
ま
せ
ん
か
。

お
申
し
込
み
受
付
中

体
験
・
見
学

新
規
入
会

【期間】2019年3/31㈰まで ※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。

入会金1,000 割引（税別）

円

体験当日
または体験なしでご入会の方

にご入会早割早割お得な

割引!


