
オールディーズから現代までのポップス、Jazz、
R＆B、SOULなど、幅広いジャンルに対応しま
す。 基本的な発声方法から、リ
ズムの感じ方、歌の中で使える
表現方法やテクニックなどご希
望に合わせてしっかりレッスン
していきます。

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
のある作品を楽し
く作りましょう。

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。

『仏像彫刻のすすめ』をテキ
ストとして小さな板に文様
を彫ることから始め、地蔵
菩薩観音菩薩等の仏像を彫
れる様指導します。

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。

風景やお花、ペ
ットなど、お持ち
いただいた写真
をもとに色えん
ぴつで描いて
いきます。

①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。②銀粘土を好きな
形にし、電気炉で焼き上げ、磨
き、オリジナルアクセサリーを
作っていただけます。

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
のレッスンを致します。

ご詠歌は仏さまの
教えをわかりやす
い詞と美しい旋律
で唱える仏教歌で
す。上手下手にとら
われることなくお
唱えします。

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。

基本から上級テクニ
ックまで、丁寧に指導
します。ドラムをたた
く気持ち良さをぜひ
味わって下さい。

曲と一緒に楽しみながら始め
られます。経験のある方もマン
ツーマンレッスンなのでしっか
り叩けます。

ベースがないと始まらないっ！と言われるほ
ど、アンサンブルの要となるエレキベース。そ
して今注目のウクレレベース。楽譜が読めなく
ても大丈夫。あなたのやってみ
たいを叶えます。リズム感と音
感を身につけることができるの
でお子さまにもオススメです。 

初心者の方も基礎
から丁寧に指導し
ます。みなさんの 
お気に入りの曲を
一緒に吹いてみま
せんか？？ 

クラシックもアコースティックもウクレレも個
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♪

初心者大歓迎です。経
験者もステップアップ
やスキルアップ、アド
リブや音楽理論まで
対応します。

自分にあったやさしい曲か
ら始めて、好きな曲を弾け
るようになりませんか。クラ
シック、ボサノバ、ジャズ等
幅広く指導します。エレキギ
ターもお教えします！

①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！②歌を上手に歌いたい♪
高い声が出せるようになりたい♪など目
的に合わせ丁寧にレッスン致します。

楽しくみんなでカラオ
ケレッスン！プロのテク
ニックを身につけてワ
ンランク上を目指しま
しょう！

愛の讃歌や百万本
のバラ等、素敵な
日本語訳詞で歌い
ます。腹式呼吸法
による健康的で楽
しいレッスンです。

声を合わせて歌うことで、ソ
ロとはまた違う音楽との一
体感を感じてみませんか？ 
一つの曲に基礎からじっく
り取り組みますので新たに
ゴスペルを始めたい方も歓
迎です！ゴスペルを通じて音
楽の感性を広げましょう！

これからレッスンを始めたい、遠ざ
かっていたピアノにもう一度触れた
い方も大丈夫です。両手で演奏でき
るようになる超簡単な演奏法です。
すでに弾ける方も、より上手になる
コツをお伝えします。グループ・個人
お好みのクラスをお選びください。

楽しくて必ず上達
する素敵なオカリナ
教室。「365日の 紙
飛行機」が吹けるよ
うになります♪

誰もが歌ったことのある童謡・唱歌の名曲を
アットホームな雰囲気で楽しく一緒にうたい
ましょう。「一人で歌
うのはちょっと・・・」
そう思っている方
も歌うことが楽しく
なるクラスです。 

大人のためのピアノ個人
レッスン♪初心者から経験
者まで、楽しくレッスンし
ましょう。

実際の曲を題材にポップ
スやジャズの演奏に必要
なコード・奏法・理論を段
階的に学べます。初心者
向けの大人のピアノコー
スもあります。

難しいと思われがちな津軽
三味線。オリジナルのカリキ
ュラムで指導します。かっこ
いい津軽じょんがら節が、
弾けるようになります。

楽譜が読めなくても、何才
からでも大丈夫。誰でも手
軽にカンタンに弾けて楽し
くおけいこできます。

楽譜が読めない方も
楽器は初めてという
方も歌に合わせてウ
クレレで伴奏できま
す。ハワイアン・ポピ
ュラー・その他

初歩からていねいにご指導し
ます。経験者も是非どうぞ。日
本の伝統楽器の音色をご一緒
に楽しみましょう。

小学生からのレッスンもございます。

植物をよく観察し、実
寸大で描き彩色しま
す。誰にでも描ける楽
しい講座です。デッサ
ンの仕方から丁寧に指
導致します。

日本画を難しく考え
ず、まずは絵を描く
楽しさを共に味わっ
てみませんか。スケッ
チのポイントから指
導します。

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！

描きたいものを自由に、自分
のペースでマンガやイラスト
を描く教室です。ストーリー
の考えかたも学べます。

プロの漫画家・イラスト
レーターになりたい方、
アクリル画・水彩画・鉛
筆デッサンを学びたい
方、基礎から丁寧に指
導致します。

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。

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
リジナル作品を作り
上げませんか。

毎月1作品、樹脂粘土
を使ってかわいい作
品を作ります。飾って
もプレゼントにも喜
ばれます。

グルーとスワロフ
スキーを使って
オリジナルアクセ
サリーをお作り
頂けます。認定講
師取得コースも
あります。

カラーワイヤー
を使って様々な
物を作ります。
初心者の方も大
丈夫です。お道
具の使い方から
説明致します。

1本のリボンから針
や糸を使わずに手作
業だけで作り上げる
立体の美しいバラを
作ります。

ひつじの原毛を使っ
て、かわいい動物や人
形等を作ります。基本
講座2回受講後は、好き
な作品にチャレンジで
きます。 

ハワイで人気のリボン
レイ！色鮮やかなリボン
を縫ったり編んだり、ハ
ワイアンクラフトを楽
しくレッスンします。

アルファベットを
ペンや筆で描き 
カードや作品に仕
上げます。 花やケ
イ線なども作品や
カードに添えられ
ます。

素直な気持ちを
伝える静かなひ
とときを持ちま
せんか。絵や文
字が下手でも
大丈夫。どなた
も描けるように
なります。

フルーツやソープで楽しく
かわいい小物を作成します。
プレゼントに最適です。 
２時間で１作品完成します。

©Disney. Based on the “Winnie the Pooh”
　works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

©Disney

松原ルミ ディズニーハンドメイド
インストラクター

第4(水)
10:00 ～ 12:00

全6回21,000円(税別)

キラキラデコ

全6回7,540円(税込)
［4/26(水)開講予定］

混ぜるだけで固まる樹脂粘土
（デコレパテ）に、キラキラビジ
ューを乗せて作るディズニーキ
ャラクター講座です!

全6回

松原ルミ ディズニーハンドメイド
インストラクター

©Disney

第4(水)
13:00 ～ 15:00

全6回21,000円(税別)

魔法のタワシ

全6回5,000円(税込)
［4/26(水)開講予定］

食事の後片付けが楽しくな
る、洗剤なしで汚れが落とせ
るディズニーキャラクターの
タワシを作ります。

全6回

一人ひとりに合っ
たレッスンをしま
す。楽しく上達し
ていきましょう。
是非、一度会いに
来てください。

ドラムは叩けば音が
出る楽しい楽器です！
初心者から上級者ま
で、希望に応じた内容
でレッスンします！

日本や世界の名曲、叙情歌を一
緒に歌いましょう。 発声練習も
行います。 歌うことは健康な体
づくりの一つです。個人レッス
ンの声楽・ソルフェージュコー
スもあります。

懐かしい童謡 唱歌や心に
残るクラシックの名曲を歌
いましょう。楽譜の読めない
方も大丈夫。発声から指導
いたします。
コーラスでの声の出し方・
音の取り方もご指導します。

座り方や弓の持ち方など
の基本を中心に、日本の聞
き馴染みのある曲から譜
面に慣れるようにすすめて
いきます。

3/13(月)

第2(月)10:00 ～ 12:00
月額2,500円(税別)

～絵が描けなくても、不器用さんでも楽しめるアート～
はじめての彫紙（ちょうし）アート
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 500円(税込) 3/19(日)

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
まっきー まっきー絵顔筆

2,315円 500円(税込) 3/5・19(日)

第1･3(日)
10:00 ～ 12:00
月額5,100円(税別)

仏像彫刻
家祢智祥 仏師

2,550円 324円(税込) 3/3・17(金)10:00 ～

第1･3(金)
10:00 ～ 12:00
月額5,100円(税別)

脳トレ 臨床美術教室
疋田ゆかり 臨床美術士

介護福祉士

2,550円
1,080円(税込)3/11・25(土)

第2・4(土)
10:30 ～ 12:30・13:30 ～ 15:30・16:00 ～ 18:00
月額3,100円(税別)

色えんぴつ画＆デッサン
三浦妙子 京都造形芸術大学

通信教育部洋画コース卒業

1,500円
540円(税込)

3/4・18(土)時間はお問い合わせください

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
月額7,800円～ (税別)

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
月額7,000円～ (税別)

サックス♪レッスン
山下 楓 サキソフォンインストラクター

高校生以上1,500円 中学生以下1,000円3/20(月)

第1・3(月)
10:00 ～ 12:00
月額5,000円(税別)

安らかなるご詠歌教室
笠原千裕 真言宗僧侶

2,500円

クラリネット
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

月3回（日）
10:00 ～ 18:00[1回30分]
月額6,900円～ (税別)

日曜ドラム教室
長谷川貴信 ドラマー

①月3～ 4回（金）
15:00 ～ 21:00
［1回30分］月額7,650円～ (税別)
［1回50分］月額11,400円～ (税別)

②第1・3（土）
10:00 ～ 12:30
［1回30分］月額5,100円～ (税別)

①金曜ドラム教室
②土曜ドラム教室

清水秀行 ドラマー
高阪照雄氏師事

第2･4(木）17:00 ～ 21:00[1回30分]
月額7,600円～ (税別)

第1・3(火)
18:30 ～ 20:45[1回45分]
月額7,100円～ (税別)

トランペット
澤嶋愛子 同志社女子大学学芸学部　音楽学科

トランペットコース卒業

第2・4(火)13:00 ～ 21:00[1回40分]
第1・3(木)10:00 ～ 13:20[1回40分]
月額5,500円～ (税別)

クラシック・
アコースティックギター・ウクレレ

菱川和希 ギタリスト

第1・3(木)18:00 ～ 21:00[1回30分]
第2・4(日)10:00 ～ 18:00[1回30分]
月額7,600円～ (税別)

【エレキ・アコースティック】
木曜ギター教室／日曜ギター教室

和久井カツヒデ ギタリスト

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

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

沖 次夫 ギタリスト

①3/11・25(土)

①第2・4（土）13:00 ～ 14:15
月額4,500円(税別)
②第1・3(土)17:30 ～ 21:00［1回30分］
月額6,100円(税別)

①なつかしのヒットソングを歌いましょう♪
②ポップスから演歌まで土曜のボイストレーニング

郷 千里 ボイスインストラクター

3/4・18(土)

第1・3(土)
13:00 ～ 14:30
月額4,800円(税別)

カラオケ講座
石橋康明 シンガー　ボイストレーナー

3/10・24(金)

第2・4(金)
13:00 ～ 14:30
月額5,100円(税別)

シャンソン＆ポップス
山田直毅 シャンソン歌手＆ポップス歌手

2,550円 3/4・18(土)

第1・3(土)15:00 ～ 16：30
月額5,100円(税別)

ゴスペルクラス
石橋康明 シンガー　ボイストレーナー

2,550円
①3/6・13（月)

①第1・3(月)
15:15 ～ 16:45
月額5,100円(税別)

②第2・4(月)
10:00 ～ 13:30［1回30分］
月額6,100円(税別)

　13:30 ～ 14:30
月額4,000円～ (税別)

①趣味ピアノ中高年レッスン
②吉田知央の趣味ピアノ～おひとりさまレッスン～

吉田知央 ピアノ講師

3/3・17(金)

第1・3(金)
　13:00 ～ 13:30［1回30分］
月額5,000円～ (税別)

素敵なオカリナ教室
伊澤隆志 オカリナ教室主宰

第2・4(月)15:00 ～ 21:00
[1回30分]月額6,100円(税別)
[1回50分]月額8,600円(税別)

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

ヴォーカルトレーニング
ＪＡＺＺ＆ポピュラーヴォーカル

明星隆之 大阪音楽大学ジャズ
ポピュラーヴォーカル科卒　Vocalist

2,400円

2,550円
②3/13・27（月)時間はお問合せください 1,500円

3/14・28(火)

第2・4(火)11:15 ～ 12:15
月額3,100円(税別)

歌おうみんなで
平松ひろみ 京都国際音楽療法センター所属

melody music salon主宰

1,550円 ②3/8・22(水)時間はお問い合わせください

3/1・15(水)
時間はお問い合わせください

3/9・23(木)
時間はお問合せください

②第2・4(水)
10:00 ～ 14:30[1回30分]
月額6,100円(税別)

1,500円1,500円 1,500円日時はお問合せください

①第1・3(火)10:00 ～ 14:00[1回30分]
　月額5,100円～ (税別)
②第2・4(火)10:00 ～ 11:00・12:30 ～ 13：30[1回30分]
　月額4,600円～ (税別)
③第2・4(水)10:00 ～ 14:30[1回30分]
　月額5,200円～ (税別)

大人のピアノレッスン
①石田純子②平松ひろみ③伊藤 静

第2・4(木)
10:00 ～ 13:30[1回30分]
月額5,100円～ (税別)

ポピュラーミュージックアレンジ/ピアノ
笹 直人 大阪音楽大学楽理専攻卒

ヤマハPMS講師

1,500円
1,000円

第1・3(水)
10:00 ～ 14:00[1回30分]
月額6,100円(税別)

津軽三味線
波多野晶子 津軽三味線　奏者 

1,500円 3/7・21(火)

第1・3(火)
  10:00 ～ 11:00（初級）
  11:00 ～ 12:00（中級）
  12:00 ～ 12:30[1回30分]
月額4,100円(税別)

大正琴
松浦純子 大正琴京都琴山流師範

2,050円

高校生以上1,500円中学生以下1,000円

3/13・27(月)

第2･4(月)
  11:00 ～ 12:00
  10:00 ～ 11:00[1回30分]
月額5,100円～ (税別)

たのしいウクレレ 弾き歌い
今津マス子 ヒロ山﨑ウクレレ教室卒業生

ノアーズアークヒロ　所属メンバー 

3/7・21(火)
第1・3(火)[1回50分]
13:00 ～ 16:50
月額6,100円(税別)

第1・3(火)[1回30分]17:00 ～ 18:00月額2,100円(税別)

筝・地唄三味線

ジュニアお箏

北川雅楽庸 公益財団法人　正派邦楽会
大師範

3/4・18(土)

第1・3(土)13:00 ～ 15:00
月額4,500円(税別)

①ガラスフュージング
②粘土が銀になる！銀粘土アクセサリー
橋爪則子 ガラスフュージングインストラクター

日本貴金属粘土協会認定講師

1,500円
①1,000円(税込)②2,600円(税込)

3/10・24(金)

第2・4(金)
13:30 ～ 15:30
月額4,100円(税別)

ボタニカルアート
梅原伸子 JGSボタニカルアーティストの会会員

日本植物画倶楽部会員

2,050円 300円(税込) 3/6・20(月)

第1・3（月）
10：30～ 12：30
月額4,100円(税別)

やさしい日本画
安恵隆司 京都日本画家協会会員　日本美術院研究会員

兵庫県日本画家連盟理事

2,050円3/2・16(木)

第1・3(木)
13:30 ～ 15:30
月額4,100円(税別)

ファンタジック水彩画
吉川きょう子 ファンタジック水彩画協会本部講師

2,050円 500円(税込) 3/7・21(火)

第1・3(火)
①17:15 ～ 18:45月額3,900円(税別)
②16:30 ～ 17:30月額3,100円(税別)

①マンガ・イラストレーション
②こどもマンガくらぶ

細岡祐輔 イラストレーター

①1,950円②1,000円
3/11・25(土)

第2・4(土)
13:00 ～ 15:00
月額4,100円(税別)

絵画・漫画教室
水井秀彰 漫画家・イラストレーター講師

高校生以上2,050円中学生以下1,000円 100円(税込)

3/7・21(火)

第1・3(火)10:00 ～ 12:00
月額5,000円(税別)

心なごむ仏画教室
林 秀雄 蓮生会幹事長

1,260円3/8・29(水)

第2(水)
10:30 ～ 12:30
月額2,100円(税別)

ポーセラーツ
井川季里香

1,500円 540円(税込) 3/15(水)

第3(水)
10:00 ～ 12:00
月額2,500円(税別)

かわいい粘土アート
松原ルミ ハンドメイド教室First-step

1,300円 540円(税込)3/21(火)

第3(火)13:00 ～ 15:00
月額2,100円(税別)

スワロフスキー輝く
グルーデコ®

Raracarat Rie 日本グルーデコ協会認定講師

2,100円 1,500円(税込)

3/28(火)

第4(火)10:00 ～ 12:00
月額2,100円(税別)

カラーワイヤークラフト
福田香里 日本カラーワイヤークラフト協会

認定講師

1,800円 1,700円(税込) 3/10(金)

第2(金)
10:00 ～ 12:00
月額2,000円(税別)

1本のリボンから作る
リボンローズレッスン
村山琴代 日本リボンローズ協会認定講師

1,500円 1,500円(税込)

3/14(火)

第2(火)
10:00 ～ 12:30
13:30 ～ 16：00
月額2,100円(税別)

ほのぼの羊毛フェルト
藤井真紀 PONY CRAFT主宰

2,100円 540円(税込) 3/27(月)

第4(月)
10：30～ 12：30
月額2,100円(税別)

ハワイアンリボンレイ
Hiroko Malulani Koizumi HOKUCRAFT ASSOCIATION

公認インストラクター　アロハタパ代表

2,100円 1,000円(税込)3/24(金)

第4(金)
13:00 ～ 15:00
月額2,100円(税別)

エンジョイ カリグラフィー
杉山万佐江 日本手芸普及協会

カリグラフィー部門指導員

2,100円 1,500円(税込) 3/13(月)

第2(月)10:30 ～ 12:30
月額3,１00円(税別)

楽しく描く絵てがみ教室
小松原晴子 ウェストの絵てがみ講師

3,100円 1,080円(税込)3/18(土)

第３（土）
13:30 ～ 15:30
ステップ①月額2,100円(税別)
ステップ②月額2,300円(税別)
ステップ③月額2,500円(税別)

フルーツ・ソープカービング
中島美幸 食育カービングらぼ主宰　管理栄養士

日本タイカービング協会教室会員

2,100円 300円(税込)

アート＆
クラフト

3/5・12・19（日)時間はお問い合わせください
高校生以上1,500円 中学生以下1,000円

3/14・28（火) 3/2・16(木)時間はお問い合わせください
高校生以上1,500円 中学生以下1,000円

3/2・16（木) 3/12・26（日)時間はお問い合わせください
高校生以上1,500円 中学生以下1,000円

【小4～】

3/11・25(土)時間はお問い合わせください

第2・4(土)
15:00 ～ 21:00［1回45分］
月額7,600円～ (税別)

ホルン教室
大井麻衣 大阪芸術大学演奏学科卒業

高校生以上1,500円 中学生以下1,000円
3/14・28(火)時間はお問い合わせください

高校生以上1,500円 中学生以下1,000円

【中学生～】

【5歳～】

【小学生～】 【小5～】

第1・3(月)
17:30 ～ 21:00[1回30分]
月額6,100円～ (税別)

月曜ドラム教室
久米 諒 ドラマー

3/6・20(月)時間はお問い合わせください
高校生以上1,500円 中学生以下1,000円

3/6・13・27（月)時間はお問い合わせください
高校生以上1,500円 中学生以下1,000円

3/13・27（月)、3/1・15(水)時間はお問い合わせください
高校生以上1,500円 中学生以下1,000円

3/7・21(火)時間はお問い合わせください
高校生以上1,500円 中学生以下1,000円

3/9・23（木)時間はお問い合わせください
高校生以上1,500円 中学生以下1,000円

①3/10・17・24(金)②3/4・18（土)時間はお問い合わせください
高校生以上1,500円 中学生以下1,000円

【小3～】

【８歳～】

3/10・24(金)
時間はお問い合わせください

第2・4(金)
13:20 ～ 16:30[1回30分]
月額6,100円(税別)

二胡
釋 百恵 二胡　講師

1,500円 3/7・21(火)時間はお問合せください 1,000円

3/9・23(木)
時間はお問い合わせください 1,500円

第2・4(木)
10:00 ～ 13:00[1回45分]
月額6,100円(税別)

声楽・歌曲ボイストレーニング
今西ひとみ 声楽家　大阪音楽大学　声楽科卒

関西歌曲研究会会員

【中学生～】

【小1～中3】

【5歳～】

エレキベース教室
ウクレレ・ウクレレベース教室

土井重彰 ベーシスト

【小5～】

【18歳～】

【小学生】

【小5～】

2,250円 コピー代
②3/4・18(土)
　 時間はお問合せください

1,500円 コピー代

コピー代

①3/1・15(水)

①第1・3(水)
13:30 ～ 14:30
月額3,100円(税別)

①名曲を歌おう
②声楽・ソルフェージュ

伊藤 静 大阪音楽大学　声楽科卒業

1,550円

1,500円 2,550円 1,500円

音楽

【小5～大人】

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
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保存版

かわいい粘土アート 学研 科学実験教室

エレキベース教室 カラーワイヤークラフト

体験｜見学｜入会｜お申し込み受付中

● 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

●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。

〒607-8075 京都市山科区音羽野田町1番地　西友山科店別館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）

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。

ホームページからもお申し込み承ります。

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

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2017.2.21
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