
1,500円3/16・30(水)16:30 ～

1,500円 540円(税込)

第4(月)

はんどめいど雑貨

布やフェルト、刺しゅう、毛糸などで作る
小物や、100円のアイテムを使ってリメ
イクした雑貨な
どを中心に作り
ます。

井上 ゆかこ (公財)日本手芸普及協会
パッチワーク指導員

1,000円
100円(税込)

3/5・4/16(土)16:30～
3/5・4/16(土)17:45～

第1・3(土)

3歳から小学校低学年までの子供向
けお絵かき・工作教室です。毎回変
わったお絵かき体験でワクワクを作
っちゃおう！！

中川ちほり・山下 優

月額3,000円(税別) 第1･3(水)
16:30 ～ 18:30
月額5,100円(税別)

11,340円(税込）

生前整理アドバイザー
2級認定講座
藤原 陽子 生前整理アドバイザー 2級認定指導員

1,500円3/14・28(月)10:30 ～

第2・4(月)
10:30 ～ 11:30

体操をしながら自身でリンパを
流し、身体全体の代謝を上げて
老廃物のデトックスを促しま
す。すっきり活き生きした身体
作りを目標に、バランスの良い
筋力を維持してお腹周り・脚の
サイズダウンを目指します。

澤 優子 足圧深層リンパセラピー協会認定講師

月額3,100円(税別)

大人のための
クラシックバレエ☆ボディコンディショニング

1,500円3/14・28(月)13:00 ～
第2・4(月) 13:00 ～ 13:50

0から始める方、1から学びたい方、ゆっくり楽しみたい方に向
けた大人のバレエレッスンです。最初の50分間はボディコン
ディショニングのレッスンです。ストレッチや体幹トレーニング
を取り入れ身体を整えていきます。経
験者の方には、よりレベルアップしたレ
ッスンを行います。ボディコンディショ
ニングクラスのみの受講も可能です。

スターライツバレエアカデミー

月額3,000円(税別)

第2・4(月)13:00 ～ 14:50月額4,300円(税別)

1,500円
4月より2,000円3/15・29(火)19:45 ～

第1・3(火)
19:45 ～ 20:45

アロマの香に包まれて、ストレス
や加齢に負けないしなやかなコ
コロとカラダづくりを呼吸と合わ
せるストレッチから。カラダ巡りを
整えるセラピストが伝えるセルフ
リラクゼーションの時間です。

ユカ カラダの巡りを整えるセラピスト

月額4,000円(税別)

10:30～12:30
月額2,100円(税別)

4/25(月)10:30～

中学生以下1,000円　高校生以上1,500円

月2回(木)

月3～4回（木）

木曜ピアノ教室

3歳から大人まで初心者から経験者までご希
望に合わせてご指導致します。お子様には楽
しくレッスンを致します。ピアノは情操教育に
最適です。

松田玲奈 大阪音楽大学器楽科ピアノ専攻卒業

14:00～21:00の間
月額5,200円～ (税別)

月額7,800円～ (税別)

3/17・24(木)時間はお問い合せください
中学生以下1,000円　高校生以上1,500円

3/18・25(金) 時間はお問い合わせください

第1・3(金)

ハンドメイド洋裁教室

お子様やお孫さん、ご自分の
為に手作りで服や小物を作っ
てみませんか。自由教材で個
別指導なのでお好みの物が作
れます。初心者から経験者まで
丁寧に指導します。

難波 幹子 元アパレルパタンナー 洋裁講師

10:00～12:00
月額5,100円(税別)

1,000円

第2・4(金)

子ども囲碁教室

集中力や思考力が身につく「いご」を始めて
みませんか。一生の趣味として楽しめます。
考える力が学力UPに
つながります。

山口 哲洋日本棋院普及指導員

16:45～17:45
月額4,100円(税別)

3/11・25(金)16:45 ～

2,050円3/12・26(土)10:30 ～

第1・3(月)

すぐに上達　
【エレキ・アコースティック】

吉田 修 ギター講師

10:00～13:00の間

月額7,000円(税別)

1,500円

第2・4(土)

なつかしのヒットソングを
歌いましょう

腹式呼吸や喉に負担を
かけない発声法など、身
体作りの基礎から指導致
します。思いっきり声を
出して健康で若々しく人
生を楽しみましょう。

ギターの基礎から応用
まで、きっちり学んで頂
けます。初心者から上
級者まで、あらゆるジャ
ンルに対応致します。

郷 千里 ボイスインストラクター

13:00～14:15
月額4,500円(税別)

3/7・21・28(月)

1,550円

2,000円(税込)

第1・3(月)

体幹トレーニングで腰痛予防

「体幹」とは手足を除いた体の胴体部分やお
腹周りの筋肉群のこと。体幹を鍛えると代謝
が上がり、痩せやすく、お腹周りのシェイプア
ップができます。また、腰痛の穏和・予防にも
なります。体幹の重
要性を知りよりよ
い身体(スタイル)を
手に入れましょう。

カラダの新陳代謝を促す酵素を用いて、手軽
で美味しいシロップを作ります。特別に化粧
水作りにもチャレンジ！1回の受講で作り方を
マスターでき、
ご自身の体質
に合ったものが
作れます。

日本初のデコカップケーキ専門資格！12時間の中でラブリー・スタ
イリッシュ・ガーリー・エレガントなどの様々なテイストの作品を作
りながら40種以上の技術が学べる、カップケーキデコレーション作
りに必要な技術を幅広く取り入れた充実の内容のコースです。自
己流では習得しにくい内
容を順を追いながらしっ
かりと学んで頂きます。

岡野 祐太 smilink代表

13:00～14:00
月額3,100円(税別)

3/7・21(月)13:00～ 3,050円

第2・4（火)

美姿勢と歩き方レッスン

ファッションモデル経験豊富
な講師による正しい歩き方と
姿勢を学ぶことで身体の内
面から美しくなることを目的
としたウォーキングレッスン
です。このレッスンであなた
のキレイを引き出すお手伝い
を致します。

YURI ウォーキング講師

19:30～20:30
月額6,100円(税別)

4/12・26(火)19:30～ 3,000円

第2・4(木)

ベリーダンス

腰回りやお腹を刺激
して楽しくシェイプア
ップできるベリーダン
ス。アラブのリズムに
合わせて楽しく踊り
ましょう。初心者向け
クラスもあります。

マチダレイRose bellydance主宰

13:30～15:00
月額6,000円(税別)

3/10・24(木)13:30～ 2,200円

第2・4(日)

フラメンコ【入門】

初心者を対象にした
クラスです。基礎、表
現できる身体づくり
リズムを感じ踊る楽
しみを！！をモットーに
したレッスンです。

池原 和代

13:00～14:00
月額4,400円(税別)

各日受講料3,240円(税込)3/13･27(日)13:00～

1,000円

月3～4回(金)

キッズチアダンス

チアを通して、身体能力・
協調性・集中力・リズム感
を学びましょう。発育期の
ダンス学習は創造力向上
に有効です。

川井 千枝 滋賀大学スポーツ科学非常勤講師
元日本体育大学チアリーダー

16:00～17:00
17:00～18:00

月額4,650円～ (税別)

3/11・18(金)17:00 ～
3/11・18(金)16:00 ～

1,000円

第1・3(日)

ケイキフラ

こどもをハワイ語で
「ケイキ」と言います。
こどもがフラを楽しむ
クラスです。かわいい
フラガールになりまし
ょう。幼児さんは親子
でレッスンもできます。

小西 京美

9:40～10:35
月額3,100円(税別)

3/6・20(日)9:40 ～

1,500円 2,000円(税込)

第3(火)

コスチュームジュエリー

歴史と伝統のあるコス
チュームジュエリーの
ワイヤーテクニックが
基礎から学べます。上
質でエレガントなジュ
エリーを作ります。

高畑 玲香 (公財)JLL認定講師

10:00～12:00
月額2,100円(税別)

3/15(火)10:00～

4/6・１３・２０・２７ ５/11・18・25(水)各クラス

3/9・23(水)10:00～
1,500円

第2・4(水)

和紙で作る
UVレジンアクセサリー

和紙や千代紙を使ってお花などを作りレジン
液で固めてツヤのあるアクセサリーを作りま
す。和紙以外にもドライフラワーなど素材は
無限です。自分だけのオリジナルアクセサリ
ーが作れます。

佐藤 弥生 Y&M.Family代表

10:00～12:00
月額4,100円(税別)

2,000円

第3(金)

ココロに優しい書道教室
大人の実用balance書道

筆ペンまたは小筆を使用して日常に役立つ文字
の練習をします。文字balance(バランス)・配置
の取り方ポイントを伝授しますので普段書かれ
ている硬筆文字にも応用できます。美しい文字
は一生の宝です。気軽
に楽しく書道を始めま
しょう。

桂 風 セラピー書道家

13:00～14:15
14:15～15:30
月額3,000円(税別)

1,500円

第4(金)

葉ちっく つまみ細工 

伝統技法にアレンジを加え
た新しいつまみ細工です。
針も糸も使いません！まず
は、基本から学び、季節に
合わせた花をモチーフにし
た作品を中心に初級を学
びます。始めやすくどなた
でも楽しんで頂けます。

藤田 葉子 つまみ細工 葉ちっく主宰

10:30～12:30
月額2,600円(税別)

3/25(金)10:30 ～3/18(金)13:00～・14:15～

第1・3(木)

ファンタジック水彩画

難しいデッサン
をしないで直接
不透明水彩絵の
具を使って花の
絵を描いていき
ます。初めての方
でも大丈夫です！

吉川きょう子ファンタジック水彩画協会本部講師

13:30～15:30
月額4,100円(税別)

全4回(水)

ちびっこ体操教室
トライアルレッスン[4・5月限定]

4月・5月の間で連続4回受講頂けます。お子様に
運動をさせたいけどレッスンが続けられるか？心
配な保護者さまにピッタリの講座です。受講後、
通常講座への入会もできます。下記の日程から
お選びください。

ファイブM

14:40～15:30
15:40～16:30
16:40～17:30
17:40～18:30

受講料6,955円(税込) 1,000円
1,500円

第1・3(土）

チャンバラ教室

時代劇でおなじみのチャンバラ
をこどもから大人まで安全に楽
しんで頂けます。現役の俳優が
指導致します。エクササイズ効
果もあります。

浅井 誠 俳優

10:00～11:00

11:00～12:30
月額3,100円(税別)

月額5,100円(税別)

4/2・16(土)10:00 ～

みんなで描こう
お絵かき工作教室

さまざまな画材を使って絵や立
体を作ります。脳の活性を促す
内容により自信を持って自己表
現できる力を育てます。

疋田ゆかり臨床美術士・介護福祉士

素直な表現を楽しもう！
こども臨床美術教室【3歳～小3】

【3歳～小学生】
【年長～小学生】

【3歳～年長】
【小学生】

【3歳～年長】
【小学生】 中学生以下1,000円　高校生以上1,300円

月4回(土)

バトントワリング

心身ともに健康的になるバトントワリング。
音楽に合わせて表現力や感性を養います。

加納靖子 ヤスコバトンスクール主宰 ピリアロハフラ ハウラ所属

18:00～19:15
19:15～20:45

月額5,200円(税別)

3/12・19(土)19:15 ～
3/12・19(土)18:00 ～

1,000円

第1・2・3(火)

こどものための
【硬筆・毛筆】書道教室

大人になっても困ら
ないように基礎を身
につけながら美しい
字に目をむけさせる
よう指導します。

早川 髙雲 明和書道代表
文化教育書道連盟関西支局長

16:30～18:30の間
月額4,200円(税別)

3/8・15(火)16:30 ～

【年長～中学生】

1,000円

第2・4(土)

こども書道

書道は美しい文字が
身に付くと同時に自
然と集中力や礼儀の
心も育ちます。穏やか
な良い時間をお過ご
し頂けます。

小嶋 朱月
かおるスタディ講師・書団薫会会長　
書団三耀社師範　
京都名古屋書道展主宰・実行委員

10:00～11:00
月額3,100円(税別)

3/12・26(土)10:00 ～

【年中～中学生】

【初級】

【初級】

【中級】

【中級】

【4歳～】

【4歳～】

【3歳～年長】

【3歳～年長】

16:30 ～ 17:30

月額3,500円(税別)
【小1～小3】

【小1～小3】

17:45 ～ 19:15

1,550円
3/18・25(金)13:30 ～
3/18・25(金)14:35 ～

月3～ 4回(金)

初心者から経験者の方まで、
社交ダンスを楽しんで生涯
若々しいライフスタイルを目
指しましょう！

藤本 隼吾 (財)日本ボールルームダンス連盟正会員

綺麗に踊る社交ダンス 活きいきセルフリンパ体操 ココロにも効くアロマストレッチ

【初心者】

【初心者】

【こどもクラス】・【大人クラス】

【こどもクラス】

【3歳～年長】
【年中～小1】
【年長～小4】
【小学生】

【こどもクラス】
4/2・16(土)11:00 ～【大人クラス】

【大人クラス】

13:30 ～ 14:30

月額4,650円～ (税別)
【経験者】

【経験者】

14:35 ～ 15:35

1,080円(税込)

「臨床美術」および「臨床美術士」は、
 ㈱芸術造形研究所の登録商標です。

1,000円(中学生まで)　
1,500円(高校生)3/5・19(土)

時間はお問い合せください

第1･3(土)
17:30 ～ 21:00の間
月額5,500円(税別)

姿勢・呼吸法・発声法など基礎から
指導致します。楽しく分かりやすく
お子様の可能性を最大限に引き出
すレッスンをしていきます。

郷 千里 ボイスインストラクター

楽しくうたおう♪
キッズボーカル 【小1～高3】 【小1～大人】

コピー代

[1回30分]

親子で会話ができるものづく
りをコンセプトに小学1年生
から大人までみんなで一緒
に、今にも動きだしそうなロ
ボットを作ります。完成したロ
ボットに自由に絵を描いて世
界に一つだけのマイロボット
を作りましょう！

千田 雅彦 夢形エンジニア

夢形エンジニアの千田ハカセと作る
ダンボールロボット

1,000円（税込）

①3/15・4/19(火)
②3/29・5/17(火)
③4/5・5/31(火)
10:00～12:00

1,000円(税込) 2,000円（税込）
2,050円3/17(木)13:30 ～ 500円(税込)

1,000円(税別) ※通常は有料体験

4/1(金)9:55 ～ 4/1(金)10:45 ～
4/1(金)11:45 ～

7ヵ月～

音を聴き、感じ、感覚で理解するたのしい音
楽レッスン。音楽の力で優れた感覚や能力を
育み、情操や知育、運動など人間形成の大切
な土台を培います。

おんがくランド
0～3歳の音楽情操・リトミック

ベビークラス

ピンキークラス
キンダークラス

1～2歳
2～3歳

6ヵ月・月2回・50分

1年間・月3回・60分

JEUGIAこども表現教室

※
曜
日
時
間
な
ど
の
詳
細
は
講
座
一
覧
に
掲
載

今だけ無料体験実施中!

1,000円(税別) ※通常は有料体験

4/1(金)9:55 ～ 4/1(金)10:45 ～
4/1(金)11:45 ～

今だけ無料体験実施中!

各クラス時間にて!4/4（月)
1,000円(税別) ※通常は有料体験

幼児から小学生対象のステージパフォーマンスクラ
ス。声とからだと言葉の表現活動を通して一人ひ
とりの才能と個性を伸び伸びと育てていきます。

※
曜
日
時
間
な
ど
の
詳
細
は
講
座
一
覧
に
掲
載

月3～4回(月)15:30～16:45

月3～4回(月)16:20～17:50

歌おう! 踊ろう! 演技しよう!
未来につながる可能性

ミュージカルランド

ミュージカルクラブ

★幼児クラス（4～7歳児）

★小学生クラス（小学2年生～）

今だけ無料体験実施中!

2,550円 500円(税込)3/18(金)10:00～ 2,250円 コピー代3/12・26(土)13:00～

第1・3(木)

大人のギター・ウクレレ教室
【クラシック・アコースティック】

月曜ギターレッスン

クラシックギター・アコースティックギター・
ウクレレを個人レッスンで指導致します。古
典からポップスまで、色々な奏法をマスター
し楽しくレッスンしましょう♪

牲川 和希 ギタリスト

10:00～13:20の間

月額5,500円(税別)

1,500円
3/17・31(木)
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回40分] [1回30分]

第2(日)

こどもが楽しむお花の教室
～アレンジメント＆ガーデニング～

毎月季節に合わせたテ
ーマにそって、アレンジ
メント・ガーデニングなど
を楽しく制作します。豊
かな心、花のある生活習
慣が身につきます。本格
的な作品を作ります。

片山 裕子 キッズワールドフラワースクール講師

10:00～12:00
月額2,100円(税別)

1,000円
2,160円(税込)3/13(日)10:00～

【5歳～小6】

【3歳～】

第2・4(月）

山科造形教室
～こども造形絵画教室おえかきひろば～

一人一人の個性を大
切に。絵を描くこと、
物作りの楽しさを体
験することで創造
力・表現力を伸ばし
ます。

藤兼 和子 おえかきひろば講師

15:45～17:15
月額4,100円(税別)

1,000円
500円(税込)3/14・28(月)15:45～

【4歳～小6】

【年中～中学生】

月3～4回(金)

ヴァイオリン教室4歳から始める

お子さまにヴァイオリン
は難しいとお考えのお
母さまへ。やさしく丁寧
な指導でレッスンをスタ
ートしましょう♪音楽は
情操教育に最適です♪
　

山本 紗由 ヴァイオリニスト 国立音楽大学卒業

17:00～21:00の間

月額7,800円～ (税別)

【4歳～】

第1・3(木)

木曜ギター教室
【エレキ・アコースティック】

初心者の方は勿論、既に
ギターを始められてい
る方も基礎から応用・ア
ドリブまで丁寧に指導致
します。

和久井カツヒデ ギタリスト

18:00～21:00の間

月額7,600円～ (税別)

中学生以下1,000円　高校生以上1,500円
3/17(木)時間はお問い合せください。

第1・3(土)

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。

学研科学実験教室専任講師

10:00～11:30
月額3,400円(税別)

1,000円
1,296円(税込)3/5・19(土)10:00～

【年長～小学生】

6月末まで入会キャンペーン実施中！
「いちばん！のクイズ図鑑」をプレゼント

[1回30分]

[1回30分]

14:00～21:00の間[1回30分] [1回30分]

中学生以下1,000円　高校生以上1,500円

第1・3(日)

日曜フルート

大人から子どもまで、
全く楽器にふれたこ
との無い方も。音大、
留学を目指す方もジ
ャンルを問わず幅広
く指導します。

文章はただがむしゃらに書
いても上達しません。人気マ
ンガの原作や映画で活躍す
る脚本家から学ぶ、書くため
の基本理論。これを習得す
れば、コラムでも小説でもな
んでも書けます。

三井 奈美 武蔵野音楽大学教育学科
フルート科専卒業

10:00～17:50の間
月額7,600円～ (税別)

第2・4（土)
10:30～12:00
月額4,100円(税別)

3/6・20(日)時間はお問い合せください

【5歳～】

【18歳～】 生前整理講座
藤原 陽子

[1回50分]

中学生1,000円　高校生以上1,500円

第2・4(土)

☆吹奏楽の花形☆

難しいと言われているホルン♪
上達しなくて悩んでいません
か。一度、会いに来て下さい。一
人一人に合ったレッスンをしま
す♪中学・高校の部活の吹奏楽
でホルン担当の生徒さん！！個人
レッスンで上達しましょう！！

大井 麻衣 大阪芸術大学演奏学科卒業

15:00～21:00の間
月額7,600円～ (税別)

3/12・26(土)時間はお問い合せください

【中学生以上】

【中学生～】

[1回45分]

ホルン教室
小説・脚本・マンガ原作・映画評論

山田 誠二 作家・マンガ原作・映画脚本・監督

生前整理アドバイザー 2級認定指導員

書かずに学べる作家理論

写真整理から始めるかんたん「生前整理」
片付けから始めるかんたん「生前整理」

もっと輝きたい女性のための「あったかい生前整理」

①
②

③

① 生前整理普及協会のご紹介
② 思い出の物を片付ける
③ マイベストショットアルバムを作る
④ 生前整理実践帳(エターナルノート)の記入
⑤ 模擬葬儀をプロデュースする
⑥ やり残しリスト作成
⑦ 大切な人リストアップ
⑧ 大切な人にメッセージを書く
⑨ 5年後の自分に未来をプランニング
⑩ 認定テスト

もしもの時に慌てないために。心の準備の為のレッスンです。

受講料9,720円(税込)
4/24(日) 10:00～16:00 

話題の酵素シロップ
～旬の果物で作る～

藤村 恵里子 Salon de Eclat主宰

全1回

全1回

1,000円(税込)
※写真はイメージです。

ラベンダーの香のするクレイ(粘土)石けんを
使ったクラフトアートです。母の日のプレゼン
トに最適なお花
を作ります。作品
は石けんとして
も使えます。

受講料1,674円(税込)受講料5,400円(税込)

4/19(火)
13:00～15:00

4/17(日)
13:00～14:30

石けん粘土で作るお花の
クラフトアート
中山 康代 ジュンコフラワースクール認定教授

受講料3,240円(税込)

3/13(日)
4/29(金)
5/21(土）
13:00～14:30 受講料

①4,362円(税込・保険料・食事代込） ②4,762円(税込・保険料・食事代・拝観料込）

受講料2,808円（税込・保険料込）※交通費等別途実費

①大石神社 3/30(水)
10:00～15:00頃
②勧修寺 5/2(月)
10:00～15:00頃

5/14(土)8:20～

全1回

・筆跡心理学の豆知識・氏名となりたい自分
像を記入・基本的な筆跡特徴から昇運文字の
書き方改善ポイントをアドバイス。

なりたい自分になるための
筆跡心理学セラピー
桂 風 筆跡アドバイザー

全1回

経験豊かな山岳ガイドと行
く新緑のトレッキングです。
初心者の方も安心してご参
加頂けます。シャクナゲとシ
ロヤシオツツジが見頃を迎
える比良へ行きます。

新緑のトレッキング
～比良を歩こう～

湯浅 誠二
京都府山岳連盟理事長
日本体育協会上級スポーツ指導員
(山岳専門)

全1回

3月は大石内蔵助ゆかりの大石神社で桜の撮影。
5月は勧修寺にて新緑の中のかきつばたを撮影しま
す。撮影のポイントやコツをアドバイス。撮影後にカ
フェ船越にてサンドイッチランチを召し上がりなが
ら講評会を開催します。

デジカメで京都山科を撮ろう！
第4弾『桜の大石神社』・
『新緑の勧修寺でかきつばた』の撮影＆講評会

村上 文彦 日本写真家協会会員(JPS)
京都写真家協会会員(KPS)

全1回

集合 JR比良駅 8:20
行程：JR比良駅→バス→イン谷→リフト道→シャカ岳→北比良峠→
金糞峠→正面谷→イン谷口→JR比良駅16:00ごろ解散

全1回

34,560円(税込)認定料等24,840円(税込)

(途中休憩あり) (途中60分休憩)

デコカップケーキ
認定講座
小西 由美子日本サロネーゼ協会認定講師

受講料84,240円(税込)

3/6・20(日)
4/3･17(日)
5/1・15(日) 10:00～1800

全2回

選ぶ色には意味がある！色から人の
ココロがわかるようになり、コミュニ
ケーション上手になれる資格です。
ビジネスでもプライベートでも使え
る色彩心理の基本を知り、コミュニ
ケーション術発展のためのツールと
して活用していただけます。

3,564円（税込）

～色づかいで人を見抜くカラー心理学～
カラータイプアドバイザー認定講座【初級】
根來川晃絵 カラータイプインストラクター協会1級認定講師

受講料8,640円(税込)

4/10(日)
13:00～17:00

全1回

人気も話題も上昇中！
14本のカラーボトルと
リーディング解説書が付
き、1日で資格が取得で
きます。上級のマスター
コースもございます。

9,000円(税込）

ＴＣカラーセラピスト
養成講座
末廣 倫子 TCトレーナー Laugh代表

受講料10,000円(税込)

3/27・5/22・6/26（日)
11:00～17:00 

全1回

全4回

3/30(水)
3/30(水)

3ヵ月10回
［年間40回］
グループ60分

3歳児(幼稚園年少)
幼児・小学生

音楽への興味を引き出しながら楽しくピアノを学習します。
音感の発達が著しいこの時期に始めましょう。

ミュージックスクール
幼児・小学生のためのピアノのグループレッスン

ピアノキッズ
ピアノプライマリー
1年間

JEUGIAこども表現教室

※
曜
日
時
間
な
ど
の
詳
細
は
講
座
一
覧
に
掲
載

2年間

15:15～
16:15～(1年目)

今だけ無料体験実施中!

花材費

【クラシックバレエコース】

【ボディコンディショニングコース】

各項目のうちお好きな講座をお選びください。

3/27・4/24(日)
10:30～12:00
各日受講料2,160円(税込)

日 程

075-584-151210:00～20:00

〒607-8075 京都市山科区音羽野田町1番地 西友山科店別館2Fご予約
承ります

お申込み
お問い合わせ 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➡ JEUGIAカルチャー

2016
春期号

保存版

体験｜見学｜入会｜お申し込み受付中

お得な

割引!
体験当日または体験なしで
即日ご入会お手続き完了の方は

入会金1,000 割引（税別）

円早割
※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。

2016年

3/31㈭
期間

ま
で

JEUGIAカルチャー

●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・設備維持費・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。

〒607-8075 京都市山科区音羽野田町1番地　西友山科店別館2F

当社は、カルチャー教室事業、音楽教室、音楽・映像ソフト（CD・DVD）、楽器等の販売を営んでいます。カルチャーセンターは全国59会場有り。［株式会社JEUGIA ／本社：京都市］［東証二部上場］

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）

075-584-151210:00～20:00

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。

西友山科
● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ● ジャンル豊富に120講座以上が集う 総合カルチャーセンター 発行：JEUGIA　発行日：2016.3.1

受講生募集2F

西友山科

エレキベース こども臨床美術教室

葉ちっく つまみ細工 ハワイアンフラ


