
第1・2・3(火) 15:30 ～ 16:30
月額4,500円(税別)

キッズde
ジャングルフィット☆

26種類の動物の動きを使った子
供向けカラダ遊びトレーニング。
子供の神経系の発達に伴った基礎
運動能力を身につけます。

中野亜紀
ジャングルフィットインストラクター

1,000円9/20･10/4(火)15:30 ～

第2･4(月) 13:00～14:30
月額5,000円(税別)

バランス合気道

和の武道、合気道を通して正し
い姿勢とバランスを身に付け
てみませんか。身体と内面の変
化を感じてみてください。

片岡あおい・仲栄真里香 養神館無限塾合気道

1,500円9/12(月)13:00 ～

ヴァイオリン教室
サックス♪レッスン

サックスに触れることが初めての方か
ら経験者の方まで、一人一人のご希望
に合わせてレッスンを致します。

山下 楓 サクソフォンインストラクター

第2(月)
10:00～12:00
月額2,500円(税別)

はじめての彫紙アート

ＮＰＯハウスクリーニング協会認定

整理収納清掃(3S)コーディネーター
3級認定講座

重ねた色紙をナイフ一本で彫り、紙本来の色や質感
をいかし、奥行きのある作品を作ります。

濱井もとこ JCAA彫紙アート協会認定
上級インストラクター

1,500円9/12(月)10:00 ～ 500円(税込)

第1・3(火) 10:00 ～ 12:00
月額5,000円(税別)

心なごむ仏画教室

観音さん・お地蔵さんなどの手本をカ
ーボン紙で写し取り彩色します。基本
をしっかり指導させて頂きますので
手本を基に楽しく仏さまを描けます。
世界で、ただ一つの貴方だけの仏画を
描きませんか。

林 秀雄 蓮生会幹事長

1,500円9/6・20(火)10:00 ～

第1・3(月) 13:00 ～ 15:00
月額5,400円(税別)

福を呼ぶ 韓国民画

縁起のいいものが描かれた韓国民
画を描いてみませんか。韓国時代
劇でよく見られるあの絵が自分で
描けます！

李 惠賢 韓国民画李彩Tchae主宰

1,500円9/5・19(月)13:00 ～ 2,000円(税込)

30,240円(税込)

9,000円(税込）

認定料等24,840円(税込)

家庭で必要な3つのS …整理・収納・清掃の基礎を学び、住環境を維持して
いくための知識を学ぶとともに、自己レベルの向上を目指します。また3S
には頭の中・心の中を整理し、「自分探し」や「未来の自分」への第一歩を踏
み出せるという魔法のような力があります。片づけが苦手な方、お掃除が
苦手な方、新しい第一歩を踏み出したい方におすすめです。  

竹嶋貴代美 整理収納清掃コーディネーター認定講師

ファスティングマイスター
初級検定講座

ファスティングとはズバリ！
断食のこと。思い込みで行う間
違ったファスティングを正し
く学ぶことで身につけられま
す。ご家族の健康維持とご自身
の新しいライフスタイルを手
にいれましょう。

ファスティングマイスター学院認定講師

実施会場：西友山科
9/22(木) 10:30 ～ 12:30

第3(日)
10:00 ～ 12:00
月額3,241円(税別)

書くことが楽しくなる
筆アート教室

筆ペンを使い、味のあるおもしろい文字を
書いていただきます。誕生日や記念日のプ
レゼントに喜ばれます。

まっきー まっきー絵顔筆

第1･3(金)
10:00 ～ 12:00
月額5,100円(税別)

脳トレ 臨床美術教室

五感で感じる事を大切に独自のアートプロ
グラムに沿って絵や立体を作ります。技術の
習得だけではなく様々な表現を楽しむこと
により脳が活性化し認知症予防としても注
目を集めています。

疋田ゆかり 臨床美術士・介護福祉士

9/18(日)10:00～

500円(税込)
2,315円

9/16(金)10:00～

1,080円(税込)
1,500円 9/20(火)13:00～

2,000円

第1・3(土)
15:30 ～ 16：30
月額4,800円(税別)

ゴスペルクラス

ハーモニーを奏で
て音楽と一体にな
ってみませんか♪
ゴスペルを通じて
音楽の感性を広げ
ましょう！

石橋康明 シンガー ボイストレーナー

コピー代2,400円
9/3・17(土)15:30 ～

第1・3(土)
13:00 ～ 15:00
月額4,500円(税別)

ガラスフュージング

板ガラスやミルフ
ィオリを電気炉で
焼き上げオリジナ
ルアクセサリーや
小物を作っていた
だけます。

橋爪則子 ガラスフュージング
インストラクター

1,000円(税込)1,500円
9/17(土)13:00 ～

月額4,650円～ (税別)

ちびっこ体操教室

体操はあらゆるスポーツの基礎を作ります。
マット・鉄棒・トランポリン・平均台などを利
用し楽しく運動能力を高めます。プラス思考
の指導で、自信をもち積極的な人間に成長す
るお手伝いをします。    　

高谷将太・小川美保 ファイブM講師

8月・9月(水)各クラスにて
1,000円※通常は有料体験

(途中60分休憩)

9/25・10/23・11/27・12/25（日)
11:00～17:00

10/16(日)10:00～13:00
10/18(火)10:00～13:00

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。

末廣倫子 TCトレーナー Laugh代表 村上文彦 日本写真家協会会員(JPS)
京都写真家協会会員(KPS)

パンの消費量全国1位の京都で常識をくつがえすパン教室
「パンの耳」主宰の内村先生に短時間で美味しいパンを作る方
法をご指導頂きます。初心者も経験者もユニークなパン作り
を体験しませんか！きっとパン作りが楽しくてやみつきにな
ります。特別メニューとして1回で２種類のパンを焼いてい
ただきます。

内村浩一

京都で注目!TVチャンピオン
準優勝者のパン教室
「パンの耳」で体験!
目からウロコのパン作り

【小学生】

月3～4回(金)

月額7,800円～(税別)

17:00～21:00の間
［1回30分］時間はお問い合わせください

お気に入りの曲をヴァイオリンで奏で
てみませんか♪基礎から丁寧に教えま
す。お子様から大人まで。

池田沙弥 ヴァイオリニスト 京都市立芸術大学卒業

中学生以下1,000円 高校生以上1,500円
9/16･23(金) 時間はお問い合わせください

第1・3(土)

月額7,800円～(税別)

17:00～21:00の間
［1回30分］時間はお問い合わせください

中学生以下1,000円 高校生以上1,500円
9/3・17(土)時間はお問い合わせください

【4歳～】

月3～4回(土) 13:30～14:30
月額6,000円～(税別)

キッズフープダンス＆
体操教室

フープダンスのテクニックと振付
けを練習します。また、リズムやコ
アトレーニングなどにより総合的
な運動能力向上を目指します。

多田裕子 日本フープダンス協会認定
キッズフープダンスインストラクター

1,000円9/10・24(土)13:30 ～

【小学1年生～中学3年生】

【高校1年生～】

【4才～】 【高校1年生～】

【2才～年少】
【年少～小1】
【年長～小4】
【小学生】

【高校1年生～】

【中学1年生～】

第1・3(火)
13:00 ～ 14:30
月額4,500円(税別)

心をえがく文章教室

エッセイ・詩・短歌のうち好きな表現方
法で心の奥底を文章にします。自分史
や旅行記、こどもへの想いなどを自由
に書いていきましょう。合評で励まし
合い力をつけていきます。

甘里君香 作家 
日本エッセイスト・クラブ会員

月3回(日)
14:30 ～ 15:30
月額4,950円(税別)

はじめての 
ピラティス HOOP BOON

簡単な運動でインナ
ーマッスルを鍛え美
しいボディラインを
作ります。みんなで
アンチエイジングを
目指しましょう！

JUNKO FTPベーシックマット
ピラティスインストラクター

9/4・11(日)14:30 ～ 1,650円

基礎から始める
【小学4年生～】

クラリネット

初心者から上級者まで生徒さんの希
望を重視して指導致します。吹奏楽
部の方にはコンクール対策、音大・音
高受験にも対応致します。

河合 力 島根大学教育学部特音課程クラリネット専攻卒業

第2･4(火)

月額7,000円～(税別)

15:00～21:00の間
［1回30分］時間はお問い合わせください

中学生以下1,000円 高校生以上1,500円
9/13・27(火) 時間はお問い合わせください

【小学5年生～】

日本サロネーゼ協会
アイシングクッキー認定講座

初心者の方がアイシングクッキー
の講師になる為の講座です。12時
間の講座の中で全16作品を作り
ながら、51種類の技術が学べる、ア
イシング技術をほぼ網羅した充実
の内容のコースです。資格取得後
に教室を開講することができま
す。また、サロネーゼ協会からのサ
ポートもあります。

小西由美子 日本サロネーゼ協会(JSA)
アイシングクッキー認定講師

＜3級カリキュラム＞
自分の整理収納レベルを知る、
正しい片付け方法、収納上手の法則等整理収納編

掃除の目的、洗浄3要素、基本動作、
道具、洗剤の基礎知識等清掃編

第2・4(火) 10:00 ～ 11:00
月額5,000円(税別)

フープエクササイズ＆ボディメイク

フラフープを様々
な方法で回すこと
により、お腹周りや
体幹を刺激します。
フープ1回転=1腹筋
の効果があります。

多田裕子 日本フープダンス協会認定
HOOPBOONインストラクター

9/13・27(火)10:00～ 2,000円

日曜ピアノ教室

第2・4（日)

お一人ずつにあわせた
内容で優しく丁寧にご
指導致します。早くレッ
スンに行きたい!!と思
える楽しい時間にしま
しょう♪

藤井友美花 大阪音楽大学器楽学科
ピアノ専攻卒業

9/11・25(日)
時間はお問い合わせください

中学生以下1,000円 高校生以上1,500円

10:00～16:00の間
［1回30分］時間はお問い合わせください

月額5,200円～ (税別)

9/30(金)
9:55 ～

9/30(金) 
10:45 ～

9/30(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

9/28(水) 9/28(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) 各クラスにて
9/12（月)

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。

月3～4回(月)15:30～16:45

月3～4回(月)16:20～17:50

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～） 月3～ 4回（水)
14:40 ～ 15:30
15:40 ～ 16:30
16:40 ～ 17:30
17:40 ～ 18:30

入会特典あり(期間限定)

ＴＣカラーセラピスト
養成講座 全1回

全1回

11/30(水)
10:00～15:00頃

10/30(日)8:40～15:00頃
11/11(金)8:40～15:00頃

京都の隠れた名所、皇室とのゆかりの深い門跡寺院勧
修寺(かじゅうじ)での撮影会。境内のもみじや楓の撮影
をしながら構図やデジカメの使い方などをレクチャー
します。撮影後は、山科のカフェ「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致します。

デジカメで京都山科を撮ろう!
第5弾 『もみじの勧修寺』

全1回

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)

なだらかな山並みが続く京都北
山。都に近いことで古くより歴史
に深く関わっている土地でもあり
ます。また若狭から都へと鯖を運
ぶ若狭街道(鯖街道)は主要な街道
でもありました。今回は、京都府の
最高峰「皆子山」、第二の高峰「峰床
山」に登ります。かつての武将や行
商人の足跡を感じながら、秋の北
山を楽しく歩きましょう。

紅葉のトレッキング
～京都北山巡り～

全1回

行程：
10/30(日)JR堅田駅→平バス停→寺谷→山頂→東尾根→平バス停→JR堅田駅

11/11(金)JR堅田駅→葛川学校前バス停→伊賀谷→中村乗越→八丁平→オグロ坂峠→
　　　　　 峰床山→フノ坂→中村乗越→葛川学校前バス停→JR堅田駅

抹茶とホワイトチョコのリュ
スティックとぶどう好きが考
えたぶどうパン

10/16(日)は

ミラノ風フォカッチャと白ふ
んわりパン

10/18(火)は

受講料17,280円(税込/認定料込)
受講料58,500円(税込)
テキスト・ライセンス発行料・年会費込

他会場で無料説明会開催
日程はお問い合わせ下さい。

9/18(日)13:00～16:00

実施会場：MOMOテラス
10/2(日) 13:00～18:00

全1回
全1回

受講料72,144円(税込)

受講料10,000円(税込)
受講料7,020円(税込/材料費込)

9/4・11(日) 10/2・9(日) 12/4・11(日)10:00～18:00

1,000円(税別) ※通常は有料体験

今だけ無料体験実施中! 今だけ無料体験実施中!
今だけ無料体験実施中!

1,000円(税別) ※通常は有料体験 1,000円(税別) ※通常は有料体験

受講料4,762円(税込/保険料/拝観料/食事代込)

受講料2,808円(税込/保険料込)
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● 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

JEUGIAカルチャー

福を呼ぶ 韓国民画

お
申
し
込
み
受
付
中

ご予約お申込み承ります!
からもホームページ

パソコン・スマホ・携帯電話で

山科造形教室 “動くねんどマン”　 書くことが楽しくなる筆アート教室 はじめての彫紙アート

入会金1,000 割引（税別）

円
※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。

体験当日にご入会の方は（または体験なしでご入会の方）

★対象年齢★

0歳～12歳

2016年

9/30㈮
まで

期間

入会と
受講の
ご案内

●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。

…消費税は別途要します。（税別表記）
…税別表記ですが、講座により税込の場合もあります。

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］

ご予約承ります


