
日本ハーバリウム協会の
資格取得講座です。ハー
バリウムレッスンの開催
や販売をされたい方向
けの講座です。

　　

ハーバリウムデザイナー
認定講座
出羽やすえ 日本ハーバリウム協会認定講師

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

おススメの資格・認定1日講座

ご当地講座

おススメ1日講座

京都

9/26・10/24・11/28・12/26(水)
10:00～11:30

2,160円(税込)

全1回

申込締切日各日前日

親子で
ハーバリウム・レッスン
出羽やすえ 日本ハーバリウム協会認定講師

9/9(日)
13:00～14:30

1名1,620円(税込)

全1回

申込締切日9/6(木)

10/14(日)
13:00～16:00

10/6・11/3・12/1・1/5（土)13:00～14:30

6,200円(税込) 申込締切日10/11(木)

面接マナー講座
中川恵美理 マナーOJTインストラクター

10/25・12/27(木)
13:00～16:00

3,240円(税込)

全1回

全1回

紅葉のトレッキング第4弾
～亀岡・明智越えから京の隠れ里・水尾を歩く～
水尾でいただく柚子風呂と地鶏鍋

申込締切日各日3日前

メディカルアロマ手作り講座
米田和江 日本メディカルアロマテラピー協会

認定講師

9/21・10/19・11/16・12/21(金)
13:00～16:00

2,500円(税込)

全1回

申込締切日各日前日

10/27㈯9:00～16:30
【受講料】8,608円(税込/保険料・食事代込) 申込締切日10/20(土)

デジカメで京都山科を撮ろう！ 第9弾
『門跡寺院 勧修寺にてもみじの撮影会』

11/21㈬10:00～15:00
【受講料】4,762円(税込/保険料・拝観料・食事代・教材費込)

パン消費量全国1位の京都で話題のパン教室
「パンの耳」で驚きの時短パン作り

10/28㈰10:00～13:00

【受講料】7,020円(税込/材料費込)
歩行距離 約10キロ　歩行時間 約3時間30分 申込締切日11/16(金)

申込締切日10/25(木)

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

9/23・10/28・11/25・12/23(日)
11:00～17:00※途中60分休憩

10,000円(税込)

全1回
脳トレピアノ®検定
初心者から認定講師希望の方まで
ピアノゆうゆう塾®認定講師

34,560円(税込)

全4回

1ランク上の自分へ 履歴書に書ける
ソーシャルマナー 3級認定講座
中川恵美理 マナーOJTインストラクター

9/27・11/22(木)
13:00～16:00

3,240円(税込)  認定証1,620円(税込)
申込締切日：各日3日前

全1回
パワーストーン
検定3級
樫見睦子 パワーストーンマスター

インストラクター

9/16・10/21・11/18・12/16(日)
13:30～15:00

2,160円(税込)
申込締切日：各日1週間前

全1回

健康マージャン教室
樫村昭裕 マージャン講師

9/7・21(金)10:00 ～

第1・3(金)10:00 ～ 12:00
月額4,100円(税別)

マージャンは認知症
予防の脳トレとして、
とても人気が高い
ゲームです。基本か
ら分かりやすく簡単
に覚えられるよう指
導致します。

簡単テーブルマジック
川上浩初 S企画所属　MUMA KAWAKAMI

9/4・10/2(火)11:30 ～

第1(火)11:30 ～ 12:30
月額2,100円(税別)

目の前でトランプが変化
する！コインが消える。マ
ジックは人を驚かせ、楽し
くさせることが出来ます。
初心者歓迎！

初めてのエレキギター&
アコースティックギター
片山裕規 ギタリスト

第2・4(水)14:00 ～ 20:30の間〔1回30分〕
月額6,000円～ (税別)

初めてでも大丈夫！もちろん経験者も
♪現役で活躍するミュージシャンが一
から優しく教えます。生徒のレベルや
個性に合わせたカリキュラムで楽し
みながらギターを学んで頂けます。小
学生から大人の方まで♪

【小4～】

火曜ギター教室
【クラシック・アコースティック&ウクレレ】
開沼建二郎 甲陽音楽院クラシックギター科卒業

Guitar Entertainment Network運営委員

第2・4(火)13:00 ～ 21:00の間〔1回40分〕
月額6,300円～ (税別)

初めての方から経験者の方まで
丁寧に指導致します。楽譜が読め
ない方も大丈夫です。弾き語りか
らソロギターまで、お好きな曲・
弾いてみたい曲を中心にレッス
ンを行います。

【小学生～】

【4歳～小6】
対人関係に有効！アドラー心理学
勇気づけコミュニケーション講座
南田明美 アドラー心理学勇気づけELMリーダー

9/13・27(木)10:30 ～

第2・4(木)10:30 ～ 12:00
月額4,000円(税別)

あらゆる悩みは対人関係
から。大切な自分の心を
理解しながらより良い人
間関係を築く方法をアド
ラー心理学ELM勇気づ
け講座で楽しく学びま
す。「体験型学習」です。

体幹トレーニング
岡野祐太 smilink代表　パーソナルトレーナー

9/3・17(月)13:00 ～

第1・3(月)13:00 ～ 14:00
月額3,100円(税別)

「体幹とは」体の胴体
やお腹周りの筋肉群
のこと。体幹トレーニ
ングを通じて身体のこ
とを深く知ることがで
きます。

こども美術アトリエ
能勢まゆ子 洋画家　新制作協会協友

第1・3(木)18:45 ～ 20:45
月額5,200円(税別)

絵画や工作など、自ら創り出す経験や達成感
を通し、子供達の感性を重視した自由で素直
な表現力を養います。中学生の方にはご希望
によりデッサンの指導も致します。

ベリーダンス
町田玲伊 Rose Bellydance 主宰

9/6・13・20・27(木)13:30 ～

月4回(木)13:30 ～ 14:30
月額8,000円(税別)

全ての女性が持っている美
しさを最大限に引き出せる
ベリーダンス。内面外見、共
に美しくなりましょう！

フラメンコ【入門】
池原和代

9/9・23(日)13:00 ～

第2・4(日)13:00 ～ 14:00
月額4,400円(税別)

フラメンコのリズムで楽し
く、しなやかで柔軟な身体
づくりを！初心者を対象に
したクラスです。

こどものための書道教室
【硬筆・毛筆】
早川髙雲 明和書道代表

文化教育書道連盟関西支局長

9/4・11・18(火)16:30 ～

第1・2・3(火)16:30～18:30
月額4,200円(税別)

大人になっても困らないよう、
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
致します。

【年長～中3】

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

第1・3(土)
①13:00 ～ 14:00
②13:30 ～ 14:30
③15:00 ～ 16:30
月額3,100円(税別)

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。

①【小1～小3】
②【小4～小6】
③【中1～大人】

ヨガ～ヴィンヤサフロー～
TENKO ヨガインストラクター

9/4・18(火)10:00 ～

第1・3(火)10:00 ～ 11:15
月額4,000円(税別)

このクラスでは呼吸と動き
が連動したヴィンヤサスタ
イルを取っていきます。呼
吸と共に体をうごかす心地
よさを体感しましょう。

色えんぴつ画
三浦妙子 京都造形芸術大学通信教育部

洋画コース卒業

9/8･22(土)各クラス

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

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。モチーフを見て描くこ
とで立体を平面な画用紙に
描ける力もつきます。

練り切りアート®教室
西村淳子 JSA練り切りアート講師

第4(月)
10:00 ～ 11:30
月額1,500円(税別)

大人気の練り切りアー
トを作ってみませんか。
技法も学べてオリジナ
ルの練り切りも作れる
お得なレッスンです。

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

9/7・14・21・28(金)17:00 ～

月3～ 4回(金)17:00 ～ 18:00
月額4,650円～ (税別)

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。

【年長～小6】 キッズダンス JAZZ DANCE
坂口晋作 元東京ディズニーランド・東宝ミュージカルダンサー

スタジオループ講師

9/7・14・21・28(金)19:00 ～

月3～ 4回(金)
19:00 ～ 20:00
月額4,650円～ (税別)

初めての方でも大丈夫!ジャ
ズダンスを基本にHIPHOPな
どのリズム系ダンスも取り入
れ曲にのって楽しく踊りま
しょう！

【小学生】

ウエルネスダーツで生涯現役！
片山 達 日本ウエルネスダーツ協会認定指導員

9/14・28(金)13:30 ～

第2・4(金)13:30 ～ 15:00
月額3,000円(税別)

ウエルネスダーツは、60歳か
らでも安全に始められるス
ポーツです。健康・脳の活性
化・コミュニケーションなど
の要素がゲームを楽しみな
がら体感でき、体に無理なく
続けることができます。

入門囲碁教室
山口哲洋 日本棋院京都府師範

9/11・25(火)10:30 ～

第2・4(火)10:30 ～ 12:00
月額4,100円(税別)

囲碁を楽しく、始め
てみませんか？囲碁
は奥が深くて、長く
楽しめるゲームで
す。

カラオケ講座
石橋康明 シンガー　ボイストレーナー

9/1・15・29(土)13:00 ～

第1・3(土)
13:00 ～ 14:30
月額4,800円(税別)

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！

こどもハワイアンフラ
小西京美 ハーラフフラオ　マカロコマイカイ　

主宰

9/2・16・30(日)9:40 ～

第1・3(日)9:40 ～ 10:35
月額3,100円(税別)

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の
うちから達成感を味わいま
しょう！

【年長～小6】 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

9/6・13・20・27(木)各クラス

月3～ 4回(木)
①16:00 ～ 17:15
②17:30 ～ 18:45
③19:00 ～ 20:15
月額4,650円～ (税別)

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。

①【4歳～】
②【小学生】
③【中1～高3】

大井麻衣 大阪芸術大学演奏学科卒業

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

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。

【中学生～】

山下 楓 サクソフォンインストラクター

第1・3(土)
17:30～21:00の間［1回30分］
月額7,800円～(税別)

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。

【小4～】

小林千晃 相愛大学音楽学部専攻科修了

第1・3(土)
17:00～20:45の間［1回45分］
月額8,500円～(税別)

初めてオーボエに触れる方は基礎
から楽しく、経験者の方は教則本や
曲も使って更に楽しく一緒に吹いて
いきましょう！基礎からしっかりと練
習をして魅力あるオーボエの音色を
つくっていきます。

【10歳～】

高木 玲 同志社女子大学学芸学部卒

月3～4回(金)
17:00～21:00の間[1回30分]
月額8,100円～(税別)

お子さまから大人の方ま
で、初心者から経験者まで
楽しく一緒にヴァイオリンを
弾きましょう♪

【3歳～】ホルン教室 サックス♪レッスン オーボエ ヴァイオリン教室 ①ピアノ教室【3ヶ月10回】
②ピアノ教室【3ヶ月6回】

石﨑まなみ　白井淳子　澤 朱里　石原圭美
松村依莉　小幡利子　上田かおり　藤井友美花

①月3～4回(月)(火)(木)(土) 月額7,800円～(税別)
②月2回(月)(火)(水)(木)(土)(日) 月額5,200円～(税別)

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。

美しい和紙と指
先を使って作る
『ちぎり絵』。「出
来た！」の満足感
と自分の絵を飾
る癒しをサポー
トします。

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

9/12・26(水)10:00 ～

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。

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

9/25(火)10:00 ～

毛筆の基礎から学び、創
作活動及び資格取得ま
で、楽しく丁寧に指導致
します。

第2・4(水)
13:00 ～ 15:00
月額4,100円(税別)

書道・漢字・硬筆教室
堂本東邨 他講師 水明書道会参与　京都書道連盟副理事長

読売書法展幹事　日展作家

9/12・26(水)13:00 ～

「コンドルは飛んでいく」
「花祭り」などに代表され
る南米のフォルクローレを
ケーナで楽しく演奏しま
しょう。必ず吹けるように
やさしくレッスンします。

第1・3(金)
13:00 ～ 14:30の間［1回30分］
月額6,000円～ (税別)

フォルクローレを奏でよう
アンデスの葦笛「ケーナ」
伊澤隆志 ケーナ・フルート奏者

朗読を通じてご自分を
表現してみませんか。発
声練習・童話・エッセイ・
詩の朗読・・・。そして、も
う一人の貴方を発見！お
待ちしています。

第2・4(木)
13:30 ～ 15:00
月額4,100円(税別)

心に響く 朗読教室
藤谷昭子 他 元民放アナウンサー

9/13・27(木)13:30 ～

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。

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

9/3・17(月)10:00 ～

①アフタヌーン・フラ
15分程ストレッチをし、ハワイの楽
器(イプヘケ)を使って基礎からレッ
スンします。初心者の方も無理な
く楽しめるクラスです。

月3回(水)
12:30 ～ 13:30
月額5,250円(税別)

①アフタヌーン・フラ ②ハワイアンフラ・オルオル
Yumi Leilani ハワイアンフラ　インストラクター

①9/5・12・19(水)12:30 ～

②ハワイアンフラ・オルオル
oluolu(オルオル)とは、ハワイ語
で ゆったり柔らかいという意味が
あります。最初 30分程は ストレッ
チをしっかりと。その後は、ハワイ
の楽器イプヘケ(太鼓)を取り入れ
てレッスンします。
月3回(日)
16:30 ～ 18:00
月額6,150円(税別)

あこがれのアイドルAKB48等の
ダンスやK-POPの曲に合わせて
踊りましょう♪キラキラの笑顔で
楽しくステップをふめば、みんな
がアイドルです。

第2・4(日)
①19:00 ～ 19:45 月額3,100円(税別)
②20:00 ～ 21:00 月額4,100円(税別)

①アイドルダンス ～J-POPで踊ろう!～
②アイドルダンス ～K-POPで踊ろう!～
SAYUKI ダンサー 【小1～大人】

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。
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

9/5・12・19・26(水)各クラス

【年少～小6】

一針一針
積み重ね
て、あな
たの手の
中の小宇
宙を楽しみながら、日常を華
やかに過ごしましょう。
第1・3(月)
10:00 ～ 12:00
月額4,100円(税別)

戸塚刺しゅう
岡本朋子 戸塚刺しゅう協会師範

9/3･17(月)10:00 ～

手軽で短時間で楽しめるかぎ針編みのニッ
ト小物を月1回1作品を作ります。針の持ち方
から編み記号の見方
までご指導します。か
ぎ針編みの基礎を学
んで頂ける講座です。

第4(火)
13:30 ～ 15:30
月額2,500円(税別)

かぎ針で作るニット小物
Sachiyo＊Fukao ニットクラフト作家

日本手芸普及協会手編み・機械編み指導員

9/25・10/23(火)13:30 ～

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。

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

9/11・10/9(火)各クラス

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。

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

9/14・28(金)13:30 ～

1,500円
540円(税込)

1,800円
1,700円(税込)

1,750円 2,050円

9/7・21(金)13:00 ～
時間はお問合せください。

1,500円 2,050円

1,750円

9/9・23(日)①19:00～②20:00～
①1,000円〔中学生以下〕1,550円〔高校生以上〕
②1,000円〔中学生以下〕2,050円〔高校生以上〕 1,000円

2,050円
1,000円(税込)

2,500円
550円～

2,100円
540円(税込)

2,050円
300円(税込)

270円(税込)

2,050円 1,500円
9/12・26(水)14:00 ～ 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〕
9/11・25(火)13:00 ～ 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〕

2,000円 1,550円

2,000円 2,200円 1,000円
9/1・15(土)各時間

1,000円〔中学生以下〕1,550円〔高校生以上〕

2,000円 1,500円
540円(税込) 9/24(月)10:00 ～ 1,500円

2,160円(税込) 1,000円 1,000円

1,500円 2,050円 2,400円 1,000円 1,000円

9/8・22(土)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〕

9/1・15(土)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〕

9/1・15(土)17:00 ～ 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〕

9/14・21・28(金)17:00 ～ 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〕

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〕

【4歳～】

日本の伝統文化である和菓
子の講師になってみません
か、初心者でもお店に並んで
いるような和菓子が出来ま
す。12時間で40種類の必要
な技術が学べます。資格取得
後は教室や講師養成講座を開催できます。

練り切りアート®
認定講師講座
西村淳子 JSA練り切りアート講師

9/2・16・10/7(日)
13:00～17:00

77,760円(税込)
35,100円(税込)

9,000円(税込)

2,500円(税込)1名分

10,000円(税込)  認定書発行料6,480円(税込)別途要

メソッド代1,080円(税込)  認定料別途要

申込締切日1週間前

全3回

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

9/10・10/1(月)各クラス 1,000円

9/1・15(土)13:00～14:00

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)

【年中～小1】
月3～4回(月)
16:20～17:50
月額6,930円～(税別)

【小2～小5】

おんがくランド
0～3歳の音楽情操・リトミック

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。
ベビークラス
7ヶ月～
月2回(金)
9:55～
月額3,500円(税別)

ピンキークラス
1 ～ 2歳児
1年間・月3回(金)
10:45～
月額4,350円(税別)

キンダークラス
2 ～ 3歳児
1年間・月3回(金)
11:45～
月額4,360円(税別)

9/21(金) 1,000円

9:55～ 10:45～ 11:45～

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。
ピアノキッズ

月3～4回(水)
16:00～
(1年目)月額5,580円～(税別)
17:00～
(2年目)月額6,030円～(税別)

幼児・小学生
ピアノプライマリー

月3～4回(水)
15:00～
月額5,130円～(税別)

3歳児(幼稚園年少)

3ヵ月10回［年間40回］
グループ60分

1年間 2年間

9/19(水) 1,000円15:00 ～

【中学生以上】

お子さまと一緒に参加で
きるクラスです。ボトルの
中でゆれるお花、ハーバリ
ウム。ご自身でも作ってみ
ませんか。150mlボトルを
2本作ります。 敬老の日の
プレゼントに最適です。

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。

2020年大河ドラマの主人
公、明智光秀にちなんで光
秀が本能寺へ向かう時に通
ったと伝えられる明智越の道
を辿ってみましょう。光秀に思
いを馳せながら、柚子の里・
水尾までを歩きます。水尾の
里ではこの時期限定の柚子
風呂と地鶏鍋をいただきま
す。※雨天の場合内容が一
部変更になります。

京都でも観光客にあまり知
られていない隠れた紅葉の
名所の門跡寺院勧修寺
(かじゅうじ)での撮影会で
す。氷室の池を中心とした池
泉回遊式庭園とカエデ・ハ
ゼ・漆・イチョウなどの紅葉が
撮影ポイントです。撮影後は
京都山科でも老舗のカフェ
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。

常識をくつがえすパン作り教室とし
て有名な「パンの耳」主宰の内村先
生に短時間で本格的なパンを作る
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！自宅でプロ
級の美味しい
パンが作れるよ
うになります。

内村浩一 ベーカリーコンサルタント 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) 村上文彦 日本写真家協会会員(JPS) 京都写真家協会会員(KPS)

ふわふわチーズ
クリームパン

・ふわふわチーズクリームパン
・もちもちベーグル(クランベリー＋ホワイトチョコ)＆(金時豆ときな粉)

もちもちベーグル
(クランベリー等)

もちもちベーグル
(金時豆・きな粉)

パンの耳(京都市上京区千本通下立売下ル稲葉町466-4千丸シンフォニー1F)会場

現地講座 現地講座現地講座

9:00JR山陰線亀岡駅改札前集合 10:00勧修寺(京都市山科区勧修寺仁王堂町27-6)集合

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。

②9/2・9・16(日)16:30 ～

ミュージカルランド ミュージカルクラブ

2,050円
100円(税込)

9/6・20(木)18:45 ～
1,000円 250円(税込)

21,600円(税込)認定料

【小1～大人】

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。

目からウロコのピアノコーチン
グ。脳がいきいき若返る介護予防
プログラムつきの日常生活にも活
かせる楽しいメソッドを考案。検
定終了に伴い認定資格希望の方
は自宅教室開講、福祉活動、サロ
ンなどで活かすことができます。

子育てが一段落し社会復帰を
お考えの主婦や学生の方の面
接対策やマナーに興味のある
方におすすめ！自己分析、表情
筋トレーニング、姿勢、挨拶、
身だしなみなど3時間の講座
を受講するだけで履歴書に書
くことのできる資格です。

パワーストーンて何。という基
礎的な知識から、実際の身に
つけ方、付き合い方を学びま
す。無料鑑定付き。その方に
合ったパワース
トーンをお選び
致します。

面接で今さら人
に聞けないマナ
ーを半日でお教
え致します。新卒
の方や子育て等
でブランクのある
方の就職活動に
向けた講座です。

天然植物の成分を
調合して市販薬の
代用品を作ってみ
ませんか。副作用や
依存の心配を減ら
しQOL(クオリティ・
オブ・ライフ)向上を
目指します。

2018

秋期号
講座案内

保存版

体
験
・
見
学
・
新
規
入
会

お
申
し
込
み
受
付
中
で
す

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58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。

お申込み
お問い合わせ
ご予約承ります 早割 2018年

9/30㈰
期間

ま
で入会金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）お得な

割引!

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

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

ヨガ～ヴィンヤサフロー～ ポーセラーツ ハワイアンリボンレイ

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2018.8.28

受講生募集2F

●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 体験・見学も承ります!
ご入会受付中ご予約

承ります

● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ●

ホームページからも
お申し込み承ります。
JEUGIAカルチャー

練り切りアート®教室


