
【エレキ・アコースティック】　

第1・3（日）

7,800円～

7,000円～

7,800円～

7,600円～

5,100円～

17：00～21:00

第2・4(土) 15:00～21:00
第2・4(木) 20:00～21:00

月3～4回（金）池田沙弥

山下 楓

ホルン教室

ヴァイオリン教室

大井麻衣

土井重彰

［1回45分］

［1回30分］

17:00～21:00の間第1・3(土)
［1回30分］時間はお問い合わせください

ヴォーカルトレーニング
ＪＡＺＺ＆ポピュラー
ヴォーカル

15:00～21:00［1回30分］第2・4（月） 6,100円
15:00～21:00［1回50分］明星隆之

第1・3（水）10:00～13:00［1回30分］ 6,100円
8,600円

歌おうみんなで 第2・4（火）11:15～12:15平松ひろみ 3,100円

名曲を歌おう　 第1・3（水）13:30～14:30伊藤 静 3,100円
6,100円声楽・ソルフェージュ 第2・4（水）10:00～14:30［1回30分］伊藤 静

声楽♪ ヴォーカルトレーニング 第2・4（木）10:00～13:00［1回45分］ 6,100円今西ひとみ

シャンソン＆ポップス 第2・4（金）13:00～14:30 5,100円山田直毅

ゴスペルクラス 第1・3(土)15:30～16：30

第2・4（土）13:00～14:15

4,800円石橋康明

なつかしのヒットソングを歌いましょう♪ 4,500円郷 千里

第1・3(土)17:30～21:00 6,100円郷 千里

第2･4(月)10:00～11:00

詩吟を楽しむ 第1・3（土）13:15～15:15 4,100円小鐡司風

たのしいウクレレ 弾き歌い
第2･4(月)11:00～12:00

5,100円～今津マス子

第1・3（火）
10:00～11:00（初級）

4,100円京都琴山流大正琴 11:00～12:00（中級）松浦純子
12:00～12:30［1回30分］

筝 第1・3（火）13:00～16:50［1回50分］ 6,100円北川雅楽庸

第1・3(火)13:00～16:50［1回50分］三味線[地唄] 6,100円北川雅楽庸

津軽三味線 第1・3（水）10:00～14:00［1回30分］ 6,100円波多野晶子

二胡 第2・4（金）13:20～16:30［1回30分］ 6,100円釋 百恵

日曜フルート 10:00～18:00［1回50分］7,600円～三井奈美

素敵なオカリナ教室 第1・3（金）
13:00～13:30 5,000円～

伊澤隆志
13:30～14:30 4,000円～

音楽理論【ポピュラー＆ジャズ】　

サックス♪レッスン

河合 力 15:00～21:00の間第2･4(火)
［1回30分］時間はお問い合わせくださいクラリネット

輝く声を手に入れよう♪
土曜のボイストレーニング

火曜トランペット 第1・3（火）18:30～20:45［1回45分］澤嶋愛子 7,100円～
第1・3(月)17:30～21:00［1回30分］

第2・4(火) 13:00～21:00［1回40分］
第1・3（木）10:00～13:20［1回40分］
第2・4(火) 13:00～21:00[1回40分]
第1・3（木）10:00～13:20［1回40分］

第2・4(日)
10:00～18:00［1回30分］

6,100円～月曜ドラム教室 久米 諒

クラシック・アコースティックギター

金曜ドラム教室 月3～4回
（金）

15:00～21:00［1回30分］7,650円～
清水秀行

15:00～21:00［1回50分］ 11,400円～
土曜ドラム教室 第1・3（土）10:00～12:30［1回30分］ 5,100円～清水秀行

日曜ドラム教室 月3回（日）10:00～18:00［1回30分］6,900円～

5,500円～

長谷川貴信

牲川和希

ウクレレ教室 5,500円～牲川和希

第1・3(木)18:00～21:00［1回30分］ 7,600円～和久井カツヒデ

月曜ギター教室　アコースティックギター・
クラシックギター・フォークギター・エレキギター

月3～4回（月）
16:00～21:00［1回30分］ 7,800円～沖 次夫

日曜ギター教室

5,100円

森井正大

(中学生以下)
6,100円
(高校生)

7,600円～
(18才以上)

第2・4(月)10:00～13:30［1回30分］

第1・3(火)10:00～14:00［1回30分］

趣味ピアノ 中高年レッスン
吉田知央の趣味ピアノ
大人から始める ピアノ教室

大人のピアノ教室

第1・3（月）15:15～16:45 5,100円

5,100円～

6,100円

吉田知央

吉田知央

石田純子

第2･4(木）17:00～21:00〔1回30分〕
エレキベース教室
ウクレレ・ウクレレベース教室

木曜ギター教室【エレキ・アコースティック】　

7,600円～土井重彰

フープエクササイズ＆ボディメイク

～ココロにも効く～

～おひとりさまレッスン～

中高年のピアノサロン 第2・4
（火）

10:00～11:00［1回30分］
12:30～13:30［1回30分］4,600円～平松ひろみ

ポピュラーミュージックアレンジ

ピアノ教室【3ヵ月10回】

ピアノ教室【3ヶ月6回】

第2・4(木)10:00～13:30［1回30分］ 5,100円～
～初めての方でも大丈夫～大人のピアノ教室 第2・4(木)10:00～13:30［1回30分］

第2・4(水)10:00～14:30[1回30分]
5,100円～
5,200円～

笹 直人

笹 直人

伊藤 静

月3～4回(月)（火）(水)(木)(土)
時間はお問合せください
［1回30分］

月2回（火）(水)(木)(土)（日)
時間はお問合せください
［1回30分］

7,800円～

5,200円～

太田直子
白井淳子
西村かこ
石原圭美
松田玲奈
小幡利子
白井淳子
西村かこ
石原圭美
松田玲奈　
小幡利子
上田かおり
藤井友美花

吉田佳代

第2･4(月)10：30～11：30 3,100円澤 優子

月3回(日)14:30～15:30 4,950円JUNKO

第1･3(火)19:45～20:45 4,000円ユカ

第1･3(月)13：00～14：00
第1･3(火)10:00～11:15

岡野祐太

Masumi

3,100円
3,100円

第1・3(月)10:00～11:30 3,750円簡単ヨガ［基本のハタヨガ］
第2・4(火)19：30～20：30YURI 6,100円美姿勢と歩き方レッスン

活きいきセルフリンパ体操

体幹トレーニングで腰痛予防
アンチエイジングyoga

はじめての ピラティス
第2・4(火)10:00～11:00 5,000円多田裕子HOOP BOON

ストレスケア ストレッチ

ビューティーピラティス 月3～4回（火）11:30～12:45 4,950円～杉浦能理子

辻 了美 監修
担当トレーナー 
片岡展子

「心」と「体」のヨーガ～佐保田ヨーガ～ 第1・3（木）10:15～11:45 3,100円岩井美津子

太極拳～24式・その他～ 月4回（金）10:00～11:30 4,200円青柳幸子

心と体のバランスヨガ 第2・4（日）10:00～11:30 3,100円

バランスダイエットコース 11:10～12:00
痛み改善　脳トレ体操 月3～4回

（水）
10:10～11:00

4,650円～

アンチエイジングのためのパドマヨーガ 月3回（火）13:00～14:15 4,275円
辻 了美 監修
担当トレーナー
櫻井佳名子

濱口美由紀
ファイブM

ハワイアンフラ・オルオル 月3回（日）16:30～18:00 6,150円Yumi Leilani

DYNA

円心空手 月3～4回(木)19:00～20:15 5,070円～
月4回(月)19:00～20:30 6,200円

矢頭裕二

13:30～14:30

14:35～15:35
月3～4回
(金)

4,650円～藤本準吾

アフタヌーン・フラ 月3回（水）12:30～13:30 5,250円Yumi Leilani

D'S DANCE オトナ組-JAZZ時々HIPHOP-

綺麗に踊る社交ダンス

10:00～11:00
5,100円

3,100円
浅井 誠チャンバラ教室

第2･4(木)11:30～12:30 4,800円
第2・4(日)13:00～14:00 4,400円

TAMBO

池原和代
リズムタップダンス

☆楽しく護身術レッスン 第2・4（土）11:15～12:45 5,100円山口豊博

ベリーダンス
ベリーダンス入門

第2･4(木)13:30～15:00 6,000円マチダレイ

第1･3(木)13:30～14:30 4,000円マチダレイ

ハワイアンフラ ヤング～16才からの～
ハワイアンフラ 第1・3（日）10:40～12:10

第1・3（日）12:15～13:45
4,100円小西京美

4,100円小西京美

アイドルダンス～Ｊ-ＰＯＰで踊ろう!～ 第2・4（日）19:00～19:45 3,100円SAYUKI

アイドルダンス～Ｋ-ＰＯＰで踊ろう！～

ココロに優しい書道教室

第2・4（日）20:00～21:00 4,100円SAYUKI

フラメンコ【入門】

第2･4(木)10:30～11:30 4,100円TAMBOやさしいチェアタップ
第2･4(月)13:00～14:30 5,000円片岡あおい

仲栄真里香バランス合気道

月曜書道
第1(土)13:00～15:00 2,100円小西由美子アイシングクッキー 

13:00～14:15
14:15～15:30

第3（金） 3,000円桂 風大人の実用balance書道

第2･4(金)10:00～12:00 4,400円加藤佳代子素敵なニット教室
第4（月）10:30～12:30 2,100円井上ゆかこ

第1・3（月）17:30～19:00 4,100円奥村章華

はんどめいど雑貨

チャンバラ教室[こどもクラス]

キッズdeジャングルフィット
キッズフープダンス＆体操教室

ペン字美心（びじん） 第1・3（月）19:00～21:00
［この間の50分］ 3,100円奥村章華

書道・漢字・硬筆教室 第2・4(水)13:00～15:00 4,100円堂本東邨

かな書道と実用書〔ペン字〕 第1・3（木）10:30～12:00 5,100円小笹伸子　　
～お勤め帰りの～いけばな草月流 第1・3（火）19:00～21:00 3,600円音羽富士桜

癒しのフラワーアレンジメント・
プリザーブドフラワー

第1・3(水)13:00～15:00 4,100円
第1または
第3(水)13:00～15:00 2,100円磯部千恵子

池坊 いけばな 第2・4（木）10:00～12:00 4,100円安東道代

～気楽に心がなごむ～ いけばな御幸遠州流 第1・3（金）12:30～13:30 4,100円賢心会 髙山道月

デジタル写真教室 第1（水)10:00～12:00
第4(水)撮影実習

5,100円村上文彦

パソコン（プライベートレッスン） 月4回(金)10:00～12:00 10,200円板山幸治

心をえがく文章教室
入門囲碁教室

4,500円第1・3(火)13:00～14:30
4,100円第2・4（火）10:30～12:00

甘里君香

大人の英会話～ABCから始める～ 4,500円第2・4（月）18：30～19：45SARAH

山口哲洋

楽しく韓国語（初級①） 第1・3（金）19:30～21:00 4,100円秋山公平

楽しく韓国語（初級②） 第2・4(土)19:30～21:00 4,100円秋山公平

韓国語（個人レッスン） ［1回40分］

［1回40分］

6,100円秋山公平 第2・4（土）17:00～18:25

英検対策講座 月3～4回
（水）

19:00～20:00 7,050円～伊豆田弘子 20:00～21:00
大人の英会話 月3～4回（金）18:30～19:30 6,450円～伊豆田弘子

電話応対技能検定
3・4級資格取得講座 第2･4（土）19:00～21:00 6,100円

第1・3（月）14：00～15：30腹式呼吸で元気になる！
健康発声法&話し方 4,100円中井美佐

第2・4(金)10：30～12：00 15,300円藤原萠乃姓名判断講座
小説･脚本･マンガ原作･映画評論
書かずに学べる作家理論 第2・4（土）10：30～12：00山田誠二 4,100円

ハワイアンヒーリングマナカード 第1（火）19:00～20:30 3,100円田中麻由

朗読教室 第2・4（木）13:30～15:00 4,100円藤谷昭子 他

藤谷昭子 他

マイケル先生の英会話 月3～4回
（水）

19:00～20:00 6,450円～Michael Lindner 
20:00～21:00

4,100円
3,100円

絵画・漫画教室

スワロフスキーでアクセサリー作りグルーデコ

セルフネイル教室

心なごむ仏画教室
ガラスフュージング
粘土が銀になる！ 銀粘土アクセサリー

ファンタジック水彩画

楽しく描く 絵てがみ教室
第2・4(土)13:00～15:00

5,000円
4,100円

2,100円

2,100円

第2(月)10:30～12:30
水井秀彰

第1・3(火)10:00～12:00林 秀雄

4,500円第1・3(土)13:00～15:00橋爪則子

4,500円第1・3(土)13:00～15:00橋爪則子

吉川きょう子

和紙で作るUVレジンアクセサリー 4,100円第2・4（水）10：00～12：00佐藤弥生

第3(火)13：00～15：00明石利江

第1（金）13：00～15：00船越育代

小松原晴子

ハワイアンリボンレイ 第4（月）10：30～12：30 2,100円

2,100円

Hiroko Malulani
Koizumi

仏像彫刻 第1･3（日）10:00～12:00 5,100円家祢智祥

やさしい日本画 第1・3（月）10：30～12：30

第1・3（木）13：30～15：30

福を呼ぶ 韓国民画 5,400円李 惠賢 第1・3(月)13:00～15:00

脳トレ 臨床美術教室 5,100円疋田ゆかり 第1･3(金)10:00～12:00
はじめての彫紙アート 2,500円濱井もとこ 第2(月)10:00～12:00
書くことが楽しくなる 筆アート教室 3,241円まっきー 第3(日)10:00～12:00

4,100円安恵隆司
ちりめん生地のリトルワールド 第1・3（火）10:00～12:00 3,100円藤田佳子

ほのぼの羊毛フェルト 第2（火） 10:00～12:30
13:30～16：00藤井真紀

マンガ・イラストレーション 第1・3（火）17:15～18:45 3,900円細岡祐輔

カルトナージュ（初級） 第3（水）10:00～12:00 2,100円尼川香陽子

カリグラフィー 第4（金）13:00～15:00 2,100円杉山万佐江

ボタニカルアート 第2・4（金）13:30～15:30 4,100円梅原伸子

木目込み真多呂人形 第1・3（木）13:30～15:30 4,100円吉岡真秋明

色えんぴつ画＆デッサン
10:30～12:30

16:00～18:00
第2・4（土） 13:30～15:30 3,100円三浦妙子

フルーツ・ソープカービング 第3（土） 13:30～15:30中島美幸

ステップ①
2,100円
ステップ②
2,300円
ステップ③
2,500円

第1(日)または第3(日)
13：00～16：00

中野ゆう子

初級ベビーマッサージ講座

【首が座った頃～2歳位】

10,000円
材料費

6,200円(税込)

10,000円
材料費

6,200円(税込)

10,000円
材料費

6,200円(税込)

第1(日)または第3(日)
13：00～16：00〔全1回〕

〔全1回〕

1,500円

第1(日)または第3(日)
13：00～16：00

15：30～16：30第4(火)

中野ゆう子

上村香織

初級リフレクソロジー講座

ベビーヨガ

〔全1回〕

中野ゆう子
平元愛子

初級ベビースキンケア講座

5,200円
6,200円

NAGI

浅井 誠

DYNA
N's Hop Beat
D'S DANCE コドモ組 -JAZZ&HIPHOP-

月4回(水)19:30～20:30【小5～高3】
3,100円第1・３（土）10:00～11:00【年長～小６】

中野亜紀

多田裕子

4,500円

6,000円～

第1・2・3(火)15:30～16:30
月3～4回(土)13:30～14:30

【小学生】

【小学1年生～中学3年生】

【4～7歳児】

月4回(月)18:00～19:00 【小学生】

こどもläraミュージカル

幼児から小学生対象の
ステージパフォーマンスクラス ミュージカルランド

【小学2年生～5年生】
ミュージカルクラブ

月3～4回（月） 6,480円～
木下めぐみ

6,930円～

15：30～16：45

月3～4回（月）16：20～17：50

子供クラシックバレエ（春日バレエ研究所） 月3～4回（火）17:00～19:00 5,070円～井入早苗

ちびっこ体操教室 月3～4回
（水） 4,650円～

高谷将太
小川美保

【3歳～】

14:40～15:30

15:40～16:30

16:40～17:30

17:40～18:30

【2歳～年少】

【年少～小1】

【年長～小4】

【小学生】

16:00～17:00

17:00～18:00

【3歳～年長】

【小学生】
キッズチアダンス 月3～4回

（金）
4,650円～川井千枝

【3歳～年長】

【小学生】

【小学生】

【初級】

【中級】【4歳～】

【トゥクラス】

4,230円～

クラシックバレエ 月3～4回
（土） 5,070円～大西清子

15:00～16:00

16:00～17:00

16:00～17:30 6,150円～

バトントワリング 月4回（土） 5,200円加納靖子
18:00～19:15
19:15～20:45

こどものハワイアンフラ 3,100円

3,100円
4,100円

小西京美 第1・3（日）9:40～10:35【年長～小学生】

【小学生～大人】

【小学生～大人】

【5歳～小6】

アイドルダンス～Ｊ-ＰＯＰで踊ろう!～ SAYUKI

アイドルダンス～Ｋ-ＰＯＰで踊ろう！～
第2・4（日）19:00～19：45
第2・4（日）20:00～21:00SAYUKI

こどもの為の実践空手 月3～4回
(木) 4,650円～

3,100円

矢頭裕二
16:00～17:15
17:30～18:45
19:00～20:15

【4歳～】

【12歳～】

☆楽しく護身術レッスン
こども囲碁教室

山口豊博 第2・4（土）10:00～11:00

【年中～中学生】 4,100円山口哲洋 第2･4(金)16：45～17：45

【小学生～】

【小学生～】

【小学生～】

楽しいそろばん教室　 田中京子
月4回
（木） 5,200円

17:00～17:40
17:50～18:30

第1･3（土）10：00～10：40 2,700円

【小学生】基礎からのジャズダンス 4,650円～坂口晋作 月3～4回（金）19:00～20:00

楽しい月曜書道 3,100円奥村章華

楽しいこども書き方教室

こどものための書道教室【硬筆・毛筆】

3,100円奥村章華

早川髙雲

第1・3（月）17:30～19:00

第1･3（月）16：30～17：30

4,200円

【年長～中学生】

【年少～年長】

第1・2・3（火）16：30～18：30

水井秀彰

第2・4（土）10：00～11：00 3,100円

3,100円

3,500円
3,000円

5,100円

小嶋朱月こども書道

【年長～中学生】

【年中～中学生】

絵画・漫画教室 第2・4(土)13:00～15:00 4,100円【小5～】

こどもマンガくらぶ 細岡祐輔 第1・3（火）16:30～17:30【小学生】

【年長～小6】

第2･4（月）16:00～17:30

第2(水)16:30～18:00

第1・3(水)16:30～18:30

4,100円

2,100円

山科造形教室 ～こども造形絵画教室おえかきひろば～

～4才からの～ヴァイオリン教室

お絵かき工作教室みんなで描こう

こども臨床美術教室
素直な表現を楽しもう！

UVレジンでつくる
プラバンアクセサリー

藤兼和子

疋田ゆかり

中川ちほり
山下 優

佐藤弥生

【4歳～小6】

第1・3
(土)

16:30～17:30
17:45～19:15

【3歳～年長】

【小1～小3】

【4歳～】

月3～4回
(金)

4,650円～
ＫＩＤＳ 英語 5,550円～伊豆田弘子

15:45～16:25
16:30～17:20
17:30～18:20 6,450円～

【幼児】

【低学年】

【高学年】

日曜フルート 第1・3（日）三井奈美 7,600円～

7,800円～

森井正大

7,600円～

5,100円

5,500円

木曜ギター教室
日曜ギター教室

第1・3(木)18:00～21:00

第2・4(日)10:00～18:00
［1回30分］【中学生まで】

土井重彰 7,600円～
エレキベース教室
ウクレレ・ウクレレベース教室

第2･4(木）17:00～21:00
［1回30分］【小学5年生～】

10:00～17:50
［1回50分］ 【5歳～】

和久井カツヒデ

沖 次夫 月3～4回（月）16:00～21:00

[1回30分]【小学5年生～】

［1回30分］【8歳～】

月曜ギター教室 
アコースティックギター・クラシックギター・
フォークギター・エレキギター

月曜ドラム教室
月3～4回（金）15:00～21:00

第1・3（土）10:00～12:30
［1回30分］【5歳～】

［1回30分］【小3～】

［1回30分］【5歳～】

［1回30分］【5歳～】

【４歳～】

【４歳～】

月3回(日)10:00～18:00

［1回30分］【小１～高３】
第1・3（土）17:30～21:00

ジュニアお箏 2,100円

7,800円～

6,100円～

北川雅楽庸

池田沙弥

久米 諒

金曜 キッズドラム

土曜 キッズドラム

日曜 キッズドラム
楽しくうたおう♪キッズボーカル

7,650円～

5,100円～

6,900円～

清水秀行

清水秀行

長谷川貴信

郷 千里

第1・3（火）17:00～18:00

月3～4回（金）17:00～21:00

第1・3(月)17:30～21:00

［1回30分］【小1～中3】

［1回30分］【4才～】

～小4からの～サックス♪レッスン 7,800円～山下 楓
第1・3(土)17:00～21:00の間

［1回30分］時間はお問い合わせください
【小学4年生～】

～小5からの～クラリネット 7,000円～河合 力
第2･4(火)15:00～21:00の間

［1回30分］時間はお問い合わせください
【小学5年生～】

第1・3(土)10:00～11:30学研 科学実験教室 3,400円
学研
科学実験教室
専任講師

ピアノ教室【3ヵ月10回】

ピアノ教室【月2回】

月3～4回
(月)（火)(水)(木)(土)
時間はお問合せください
［1回30分］

月2回（火)(水)(木)(土)(日)
時間はお問合せください
［1回30分］

7,800円～

5,200円～

太田直子
白井淳子
西村かこ
石原圭美
松田玲奈
小幡利子

白井淳子
西村かこ
石原圭美
松田玲奈
小幡利子
上田かおり
藤井友美花

【年長～小学生】

月2回(金)9:55～10:45

月3回(金)10:45～11:45

月3回(金)11:45～12:45

［1回30分］

0～3歳の
音楽情操・リトミック

おんがくランド

幼児・小学生のための
ピアノのグループレッスン

ミュージックスクール

【7ヶ月から】

ベビークラス

【3歳児】（幼稚園年少）

ピアノキッズ

【小学生】
ピアノフレンド

【幼稚園年中以上】
ピアノプライマリー

【1歳児】
(H26.4/2～H27.4/1生)
ピンキークラス
【2歳児】
(H25.4/2～H26.4/1生)

キンダークラス

3,500円

4,350円

5,130円～

5,580円～

6,030円～

6,930円～

水嵜綾乃

水嵜綾乃

J
E
U
G
I
A 

こ
ど
も
表
現
教
室

(一年目)

(二年目)

16:15～17:15

17:15～18:15

18:30～20:00

月3～4回(水)

月3～4回（水）

月3～4回(水)15:15～16:15

［1回30分］

［全6回］

［1回30分］

第1・3（金）17:00～21:00

ハングル(初級①) 第1・3（水）10:00～11:00 3,000円辛 昌美

ハングル(初級③） 第1・3(金)10:30～11:30 3,000円辛 昌美

ハングル(初級④)
ハングル(初級⑤)

辛 昌美

ハングル（中級） 第1・3（水）11:00～12:00 3,000円
第1・3（水）15:00～16:00 3,000円

辛 昌美 第1・3（水）16:00～17:00 3,000円

辛 昌美

［1回30分］

【こども（年長～小６）】

【中学生～】

11:00～12:30
【大人（中１～）】

【初心者クラス】

【経験者クラス】

第1･3(土)

［1回60分］

ハングル(初級） 第1・3(金)11:30～12:30 3,000円辛 昌美

～こどもの為のはじめてのお箏～

JEUGIAカルチャーWEB検索は
10:00～20:00075-584-1512随時ご入会受付中体験・見学も承ります!

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　師音　楽

受講料（月額）講　師こども

受講料（月額）講　師

受講料（月額）講　師


