
4歳～大人

中学生～

3歳～

小1～

小2～

小1～

18歳～

中学生～

4歳～

年長～大人

5歳～小4

小5～中学生

3歳～小学1年

小学生

中学生～

3歳～年長

小1～6年

リトルキッズ 3～5歳

キッズヒップホップ 小学生

幼児

小学生

小学生

8歳～

3歳～

4歳～

5歳～

初級

中級

小1～

3歳～小学生

小学生

3歳～小学生

初級

中級

①幼児・入門

②初級・中級年中～小学生

年長～

年長～【月2回コース】

年長～小学生

3歳～6歳

小学生

5歳～小学生

4歳～

4歳～中学生

4歳～中学生

小学生

10歳～

小学生

年中～年長

小1～6年

0～3歳 ※保護者同伴

幼児～小学生

年中～12歳

小学校高学年～

4歳～小学生

4歳～小学生

3歳～

3歳～

小1～

小2～

6歳～

2ヶ月～未就園児

2～3歳

生後2ヵ月～3歳

4歳～中学生

年中～小学生

小学生

0～3歳

年中～12歳

1,500円

6/19㈬17:00～
6/30㈰10:30～

100円（税込）

1,750円

6/20㈭・7/18㈭
①16:00～ ②17:00～

1,500円
6/16㈰・7/21㈰13:00～

500円(税込）

2,100円
6/6㈭10:30～

324円(税込)

2,050円
6/29(土)15:00～

500円(税込）

アート＆クラフト
受講料(月額)講　師

生活文化
受講料(月額)講　師

趣味教養
受講料(月額)講　師

美容・健康・癒し
受講料(月額)講　師

ダンス・舞踊・武道
受講料(月額)講　師

音　楽
受講料(月額)講　師

こども
受講料(月額)講　師

水彩画・色えんぴつ画 第2･4(月)10:00～12:00 5,600円森　慎司

やさしいパステル画 第2・4(火)14:00～16:00 4,600円沖　明日香

ヘタでいい、ヘタがいい
はじめての絵手紙 第2・4（金）10:30～12:30 4,000円永重信江

鮎裕の和のイラスト講座 第4(木)13:00～15:00 2,400円新發田恭子

筆ペンはがき絵 第1・3（日）15:30～17:30 4,000円木村杲海

ペーパークイリング 第3（火）10:30～12:30 2,000円山本美穂

～暮らしの中の布箱～
はじめてのカルトナージュ 第3（月）12:30～14:30 2,100円柳原和美

はじめての韓紙工芸 第2(木)10:30～12:30 3,500円山口千里

日本ヴォーグ社
ポーセラーツ教室 第1(火)10:30～12:30 2,500円井川季里香

休日のポーセラーツ 第4(日)13:00～14:40 2,100円中芝亜友美

クラフトバンドで作るバッグと
暮らしの小物たち 第4（木）10:30～12:30 2,000円森戸佳子

はじめての仏像彫刻 第1・3（金）10:30～13:30 5,500円平杉峯香

Enjoy!Happy!Smile!
消しゴムはんこ教室 第4(木)13:00～15:00 2,000円makinoco

第2・4(火)10:00～12:00 5,000円

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～

第2(火)10:00～12:00

2,600円

清水美佐

第4(火)10:00～12:00

第2(火)13:00～15:00

マクラメジュエリー 第4（水）13:30～15:30 2,500円松原ルミ

ビーズジュエリー 第4（水）13:30～15:30 2,500円松原ルミ

アートクレイシルバー 第2(土)10:30～13:30 3,000円保田顕子

ナチュラル
ドールハウス 第1(水)11:00～13:00 2,500円河原かゆり

第2（水）13:00～15:00 2,500円松原ルミ

カワイイ！
季節のねんどアート 第2（水）13:00～15:00 2,500円松原ルミ

関口真優×タミヤ
スイーツデコレーション
レッスン

第2(金)10:30～12:30
全6回  　  
22,680円

(税込)

澤田裕美

[全6回]

[全4回]

はじめての
ソープカービング 第3(水)10:15～12:15 2,500円白須ゆき

フルーツ＆ベジタブル
カービング 第2(土)10:30～12:30 2,500円村上准子

池坊いけばな教室 第1・3（日）10:30～12:30 4,100円高津倫子

癒やしのフラワー
アレンジメント 第2（水）10:30～12:30 2,000円辻中やよい子

季節のプリザーブドフラワー 第4（水）10:30～12:30 2,000円辻中やよい子

ゆったり茶道（表千家） 第3（土）11:00～12:00 2,000円山中慎司

男の茶道（表千家） 第3（土）12:30～13:30 2,000円山中慎司

これで完璧！
和のたしなみ講座 第4(月)13:00～15:00

全4回  　  
12,960円

(税込)
宇井信子

ヨーロッパの素敵な刺繍 第4(金)12:45～15:00 2,500円三枝ひとみ

ニットライフ
～生活雑貨を編む～

第1・3（火）10:30～12:30 4,000円髙月里実

初心者のための
かぎ針編み 第2・4(水)10:30～12:30 5,000円松原ルミ

AmmyAmmyニットカフェ
お子様連れOK！

第1・3(木)10:30～12:30 4,000円池田ともみ

AmmyAmmy
ニットサロン 第1・3(木)13:30～15:30 4,000円池田ともみ

かな書道 月3～4回（月）15:00～16:00 6,000円～山田香代子

暮らしにいかすペン字・書道 月3～4回（月）19:00～20:00 4,500円～山田香代子

筆ペン・ボールペン
（日曜日クラス）

筆ペン・ボールペン
（水曜日クラス）

第1・3（日）13:00～15:00 4,000円木村杲海

10:30～12:30
第1・3
（水）

4,000円山本榮茜

13:30～15:30

大人のための書道教室
～毛筆からペン字まで～

月3回(金) [1時間半程度]
16:00～20:30の間

5,250円今村光保

ファミリー書道 第1・3（日）10:30～12:30 3,000円木村杲海

～未就学児同伴可～

アイシングクッキー 第2(月）10:00～12:00 1,500円中芝亜友美

～お子様連れOK（小学生以下）～
かんたん・たのしい
おうちパン講座

第4（火）10:30～12:30

第4（火）13:00～15:00 2,500円松原ルミ

第4（土）15:00～17:00

海外旅行の予習！
トラベル英会話 第1・3（火）14:45～15:45 4,500円福森才知子

初心者のための
健康マージャン教室

10:00～12:30
第1・3（火） 4,000円水谷和治

13:00～15:30

はじめての
タロットカード・リーディング 第2・4（木）13:00～14:30

全6回　　 
16,200円

(税込)

全6回　　 
12,960円

(税込)

ハートスケープ
なかむらようこ

～自分の生き方発見～
開運手相学 第1(火）18:00～19:30中谷ひろみ

NY気分で英会話!(初級) 第1・3（火）13:30～14:30 4,500円福森才知子

お勤め帰りの
英会話レッスン(初級) 第2・4（木）19:00～20:00 4,500円福森才知子

やりなおしの英会話 第1・3（土）11:40～12:40 4,000円西岡久実

カンタン韓国語(入門) 第2・4（水）13:00～14:00 4,000円オギョンソク

カンタン韓国語(初級) 第2・4（水）14:10～15:10 4,000円オギョンソク

韓国語入門（夜） 第1・3（木）19:00～20:00 4,000円オギョンソク

はじめての中国語
第2・4（日）10:30～11:30

4,000円
学友外国語学院
専任講師

第1・3（火）19:30～20:30

～音読から始める～
はじめての朗読 第1・3（月）10:30～12:00 4,000円柳原和美

[弓馬術礼法小笠原教場三十一世宗家 小笠原清忠監修]
小笠原流礼法～作法の基本～ 第1（水）14:00～16:00 2,500円深田紀美子

第2・4(水)10:30～14:40
[1回50分]

第1･3(水)13:30～16:20
[1回50分]

第2・4（土）16:00～19:00
[1回50分]

野村琢磨

初心者のための
パソコン・スマホ
個人レッスン

5,000円

パーソナルカラー＆
季節のファッションカラー講座 第1(月)10:30～12:00

全4回　  
10,800円

(税込)
友田佳美

はじめてのダーツ 第2・4（金）13:00～14:30 4,000円中宅正啓

デトックスヨガ 第1・3(水)19:30～20:45 3,500円RISA

ゆるめるヨガ（陰ヨガ） 第1・3（金）19:00～20:00 3,000円伊藤淑恵

ビューティーアップヨガ 第1・3(木)10:30～11:30 3,500円曽根明子

月イチのはじめてヨガ 第1（金）10:30～11:30 1,500円伊藤淑恵

バレトン＆ストレッチ 第2・4（水）19:30～20:30 3,000円松原史宜

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～

18:15～19:15
第2・4
（金） 3,100円松井和代

19:30～20:30

ほぐしストレッチ 月4回(月)10:45～11:45 5,400円豊田文緒

1日の疲れを癒す
リラックスストレッチ 第2・4(月)19:00～20:00 3,200円Yukky

～ウェーブリングで効果的に～
歪みリセットエクササイズ 第2・4(月)14:15～15:30 3,900円ASAMI

ルーシーダットン
（タイ式ヨガ） 第1・3（金）10:30～11:30 3,400円菊池真紀

～座ったままでできる～
椅子ルーシーダットン（タイ式ヨガ） 第1・3（金）11:45～12:45 3,400円菊池真紀

はじめての
スポーツウェルネス吹矢
脳活健康教室
～介護予防のための脳とカラダのトレーニング～

第1・3(火)12:30～14:00 3,400円小中宏之

第1・3(木)10:30～11:30 2,800円上岡和弘

楊名時健康太極拳 第2・4（水）10:00～11:30 3,400円笹治隆子

歪みと痛みにサヨナラ！
背骨コンディショニング 第2・4(木)10:30～11:40 3,100円大谷慎二

理想の身体にデザイン!
ベリーエクササイズ 第1・3(水)10:30～11:30 3,600円朱莉

漢方の力で私を変える
今日から始める季節の薬膳美養生 第2(火)10:30～12:00 3,300円高見節佳

卓球教室 第2・4(土)15:00～16:30 5,000円
田中栄一
他

桧垣バレエ団プリマバレリーナ小西裕紀子監修
バレエ・アン・ドゥ・トロワ
水野弘子バレエ学園
大人から始めるバレエレッスン

月4回（水）19:00～20:00 7,200円小野紋弓

第1・3(土)11:00～12:00 4,000円片山真瑛

ストレッチ&美容バレエ 第2･4(水)10:30～12:00 3,300円岸本幾美

ジュニアJAZZ DANCE
〈中高生クラス〉 月4回(金)19:00～20:15 6,000円YURIKA

大人のJAZZ DANCE
～エクササイズクラス～

第1・3(金)20:30～21:30 3,800円YURIKA

季節のモダンジャズダンス 第1・3(土)18:00～19:00 3,200円Yukky

腰掛タップダンス® 第1・3(月)13:00～14:00 4,500円朝宮真由

はじめてのタップダンス 月4回(月)12:00～13:00 6,200円豊田文緒

ベリーダンス 第1・3(木)19:30～20:45 4,000円亜李（アリン）

BODY MAKE ZUMBA 月4回(火)19:45～20:35 4,800円RISA

ZUMBA 第2・4（金）10:00～11:00 3,200円サチコ

誰でも踊れる！
テーマパークダンシング 第1・3(土)16:30～17:30 3,100円Yukky

社交ダンス
入門／初・中級

［入門］
13:00～14:15

［初・中級］
14:30～15:45

月4回（木）
6,000円

浦中進一

7,000円

はじめての社交ダンス 第2・4（水）13:00～14:00 3,600円寺田和生

ゆったり♪
夜のハワイアンフラ 第2・4(月)19:00～20:00 3,300円松本理美

やさしい
ハワイアンフラ 第1・3（火）10:30～11:45 3,600円森下美香

第1・3（水）11:00～12:15 3,600円村野アロヒラニ貴子

第1・3（水）13:00～14:15 3,600円村野アロヒラニ貴子

第2・4(木)19:30～20:30 3,300円遠藤まり

力強い男性のフラ
カネフラ 第2・4(木)20:40～21:40 3,500円遠藤まり

第2(土)13:00～14:00 3,000円嵯峨凰祥

合気道 月4回（火）19:00～20:00 6,200円
窪田育弘他
連盟指導員

フィリピン武術KALI（カリ）
～真狩京都～ 第1・3（日）18:00～20:00 3,800円岡井英次

歌声サロン 第2･4(水)13:00～14:00 3,500円岸本幾美

楽しくコーラス 第2・4（金）13:00～14:00 4,200円松永広幸

ボイトレ＆
ボーカルレッスン

第1・3（木）10:30～14:00
[1回30分] 6,000円梨木哲登

大人のヴォイス
トレーニング

第2･4（水）15:00～20:30
[1回30分]

5,200円～岸本幾美

シニアのための
脳トレピアノ®教室

第2・4(金)10:30～12:30
[各30分]

6,000円古川正子

大人のピアノレッスン 第1・3(月)10:00～14:00
[1回30分] 6,000円～岡嶋思帆

やさしいピアノ 月3回（木）15:00～21:00
[1回30分]

7,800円～
※小学生以下は
　6,900円～

木全絵理

ヴァイオリン

第1・3(火)13:00～21:00
[1回50分]

8,000円～

野中咲希
月3回(月)15:00～21:00
[1回50分]

12,000円～

チェロ 第1・3(金)17:00～21:30
[1回50分] 8,000円～伊原直子

エレキ＆
アコースティックギター

第1・3(水)16:00～21:30
[1回30分] 6,000円～井上耕一

ウクレレ 個人レッスン 第1・3(水)16:00～21:30
[1回30分]

6,000円～井上耕一

はじめての人でも弾ける
ウクレレ 第1・3（月）10:30～12:00森田ちひろ

二胡を楽しもう
3,750円～

尾辻優衣子

第3（木）10:15～13:40
[1回40分]

［入門/グループ］
第3（木）11:00～12:00 3,200円

5,000円

長唄・三味線 第2･4(月)10:30～12:30 6,000円杵屋輝久次

沖縄三線教室 第2・4(金)10:00～11:30 4,400円井後義世

はじめての
オカリナレッスン 第2・4(火)15:30～16:30 5,000円山本優子

フルートレッスン 第2・4(金)15:00～21:00
[1回30分]

入門5,100円
初級5,600円
中級6,500円

鈴木　楓

フルートを楽しもう 第1・3（水）11:00～15:00
[1回30分] 6,500円～樋上裕子

DTM＆作曲講座 第1・3(水)16:00～21:30
[1回30分]

5,000円～井上耕一

キッズ卓球教室
13:00～13:50

3,600円
田中栄一
他

14:00～14:50

17:00～17:50

第2・4(土)

月4回（水）

第1・3(土)

月4回(火)

月4回(金)

第1・2・3
（木）

月4回(火)

第1･3(木)

桧垣バレエ団
プリマバレリーナ小西裕紀子監修
バレエ・アン・ドゥ・トロワ 18:00～19:00 7,200円小野紋弓

19:00～20:00

水野弘子バレエ学園

こどものための
楽しむバレエ

13:00～14:00
3,500円片山真瑛

14:00～15:00

ダンススタジオ
ピースクラブ

16:30～17:20 5,000円

China(ちな)

17:30～18:30 5,500円

KID'S DANCE
〈JAZZ STYLE〉

16:30～17:20 5,000円

YURIKA

17:40～18:40 5,500円

HIP HOP DANCE 第2･4（土）17:00～18:00 3,600円Yu

キッズジャズ＆
ヒップホップダンス 月4回(木)18:00～19:00 5,000円松原史宜

3才からの
ダンススクール 第1・3（月）17:30～18:30 3,000円KAZ

キッズ♡チアダンス
16:50～17:50

4,500円高橋梨沙

18:00～19:00

ケイキフラ
～かわいいこどものフラ～ 第2・4(月)17:30～18:30 3,000円松本理美

月イチで学ぶ　
ゆったり日本舞踊 第2(土)14:15～15:00 2,000円嵯峨凰祥

キッズタップダンス 第1・3（木）16:30～17:30 3,000円浦中進一

キッズカンフー 第1・3（土）13:00～14:00 3,600円冨岡翔陽

こども合気道
17:00～18:00

5,200円
窪田育弘、他
連盟指導員

18:00～19:00

森信雄七段
こども将棋教室

16:00～16:45
3,500円森　信雄

17:00～18:30

計算がとくいになる！
はじめてのそろばん教室

月4回(土)13:30～14:30 5,000円

今岡牧子

第1・3(土)13:30～14:30 2,700円

学研科学実験教室 第2・4（火）17:00～18:30 3,400円
学研科学実験教室
専任講師

英語で遊ぼう 第1・3（土）10:00～10:30 3,000円西岡久実

小学生のための英語 第1・3（土）10:40～11:30 3,600円西岡久実

こども硬筆・毛筆 月3～4回（月）
16:30～18:30の間[1時間程度]

月3回(金)
16:00～20:30の間[1時間程度]

4,200円～山田香代子

こども書道教室
～かきかたから毛筆まで～

4,500円今村光保

子ども書道
日曜日クラス・水曜日クラス

第1・3（日）10:30～12:30
3,000円

木村杲海

第1・3（水）17:00～19:30山本榮茜

[弓馬術礼法小笠原教場三十一世宗家 小笠原清忠監修]
こどものための小笠原流礼法 第1（水）16:30～18:00 1,500円深田紀美子

こども茶道（表千家） 第3（土）14:00～15:00 2,000円山中慎司

池坊いけばな for キッズ 第1・3（日）13:00～14:00

第2(木)

3,000円高津倫子

こどもワクワク
フラワーアレンジ教室

15:30～16:30
2,000円日高あゆみ

17:00～18:30

ちっちゃいいろのね
～絵と創作～ 第1(木)10:30～11:30 2,100円沖　明日香

絵画造形教室 いろのね 第1・3(火)16:00～17:15 4,100円沖　明日香

こどもアトリエ 第1・3(土)15:00～17:00 4,100円藤原拓也

こどもの編み物教室
AmmyAmmy ハッピーニット 第1・3(木)16:30～18:00 3,600円池田ともみ

キッズヴォイストレーニング 第2･4(水)
15:00～20:30[1回30分]

月3回（木）
15:00～21:00[1回30分]

第1・3(火)
13:00～21:00[1回50分]

月3回(月)
15:00～21:00[1回50分]

第1・3(金)
17:00～21:30[1回50分]

第1・3(水)
16:00～21:30[1回30分]

第2・4(金)
15:00～21:00[1回30分]

5,200円～岸本幾美

やさしいこどもピアノ 6,900円～木全絵理

こどもヴァイオリン
8,000円～

野中咲希

12,000円～

こどもチェロ 8,000円～伊原直子

キッズギター教室 6,000円～井上耕一

こどもフルートレッスン
入門5,100円
初級5,600円
中級6,500円

鈴木　楓

ママとベビーの
ヨガクラス 第1・3(水)12:00～13:00 3,500円西垣裕子

親子で楽しく
キッズビクス 第1・3(水)9:45～10:45 3,000円ASAMI

ベビー色彩知育教室 第2・4（火）10:30～11:30 4,000円岩井有佳梨

ねんどで作る
かわいいスイーツレッスン

京都初!

満席

満席

満席

第2・4(水)10:30～14:40
[1回50分]

第1･3(水)13:30～16:20
[1回50分]

第2・4（土）16:00～19:00
[1回50分]

野村琢磨
パソコンペアレッスン
（2人1組）

（ペア料金）
7,000円

満席

[全6回]

[全6回]

[全4回]

楽しい
ハワイアンフラ
50代からの
ハワイアンフラ

月イチで学ぶ
ゆったり日本舞踊

お勤め帰りの
やさしいフラ

満席

第1・3（日）10:30～12:30
第1・3（水）17:00～19:30

月額(税別)
3,000円

月額(税別)
3,500円

子ども書道 日曜日クラス・水曜日クラス

①幼児・入門
②初級・中級

正しい持ち方や書き順が身につき、美しい文字とともに集中力も養えます。
日曜日はファミリーでの受講可。

木村杲海 暁書法学院常任理事 山本榮茜 暁書法学院講師

ピック
アップ!

第1･3(木)①16:00～16:45
　　　　  ②17:00～18:30

こども将棋教室森信雄七段

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。

森　信雄 日本将棋連盟棋士七段

ピック
アップ!

第1・3（日）13:00～14:00
月額3,000円(税別)

池坊いけばな for キッズ

日常生活の中でお花に接する機会が増えることで優しい心が育ちます。
あいさつなどもしっかりできるよう指導します。

高津倫子 華道家元池坊華道講師

ピック
アップ!

第1(木)10:30～11:30
月額2,100円(税別)

ちっちゃいいろのね～絵と創作～

えのぐベタベタ、粘土ぐにゅぐにゅ。いろんな素材を感じ自由に表現してみよ
う。それが心の根を伸ばし柔らかい感性を育てます。

沖 明日香 画家、アトリエいろのね主宰

ピック
アップ!

第1・3(土)15:00～17:00
月額4,100円(税別)

こどもアトリエ

お絵描きや工作を通して、自分で色や形を考え自分の手で作ることで、
色彩＆造形感覚を身につけます。

藤原拓也 PASS(児童画の国際交流を進める画塾協会)会員/パンリアル

ピック
アップ!

JEUGIAカルチャーWEB検索は体験・見学も承ります!随時ご入会受付中 ご予約
承ります

パソコン・スマホ・携帯電話から
お申し込みいただけます。
会場は、京都「松井山手」を選択!

0774-64-7170
［電話受付］10時～20時※土日祝18時迄


