
9/16(土)各クラス

第1・3(土)
【小1～小3】
13:00 ～ 14:00

【小4～小6】
14:00 ～ 15:00

【中1～大人】
15:00 ～ 16:30

こども将棋教室
折立冨美男 日本将棋連盟公認将棋指導員　京都府支部連合会理事

京都山科支部副支部長　京都アマ名人

9/13・27(水)10:00 ～

第2・4(水)10:00 ～ 12:00
月額4,000円(税別)

和紙ちぎり絵教室
平松勝治 洛趣庵ちぎり絵教室主宰

目指せちびっこ棋士！初心
者向けに基礎から丁寧に指
導致します。年齢を問わず
対局できるのが将棋です。
お子さまから大人まで、脳
トレ効果や集中力が身につ
く将棋を始めましょう。

9/8・22(金)16:45 ～

第2･4(金)
16：45～ 17：45
月額4,100円(税別)

こども囲碁教室
山口哲洋 日本棋院京都府師範

集中力が身に付く囲碁
を始めてみませんか。
最近は、多くの学校で
も授業に取り入れられ
ていますよ。

9/2・16(土)①18:50 ～②19:50 ～

第1・3(土)
①【小1～小3】18:50 ～ 19:50
②【小4～小6】19:50 ～ 20:50
月額3,000円(税別)

～簡単・安全！楽しく脳トレ～
ウエルネスダーツ

片山 達 日本ウエルネスダーツ協会認定指導員

ウエルネスダーツは、通常ダーツとは違
い小学生の学習スポーツとして開発さ
れた安全性の高いスポーツです。指先を
使って投げる運動に加えて計算力・集中
力・判断力も身に付き、楽しみながら上
達できます。

9/9・23(土)13:30 ～

第2・4(土)13:30 ～ 14:30
月額4,000円(税別)

キッズフープダンス＆体操教室
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

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。

9/5・12・19・26(火)19:30 ～

月3～ 4回(火)
19:30 ～ 20:30
月額4,650円～ (税別)

～身体のリズムを整える～月 サイクルヨガ
YUKI

【女性限定講座】 【女性限定講座】

実は私達の体に影響を与えて
いる月。その日の月に合わせ
たポーズや瞑想で、月と調和
し快適に過ごすためのヨガ。

9/15・10/20(金)13:00 ～

第3(金)13:00 ～ 14:00
月額2,000円(税別)

女性のための体質改善リンパケア
やまもと ますみ 工房そらいろ植物園ボディメイクスタジオ代表

毎日5分のセルフメンテナ
ンス！身体のゆがみを整
え、自分自身でケアができ
るメソッドを身につけま
す。現役セラピストが、かん
たんシンプルな「続けられ
るセルフケア」のコツをお
伝えします。

9/11・25(月)13:00 ～・14:00 ～

第2・4(月)
13:00 ～ 14:00〔初心者クラス〕
14:00 ～ 15:00〔初級クラス〕
月額4,000円(税別)

小林ちど理 一般社団法人カントリー＆ライン・ダンススポーツ連盟理事

老若男女を問わず、誰もが楽しめる
ダンスです。列(ライン)になって方向
を変えながらシンプルで短い振付を
繰り返し踊ります。ラテン・ワルツ・ポ
ルカ・カントリーの曲を1曲通して踊
ります。健康維持と脳トレ効果も！

9/14・28(木)13:00 ～

第2・4(木)
13:00 ～ 14:00
月額3,400円(税別)

美 フェイシャルヨガ
YUKI 高津文美子式フェイシャルヨガ認定インストラクター

普段意識しないお顔表情筋
の「筋トレ」。その効果は、小
顔、リフトアップ、むくみ・シ
ワの改善など良いことずく
めです！

中学生以下1,000円
高校生以上1,550円 1,000円 1,000円 1,000円

日本サロネーゼ協会
アイシングクッキー認定講座
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

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。

～「東アジア文化都市2017京都」コラボ企画～
世界遺産・元離宮二条城で楽しむ、
現代アートと特別拝観
徳山拓一 森美術館 アソシエイト・キュレーター

世界遺産・元離宮二条城で開催されている「アジア回廊 現代美術
展」では、通常非公開の「二の丸御殿台所」、「東南隅櫓」などでも
展示が行なわれます。これら特別公開エリアを中心に、キュレータ
ーによる案内と解説で、作
品を鑑賞します。

デジカメで京都山科を撮ろう！
第7弾 『秋の毘沙門堂』
村上文彦 日本写真家協会会員(JPS)

京都写真家協会会員(KPS)

CMで全国的に有名となった京都の紅葉の隠れた
名所『毘沙門堂』にて境内の紅葉やお堂の撮影をし
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。

紅葉のトレッキング
～京都☆紅葉づくしの一日～
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)

紅葉の名所、高雄・清滝・保津峡・嵐
山の紅葉を愛でながら歩きます。
秋色に染まっていく木々を肌で感
じながら楽しく歩きましょう。
行程:京都駅→(JRバス)→栂尾→
高雄→清滝→落合→小倉山→嵐山

1,550円

1,500円
540円(税込) 9/17(日)10:00 ～

第3(日)
10:00 ～ 12:00
月額3,000円(税別)

楽しく作ろう！
日曜のカラーワイヤークラフト
古澤美佐 日本カラーワイヤークラフト協会認定講師

1,800円
1,200円(税込) 9/11・10/9(月)10:30 ～

第2(月)10:30 ～ 12:00
月額2,100円(税別)

楽しくパステル書
小林ちど理 ReikaAngelパステル書公認講師

1,500円
500円(税込） 9/2・16(土)18:00 ～

第1・3(土)
18:00 ～ 20:00
月額4,500円(税別)

1,500円
2,600円(税込)9/8・22(金)10:00 ～

第2･4(金)10:00 ～ 12:00
月額4,400円(税別)

素敵なニット教室
加藤佳代子 公益財団法人 日本手芸普及協会准師範

2,200円
920円～ (税込)

コピー代
9/8・15・22・29(金)時間はお問合せください。

月3～ 4回（金）
17：00～ 21:00の間[1回30分]
時間はお問合せください。
月額8,100円～ (税別)

ヴァイオリン教室
高木 玲 同志社女子大学学芸学部卒

1,000円〔中学生以下〕1,500円〔高校生以上〕
9/4・11・25(月)時間はお問合せください。

月2回(月)
14:00 ～ 20:30の間〔1回30分〕
時間はお問合せください。
月額5,200円～ (税別)

月3～ 4回(月)
14:00 ～ 20:30の間〔1回30分〕
時間はお問合せください。
月額7,800円～ (税別)

ひいて うたって
楽しいピアノレッスン
石﨑まなみ 京都市立芸術大学音楽学部

声楽専修卒業

1,000円〔中学生以下〕1,500円〔高校生以上〕
9/2･16(土)時間はお問合せください。

第1・3（土）
【小１～高３】
17:30 ～ 20:30の間［1回30分］
時間はお問合せください。
月額5,500円(税別)

【大人】
17:30 ～ 20:30の間［1回30分］
時間はお問合せください。
月額6,100円(税別)

郷 千里の歌のレッスン♪

楽しくうたおう♪キッズボーカル＆ボイストレーニング なつかしのヒットソングを歌いましょう♪
郷 千里 ボイスインストラクター

1,000円〔中学生以下〕1,500円〔高校生以上〕
9/2・16(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（土）
13:00 ～ 14:15
月額4,500円(税別)

サックス♪レッスン
山下 楓 サクソフォンインストラクター

1,000円〔中学生以下〕1,500円〔高校生以上〕
9/9・23(土)13:00 ～

2,250円

9/11・25(月)、9/6・20(水)時間はお問合せください。

第2･4(月)15:00 ～ 21:00の間〔1回30分〕
第1・3(水)10:00 ～ 13:00の間〔1回30分〕
月額6,100円(税別)

初心者でも楽譜が読めない方でもできる
ピアノコード弾き語り
明星隆之 大阪音楽大学ポピュラーヴォーカル科卒

Vocalist

1,000円〔中学生以下〕1,500円〔高校生以上〕 9/13・10/11(水)10:30 ～

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)9/2・30(土)13:00 ～

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

2,400円 9/3・17(日)14:30 ～

第1・3(日)
14:30 ～ 15:30
月額3,300円(税別)

はじめてのピラティス
JUNKO FTPベーシックマットピラティスインストラクター

1,650円9/4・18(月)10:00 ～

第1・3(月)
10:00 ～ 11:15
月額3,500円(税別)

リラックス＆リフレッシュヨガ
吉田佳代 IYC京都ヨガ講師

1,750円

9/9･23(土)10:00 ～

第2・4（土）10:00 ～ 11:00
月額3,100円(税別)

こども書道
小嶋朱月　他
かおるスタデイ師範講師

小嶋朱月　書団薫会会長　書団三耀社師範
京都市後援　京都・名古屋書道展主催・実行委員長　

1,000円 9/3・17(日)9:40 ～

第1・3（日）
9:40 ～ 10:35
月額3,100円(税別)

こどものハワイアンフラ
小西京美 ハーラフフラオ マカロコマイカイ 主宰

1,000円9/15・22・29(金)17:00 ～

月3～ 4回（金）17:00 ～ 18:00
月額4,650円～ (税別)

キッズチアダンス
川井千枝 チアダンスインストラクター

1,000円 9/6・13・20・27(水)各クラス

月3～ 4回（水)
【年少～小1】15:40 ～ 16:30
【年長～小4】16:40 ～ 17:30
【小学生】17:40 ～ 18:30
月額4,650円～ (税別)

ちびっこ体操教室
高谷将太・小川美保 ファイブM講師

1,000円9/7・14・21・28(木)各クラス

月3～ 4回(木)

月額4,650円～ (税別)

【4歳～】
16:00 ～ 17:15

【中1～高3】
19:00 ～ 20:15

【小学生】
17:30 ～ 18:45

こどもの為の実践空手
矢頭裕二 国際空手道円心会館滋賀支部支部長

円心会館世界大会「ワールド・サバキチャレンジ2001」軽量級チャンピオン

1,000円

9/15(金)13:30 ～

第3（金）
13:30 ～ 15:00
月額3,000円(税別)

ココロに優しい書道教室
大人の実用balance書道

桂風 セラピー書道家
筆跡アドバイザー

3,000円 9/1・8・15・22(金)18:30 ～

月3～ 4回（金）
18:30 ～ 19:30
月額6,450円～ (税別)

大人の英会話
伊豆田弘子 英語講師

2,150円 9/9・10/14(土)10:00 ～

第2・4（土）
10:00 ～ 11:00
月額3,100円(税別)

こども護身術
山口豊博 カラダレッスン studio8主宰

1,000円9/2・9・16・30(土)各クラス

月3～ 4回(土)
【幼児（3歳～年長）】
15:00 ～ 16:00
月額4,230円～ (税別)

【トゥシューズクラス】
16:00 ～ 17:30
月額6,150円～ (税別)

【小学生～】
16:00 ～ 17:00
月額5,070円～ (税別)

クラシックバレエ
大西清子 大西清子バレエ教室

1,000円9/5・12・19・26(火)17:00 ～

月3～ 4回(火)
17:00 ～ 19:00
月額5,070円～ (税別)

子供クラシックバレエ
［春日バレエ研究所］
戸田知里 春日バレエ研究所助教師

1,000円

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

1,500円2,000円 1,550円

こどもläraミュージカル専任講師木下めぐみ

歌おう！踊ろう！演技しよう！未来につながる可能性

JEUGIAこども表現教室講師水嵜綾乃 JEUGIAこども表現教室講師水嵜綾乃

9/25(月)各クラス 1,000円

曜日時間は
お問合せください

1,000円〔中学生以下〕
1,500円〔高校生以上〕

月3～4回
(月)（火)(木)(土)
〔1回30分〕時間はお問合せください。
月額7,800円～ (税別)

月3回(水)
〔1回30分〕時間はお問合せください。
月額7,800円～ (税別)

月2回
(月)（火)(木)(土)(日)
〔1回30分〕時間はお問合せください。
月額5,200円～ (税別)

ピアノ教室【月3回】・【3ヶ月10回】・【3ヶ月6回】

お子さまから大人まで、レベルに
合わせて丁寧に指導致します。

石﨑まなみ　白井淳子　澤 朱里　石原圭美
小幡利子　上田かおり　藤井友美花

【4歳～】

【18歳以上】

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)15：50～17：05
月額6,480円～(税別)

月3～4回(月)16:20～17:50
月額6,930円～(税別)

ミュージカルランド ミュージカルクラブ

JEUGIAこども表現教室

【年中～小1】 【小2～小5】

おんがくランド
0～3歳の音楽情操・リトミック

あみぐるみ

全3回

第4(火)
13:30 ～ 15:30

(各)全3回7,500円(税別)

コロンとしたシルエット
がかわいい、ディズニー
のあみぐるみ。編み物が
初めての方でも丁寧に
お教えします。

あみぐるみ・魔法のタワシ(各)2,500円(税込) キラキラデコ3,440円(税込)

［10/24(火)開講予定］

魔法のタワシ

第2(金)
13:00 ～ 15:00

初心者でも編みやすい太
めの毛糸で、洗剤なしで
汚れが落ちる魔法のタワ
シを作ります。かぎ針編み
の基礎も身につきます。

［10/13(金)開講予定］

キラキラデコ

第2(金)
10:00 ～ 12:00

混ぜるだけで固まる樹脂粘
土（デコレパテ）に、キラキラ
ビジューを乗せて制作しま
す。完成後はタックピンやピ
ンブローチなどに金属用ボン
ドで貼り付けて楽しめます。

［10/13(金)開講予定］

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

深尾さちよ・松原ルミ ディズニーハンドメイドインストラクター
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オススメ特別講座

オススメ現地講座

この秋オススメ1日講座

趣味や仕事に活かせる講座

9/24・10/29・11/26・12/24（日）
11:00～17:00（途中60分休憩）

10,000円(税込) 9,000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

【カリキュラム】
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年後の自分に未来プランニング
⑩ 認定テスト

10/8(日)10:00～16:00（途中休憩有）
9,720円(税込) 11,340円（税込）

10/8(日)
13:00～15:00

2,188円(保険料・税込/二条城入城＋現代美術展セット券代金含む)

9/3・11/5(日)
12/3・1/7(日）
10:00～18:00

72,144円(税込) 30,240円（税込）

カラーを使ってストレス解消・パワー補給！
カラーソムリエベーシック講座
吉田梨桜 一社) 梨桜フラワー・カラーセラピー協会認定講師

12/10(日)
10:30～16:30（途中休憩有）

9,180円(税込) テキスト・修了証代 3,500円（税込）
申込締切12/3(日)

申込締切3日前

やさしい庖丁とぎ教室
武田 昇 庖丁研ぎ師

元庖丁･料理道具『有次』錦店店長

9/27・10/25・
11/22・12/27(水)
10:00～11:30

2,160円(税込)

メディカルアロマで作る市販薬講座
米田和江 日本メディカルアロマテラピー協会認定講師

9/15・10/20・11/17・12/15(金)
13:00～16:00

2,500円(税込)
申込締切各日前日申込締切各日前日

申込締切10/5(木)

『正しいスキンケアとメイクの基礎講座』
メイクの基礎を学んでメイク力アップ！
窪田聖恵 全日本エステ指導育成協会フェイシャルエステインストラクター

全日本エステ指導育成協会メイクインストラクター

10/15(日)
13:00～16:00

7,560円(税込) 申込締切10/14(土)

一般社団法人日本ハンドケア協会
ハンドケアセラピスト認定講座
尾﨑千恵 フィトセラピーインストラクター

ハンドケアインストラクター

11/12(日)10:30～17:30
全1回限定特別価格22,140円(税込)（※受講料・認定料・教材費込み）

申込締切11/2(木）

メディカルアロマテラピー
ペットセルフケアセラピスト講師育成講座
米田和江 日本メディカルアロマテラピー協会認定講師

10/29(日)
10:30～16:30

17,820円(税込) 6,500円（税込）
申込締切10/28(土)

月額3,100円(税別)

【小1～中3】

【16歳～】

【年中～中3】

【16歳～】

【中1～】

【3歳～】
【4歳～】

粘土が銀になる！
銀粘土アクセサリー

世界で人気のスポーツダンス
カントリーラインダンス

橋爪則子 日本貴金属粘土協会認定講師

【中1～】

手漉き、手染めの和紙の美しさを活かして作
ります。初心者キットから創作活動まで幅広
くサポート致します。

カラフルなカラーワ
イヤーを使って色々
な作品を作る講座で
す。初めての方でも
ご安心ください。丁寧
にお教え致します。

楽しくどなたでも簡単に学べ
るパステル書です。ハガキサ
イズに絵を描きます。書は筆
以外の道具を使って描くイン
テリア書で絵のイメージに合
わせた言葉を描きます。

かぎ針や棒針で
自分サイズのニ
ットを作ってみま
せんか。小物やブ
ローチ等オンリ
ーワンの手芸も
提案しています。

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。

お子さまから大人の方まで、
簡単に楽しく一緒にヴァイ
オリンを弾きましょう♪

お子さまから大人の
方まで、お好きな曲
をひけるように一緒
に楽しくレッスンし
ましょう♪

姿勢・呼吸法・発声法など基礎から指導
いたします。個人レッスンで楽しくわか
りやすくお子様から大人までジャンルを
問わずご希望に合わせて丁寧にレッスン
致します。

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！

【小4～】

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。

初めての方、楽譜が分から
ない方でも大丈夫♪大好き
な曲を自分でピアノを弾き
ながら歌ってみませんか。簡
単なコード弾きなので少し
の練習で弾きたい曲を弾け
るようになります。

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！

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。

リラクゼーションを中
心に、体や心のリズム
を整え、毎日の疲れを
癒します。運動が苦手
な方や、まったくヨガ
をしたことがない方
でも大丈夫です。

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！

JEUGIAこども表現教室

【年中～中3】 【年長～小6】 【年長～小6】

【3歳～】

【5歳～小6】

【年少～小学生】

書道は美しい文
字と共に集中力
も育ちます。毎年
教範・師範取得
者が出る程本格
的に書道を基礎
から学べます。

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。 

手を取り丁寧に指導
いたします。音楽に
合わせながらの楽し
いレッスンで子供な
りの達成感が得られ
るでしょう。

楽しく厳しい稽古
で自然と礼節も身
につく空手です。ま
た、心身共に強く
なるよう丁寧に指
導していきます。

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。

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。
気軽に楽しく書道を始めま
しょう。

初級、中学英語から英検２
級程度のレベルのグルー
プレッスンです。
※個人レッスンコース・英
検対策コース(小1～)もご
ざいます。

可愛いレオタードを身に
つけ手足を伸ばす子供た
ち。楽しく元気良くレッス
ンしてみませんか。

楽しみながら、音感と
リズム感を身に付け、 
正しいバレエの基礎レ
ッスンをいたします。

お子さんの健康、成長
のために護身術を始め
ませんか。 楽しく明る
く元気よくレッスンし
ます！！

お宅の庖丁は良く切れていますか。正
しい庖丁の研ぎ方をマスターして素
晴らしい切味でおいしいを作りましょ
う。創業440年庖丁・料理道具の老舗
『有次』で刃物研ぎ30年の元錦店店長
が庖丁の研ぎ方をお教えします。

薬の代用品を天然植物の
成分を調合して作ってみ
ませんか。副作用や依存
の心配を減らしQOL向
上を目指します。

シミやシワを目立たなく
し、小顔に見えるメイク
アップ技術を学んで、メ
イクで変わる美しさをご
実感下さい。

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。

生前整理とは、物・心・情報を整理して幸せに生きるための究極の片付けです。

カラーセラピーとは、色彩の持つ心理的効果を利用して、
心と身体のバランスを整えていくヒーリングシステムで、
様々な業界で注目されています。看護、介護、美容、ファッ
ション、フラワーなど様々な職場
で、またご自身や家族を見つめな
おすきっかけとして、ご家族でも
役立てることができます。

ハンドケア（ハンドマッサージ）は、最もシンプルな癒しの技です。 
親しい人はもちろん、医療や介護の現場、子供へのスキンシップ
等々において自然と相手と触れ合うことができます。１日で資格
が取得でき、誰でもその日からすぐに行えます！ 確かな技術と正
しい知識でやさしい心を伝えましょう♪
※ハンドケアセラピスト認定講座は、自
身のケア、ご家族、ご友人など、身近な方
に対して行うハンドケアの習得を目的と
します。

植物の成分を利用した治療法
を勉強し、講師としてペットセ
ルフケアセラピストを育成で
きる資格が取得できます。

認定料等24,840円(税込)

全2回

全1回全1回全1回全1回全1回

【集合】12:50二条城東大手門前(堀川通側)

11/22(水)
10:00～15:00頃

4,362円(税込/保険料/教材費/食事代込)
【集合】10:00毘沙門堂前

11/18(土)8:00～16:00頃

2,808円(税込/保険料込)

【集合場所/時間】
JRバス京都駅8:00(8:30発周山行・栂尾下車)※バス代等別途要

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。

7ヵ月～
ベビークラス

月2回（金）
9:55 ～ 10:45
月額3,500円（税別）

1歳児(H27.4/2 ～ H28.4/1生)
ピンキークラス

月3回（金）
10:45～11:45
月額4,350円（税別）

キンダークラス
2歳児(H26.4/2 ～ H27.4/1生)
月3回（金）
11:45～12:45
月額4,350円（税別）

9/22(金)
9:55 ～ 10:45 ～ 11:45 ～

1,000円

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

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。

月3～ 4回(水)
15:00 ～ 16:00
月額5,130円～（税別）

3歳児(幼稚園年少)
ピアノキッズ

月3～ 4回(水)
17:00 ～ 18:00
(一年目)月額5,580円～（税別）
16:00 ～ 17:00
(二年目)月額6,030円～（税別）

幼稚園年中以上
ピアノプライマリー

3ヵ月10回［年間40回］
グループ60分

1年間 2年間

9/20(水) 15:00 ～ 17:00 ～ 1,000円

ご予約
承ります

お申込み
お問い合わせ

2017
秋期号

保存版

JEUGIAカルチャー

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。
JEUGIAカルチャーセンターは全国59会場有り

［十字屋Culture株式会社／本社：京都市］

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）
…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。

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

●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。

〒607-8075 京都市山科区音羽野田町1番地　西友山科店別館2F

075-584-151210:00～20:00

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

受講生募集2F

体験・見学も承ります!
ご入会受付中ご予約

承ります

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

カラーワイヤークラフト ～身体のリズムを整える～月 サイクルヨガ

はじめての彫紙（ちょうし）アート キッズチアダンス

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。

2017年

9/30㈯
期間

ま
で体験当日にご入会の方は（または体験なしでご入会の方）

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2017.8.29

全1回 全1回

全1回


