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おんがくランド
町野睦美 木下めぐみ・町野睦美・村田美香

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。

木下めぐみJEUGIAこども表現教室講師 JEUGIAこども表現教室講師 こどもlaraミュージカル専任講師

JEUGIAこども表現教室

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

JEUGIAこども表現教室

7ヶ月～
ベビークラス

月2回(水)
12:30～13:20
月額3,500円(税別)

1～2歳<H27.4.2～H28.4.1生>
月3回(水)
10:30～11:30
月額4,350円(税別)

2～3歳<H26.4.2～H27.4.1生>
月3回(水)
11:30～12:30
月額4,350円(税別)

月3～4回(月) 15:30～16:30
月3～4回(土) 13:30～14:30
月額5,130円～（税別）

月3～4回(月) 16:30～17:30
月3～4回(金) 16:00～17:00
月3～4回(土) 14:30～15:30
月額5,580円～（税別）

3歳児(幼稚園年少) 幼児・小学生幼児・小学生ピアノキッズ ピアノプライマリー

歌おう！踊ろう！演技しよう！未来につながる可能性

月3～4回(木) 16:00～17:15
月額6,480円～（税別）

月3～4回(木) 16:30～18:00
月額6,930円～（税別）

★幼児クラス　年中～小1 ★小学生クラス　小2～
ミュージカルランド ミュージカルクラブ

ピンキークラス キンダークラス

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。

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。

9/20(水)
9/25(月)・9/16(土)

ベ ピ キ

9/25(月) 9/28(木)

9/19・10/17(火)

第1・3(火)
16:00 ～ 19:30
［1回30分］
月額7,100円(税別)

キッズボーカル
レッスン
熊谷かおり ミュージカルプロデューサー

発声、音程、リズムなど
基礎を身につけましょ
う。ジャンル問わずお好
きな歌を指導致します。

【小3～】

9/17・10/15(日)

第1・3(日)14:00 ～ 16:00
月額3,100円(税別)

こども将棋教室
大山勝義 京都府連合会理事

初段の資格を目
標に、資格認定
が出来る経験豊
富なコーチスタ
ッフによる将棋
指導講座です。
将棋を考えることにより、少年期の能力開発
にも役立ちます。

【小1～】

9/19・10/17(火)
9/15・10/20(金)

月3～ 4回(火)・(金)16:00 ～ 18:30
月額3,750円～ (税別)

硬筆もできる子供書道
中村眞千子 京都書道連盟理事・

文化教育書道連盟理事

硬筆は基礎から
学年に合わせた
内容で行います。
書道は基本を中
心に一字書きの
大きい文字も取り
入れて行います。

【6歳～】

9/27・10/11(水)

第2・4(水)16:00 ～ 18:00
月額4,100円(税別)

子供アートクラブ
山田　葵 他 アトリエ葵主宰

絵画表現を基本とし
た制作を行います。
紙だけでなく木・石
等色々なものに絵を
描きます。
想像力や独創性を大
切にすると共に、よく観察する眼を育んでい
きたいと思います。

【4歳～小学生】

9/26・10/24(火)

第2・4(火)16:30 ～ 18:00
月額4,600円(税別)

こども
チョークアート教室
田辺恵美子 CAA日本チョークアーティスト協会

認定講師

オイルパステル
を使って塗り、指
でグラデーショ
ンにします。ポッ
プでおしゃれな
アートとして人
気上昇中！！

【小1～】

9/19・10/17(火)

第1・3(火)18:40 ～ 20:00
月額4,000円(税別)

～少年剣士になろう！～
こどもの刀、居合道教室
吉塚寿幸 全日本侍道協会　師範

基礎からの丁寧な
指導と「刀・居合」と
いう伝統文化を通
じて心身を鍛えま
す。礼儀作法もしっ
かり身につく、少年
剣士の誕生です！

【小2～中3】

9/26・10/10(火)

第2・4(火)
18:40 ～ 19:40
月額3,100円(税別)

こどもの護身術教室
山口豊博 カラダレッスン　studio8　主宰

護身術で体育&心育し
てみませんか？
お子様の健やかな成
長を目指します♪

【小1～】

9/21・10/19(木)

月3～ 4回(木)
16:30 ～ 17:30
17:30 ～ 18:30
月額4,650円～ (税別)

こどもたちの合気道
井後義世 平成の寺子屋　井後道場　副道場長

武道は礼に始まり礼に
終わるといわれている
ように本物の礼儀作法
を身につけることが自
分を生かすことになり
ます。（大人も可）

【5歳～】

9/22・10/20(金)

(金)
①16:00 ～ 17:00 ②17:00 ～ 18:30
月額5,200円(税別)

日本空手道陽明会中村塾

こども空手
佐藤延嘉 日本空手道陽明会中村塾

代表指導員

当教室ではお子様の身体
能力、集中力を身に付け
空手道を通し元気な体と
心を養いその過程で礼儀
作法を身に付け全国で活
躍出来る選手育成を目的
としております。

①【4歳～6歳】
②【小1～小6】

①9/25・10/23(月)
②9/24・10/15(日)

①月3～4回(月)16:40～17:40
　月額4,650円～(税別)
②月3～4回(日)14:00～15:30・16:00～17:30
　月額5,550円～(税別)

こどもカンフー
徐　言偉 中国武術一級武士　国体ジュニアコーチ

日本語一級資格取得

中国武術（拳法や武
器）を基本から楽し
く学べます。
将来の為の元気な
体作りに最適です！

【5歳～中学生】

1,000円 1,000円

1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
1,000円 ジュエリーバッグレッスン

～スクエアバッグ～
金岡美希 AJBジュエリーバッグ協会認定講師

ハーバリウムレッスン
加藤千晶 京都キャンドル教室

HanaSavon主宰

ハーバリウム（Herbarium）と
は植物標本の意味です。 お花
や植物を鑑賞していただける
新感覚のインテリア雑貨です。
そんな素敵なハーバリウムを
作ってみませんか？
手軽にできて、一度習われる
とあとはご自宅で自由にお作
りいただけるようご指導させ
ていただきます。

自分らしさに気づく数秘術
奥村眞理子 手相・数秘カウンセラー

生年月日と名前から自
分の才能と資質を知る
ことで、自分らしい幸
せな生き方に気づける
レッスンです。

10/17(火)13:00 ～ 16:00
全1回受講料42,984円
(税込/材料費、認定料を含む)

アロマフレグランスストーン
認定講師養成講座
西野真弓 アロマストーン認定講師

アロマフレグランススト
ーンとは、石こうに香り
をつけたアロマストー
ン・オブジェです。アロ
マストーンの作り方を
基礎から学びます。認定
後は創作や販売、レッス
ンやワークショップのほ
か、認定講師養成講座
の開講が実施できます。

～介護にも活かせる～
アロマハンドマッサージ
井　泰子 AHCP・ミュゼアロマセラピスト

MASマリーゴールドアロマスクール主宰

アロマオイルを
使ったハンドマ
ッサージの仕方
をお教えしま
す。ご家族や介
護をされる方に
オススメです！

フランス発
メディカルアロマを学ぶ
井　泰子 AHCP・ミュゼアロマセラピスト

MASマリーゴールドアロマスクール主宰

アロマセラピー（芳香療法）の発祥地であるフラン
ス。日本で考えられている『フランスアロマ』とは捉
え方に少し違いがあるようです。日本に伝わった英
国アロマとの
違い、そして
『フランスアロ
マ』の現状を
学びます。

基礎講座&アシスタンス
アロマセラピスト養成講座
井　泰子 AHCP・ミュゼアロマセラピスト

MASマリーゴールドアロマスクール主宰

アロマの知識とトリートメントを身
近な人の為に使いこなせるアシス
タンスアロマセラピスト養成講座
です。【試験合格後 アシスタンス
アロマセラピストディプロマ及び
アロマ基礎講座ディプロマ発行 】

ジュニアソイフード
マイスター養成講座
藤木有紀 日本ソイフードマイスター協会認定講師

ダイエット中、カロリーばかり気にしてい
ませんか？
そのカロリー、どうやって算出されている
か知っていますか？オリーブオイルとサラ
ダオイル、良さの違いわかりますか？バラ
ンスの良い食事って具体的には？大豆を
軸に、普段の食生活に役立つ栄養知識・ソ
イフード知識をしっかり学び、学んだその
日から使える内容が盛りだくさんです。
講座の最後に試験を受け、合格すると資格を取得できます。有名人も
多数取得し、今注目の資格です。ご自身・ご家族の健康のため、また
新しいチャレンジに役立てるため、資格を取得してみませんか。

～「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。

説明力養成入門講座 
福冨洋子 社)教育コミュニケーション協会

分かりやすい説明に必
要なのはルールです。
話をまとめるのが苦手
な方、発表がうまいと
言われたい方、誰にで
もわかりやすく説明で
きる”伝え方の公式”を
お伝えします。

10/8・11/12・12/10(日)10:30～17:30
全1回受講料21,600円(税込)
テキスト代1,500円(税込)

整理収納アドバイザー
2級認定講座
吉川裕子 整理収納アドバイザー 2級認定講師

インテリアコーディネーター

捨てられないものと一緒にストレ
スを抱えて生活するなら、不要なも
のは片づけてさっぱりした方がおト
ク。整理の理論を習得、実践的な収
納のコツをワークを通して楽しく
学ぶことができます。主婦ばかりで
なく、建築・インテリア等、住まいに
関わるプロの方も多数受講してい
る資格講座です。NPO法人ハウスキーピング協会が
認定する「整理収納アドバイザー 2級」の資格を1日
で取得できます。

～色づかいで人を見抜くカラー心理学～
カラータイプアドバイザー認定講座
（初級レベル）
川口知子 一般社団法人カラータイプ協会認定講師

1日たったの4時間で、周りの人にカ
ラー心理学のアドバイスができるよ
うになる認定講座。ビジネスでもプ
ライベートでも使える色彩心理の基
本を知り、コミュニケーション術発展
のためのツールとして活用してい
ただけます。カラー心理学で相手の
タイプを知り、ガッチリと相手の心をつかんで、家
庭、職場、地域、友人、恋愛、あらゆる人間関係でコ
ミュニケーション上手に！

楽しい朗読教室
～詩や物語を読む～
尾関朋子

9/27・10/4(水)

第1・3(水)13:50 ～ 15:20
月額5,100円(税別)

本当の声を探す
ヴォイスレッスン
橋本公子 声楽家

高い声、ボリュー
ムのある声、きち
んとした音程で歌
うコツをお教えし
ます。これが分か
れば歌う事がもっ
と楽しくなります。

9/16・10/7(土)
9/27・10/11(水)

“今日から使える”
おもてなし日常英会話
リボアル菜巳乃 「今週の詩」翻訳者

突然道を尋ねられた時、焦る事
なく笑顔で答えられる様、元ホ
テリエでもある講師と学ぶ、難
しくない英会話教室です。

10/2・16(月)

第1・3(月)
10:00 ～ 12:00・12:30 ～ 14:30
月額4,100円(税別)

女性のための
健康マージャン
樫村昭裕 麻雀プロ

麻雀は脳トレゲームとし
て、とても人気がありま
す。ユニークな指導方法
で基本から丁寧にお教え
します。

9/15・10/20(金)

第1・3(金)
13:30 ～ 15:00
月額4,100円(税別)

歌謡カラオケ教室
松岡徹二 松岡音楽事務所所長

十八番をもっと上手
に歌えるようになり
ませんか。カラオケで
心も体も健康になり
ましょう。

9/6・10/4(水)

第1(水)13:00 ～ 15:00
月額2,000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

朗読家

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
広くサポートします。

やさしいあみものレッスン
西川和子 Knitting.RayRay主宰

9/25・10/23(月)

第2・4(月)13:30 ～ 15:30
月額3,100円(税別)

脳トレ将棋教室
大山勝義 日本将棋連盟公認棋道指導員

南丹支部、支部長　京都府連理事

将棋は、思考力、集
中力、判断力、創造
力、決断力など頭
脳のスポーツで
す。初段をめざし
て、親切に指導し
ます。

9/18・10/16(月)

第1・3(月)
13:00 ～ 14:00
月額3,000円(税別)

歪みリセット！骨盤体操
成瀬晴香 カイロプラクター・

美容カイロエステティシャン

肩腰膝の辛さの原因
は骨盤の歪みにある
事をご存知ですか？ 
歪みを整えて辛さを
撃退！ボディラインま
でスッキリ！

9/19・10/17(火)

第1・3(火)
20:00 ～ 21:30
月額4,000円(税別)

はじめませんか！
居合道・武士道教室
吉塚寿幸 全日本侍道協会　師範

基礎から丁寧に教え
ていきます。刀、居合
という伝統文化を通
して、心体を鍛え礼
儀作法も学ぶ事が出
来ます。

【高1～】

9/20・10/18(水)

第1・3(水)
入門10:00 ～ 10:40
初級11:00 ～ 11:40
月額5,556円(税別)

楽しいハングル教室
申　美華 韓国語講師

ハングルに興味
がある方！楽し
く学んで韓国に
ふれてみません
か？

1,500円 2,000円 1,500円

1,550円 1,500円 1,500円

全3回
全3回

全5回 全2回

10/11･
11/8･29(水)
13:00 ～ 14:30
全3回受講料8,424円(税込)

1,500円(税込)

第2・4(日)
10:00 ～ 12:00
全5回受講料34,500円(税込)

34,300円(税込)

10/3・11/7(火)10:30 ～ 15:30
全1回受講料8,640円(税込)

3,564円(税・認定料込)

11/26(日)
14:00 ～ 16:00
受講料3,780円(税込)

オイル代1,000円程度

1,000円(税別)

8,500円(税込) 1,620円(税込)

11/18(土)
10:30 ～ 12:00
受講料3,240円(税込)

1,000円
200円10/22(日)10:00 ～ 11:00

11/8・22(水)10:30～12:00
全2回受講料40,000円(税込/教材費、試験、認定料を含む)
※申込締切11/2(木)

10/8(日)13:00 ～ 15:00
集合 12:50 二条城東大手門前(堀川通側)

受講料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)

第1・3(土)18:30～19:30
月額4,000円(税別)
第2・4(水)10:00～15:00(各40分)
月額8,000円(税別)

1,000円 500円

2,000円 500円

10/31(火)

受講料1,950円(税別/保険料込)

①15:30～16:20
②16:30～17:20
③17:30～18:30

苦手克服！
鉄棒教室
京都スポーツ教室専任インストラクター

なかなか鉄棒をす
る機会がないお子
様、苦手な逆上が
りを克服したいお
子様、ぜひこの機
会にチャレンジし
てみましょう。

①【年少～年中】
②【年中～年長】
③【小学生】

①【年少～年中】
②【年中～年長】
③【小学生】

9/26・10/17(火)

月3～ 4回(火)

月額5,550円～(税別)(スポーツ保険料任意年額500円)

①15:30 ～ 16:20
②16:30 ～ 17:20
③17:30 ～ 18:30

京都スポーツ教室

子供体育教室
京都スポーツ教室専任インストラクター

元気いっぱい、笑顔満開の
楽しい体育教室です。マッ
ト・跳び箱・鉄棒・ボールな
ど、たくさんの器具・道具
を使って楽しく体を動かし
ます。学校体育の苦手克服
にも役立ちます。

9/27・10/18(水)

月3～ 4回(水)
①18:10 ～ 19:00 ②19:00 ～ 19:50
月額4,500円～ (税別)

KAWAI DANCE AGENCY
キッズチアダンス
AKARI KAWAI DANCE AGENCY インストラクター

今、お子様に大人気のチアダン
ス！ダンスは初めてというお子様
にオススメです！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。

①【3歳～年長】
②【小学生】

9/20・10/11(水)

月3～ 4回(水)
①16:00 ～ 17:00 月額4,500円～ (税別)
②17:00 ～ 18:00 月額4,950円～ (税別)

こどもクラシックバレエ

石田絢子 バレエ教師

豊かな心、美しい姿勢で綺麗
なクラシック音楽に合わせて
楽しく踊ってみませんか？ 初
めてバレエを習われるお子
様でも楽しめるように進め
ていきます！

①【幼児】 ②【小学生】

9/24・10/22(日)

月4回(日)
①13:00 ～ 14:00 ②14:00 ～ 15:00
月額6,200円(税別)

春日バレエ研究所
子供バレエ
山内佐江子 春日バレエ研究所教師

バレエは心の芸術
です。楽しく元気に
おけいこしながら
何事も素直に感じ
る事のできる子供
達を目指します。

①【3歳～】
②【小学生】

9/27・10/25(水)

月4回(水)
①15:45 ～ 16:45 ②16:45 ～ 17:45
③17:45 ～ 19:00
月額5,200円(税別)

バトントワリング
加納靖子 ヤスコバトンスクール主宰

音楽に合わせ、バトン
を回しながら身体を動
かす楽しさ・表現力・リ
ズム感が自然に身につ
きます。スマイル！！

①【4歳～小学校低学年】 ②【小学生】 ③【小学校高学年以上】

9/16・9/30(土)

第1・3(土)
19:00 ～ 20:00
月額2,600円(税別)

キッズJAZZダンス（入門）
AKO 大阪音楽大学ダンスパフォーマンスコース非常勤講師助手

ダンスが初めての子、大
歓迎！！個人に合わせたレ
ッスンを行います。楽しく
基礎を学び、色々なスタ
イルのJAZZを一緒に踊
りましょう！

【小学生】

9/29・10/20(金)

月4回(金)16:30 ～ 17:20
月額5,200円(税別)

Kid's HipHop
～ Little Kid's ～
MAYA RAPTURE（B-TRIB）

5歳からリズム遊びで一
緒に楽しく身体を動か
しましょう!!音の乗り
方、体の使い方の基礎
などを中心にていねい
に楽しくやっているクラ
スです。まずは体験に！

【5歳～】

9/30・10/28(土)

第2・4(土)10:45 ～ 12:15
月額3,400円(税別/教材費別途)

楽しさ満載！秋からの
学研 科学実験教室
学研科学実験教室専任講師

年間100以上の
実験を体感し、
失敗と成功を
繰り返すことで
子どもたちの自
ら考える力を伸
ばします。

【年長～小学生】

9/25・10/16(月)

第1・3(月)16:30 ～ 18:00
月額3,100円(税別)

ちびっコあみもの＊
ぐるぐる教室
＊Yurika＊ あみぐるみ作家

お子様を対象とし
たあみぐるみ・あ
みもの教室です！
楽しんでいる間に
想像力や集中力、
根気も付いていき
ます。

【小学生～】

9/26(火)

第4(火)13:00 ～ 14:00
6ヶ月全6回
受講料15,000円(税別) 教材費5,200円（税込）

ベビーサイン教室
上村香織 一般社団法人 日本ベビーサイン協会

マスター講師

話し始める前の赤ちゃんとコミュ
ニケーションが楽しめます。ベビ
ーサインを取り入れた歌や遊び
を通して赤ちゃんと一緒に楽しく
学びましょう。見せ方のコツや教
え方のポイントもレッスンします。

【6ヵ月～1歳半】

9/25・10/23(月)

月4回(月)
①10:15 ～ 11:00
②11:15 ～ 12:00
月額3,700円(税別)

ベビーとママの3B体操
藤井佐智子 （社）日本3B体操協会

公認指導者

マッサージとエクササ
イズで赤ちゃんとスキ
ンシップ。ママのため
の体操＆ダンスで肩こ
りや運動不足解消！

①【1～2歳/あんよクラス】 ②【3ヵ月～1歳/ねんねクラス】

10/3・11/7・12/5(火)
13:00～14:00
受講料各1,800円(税別)

ベビーヨガ
上村香織 ベビーセラピスト協会認定

ベビーヨガインストラクター

お子様の脳の発達
を促し、免疫力を
高める効果があり
ます。
またママのシェイ
プアップにも繋が
ります。

【首がすわった頃～】

9/16･12/16(土)
10:30～12:00
受講料各2,000円(税別)

カラフルなブロックの様なタイルを牛乳パックの中
に好きなだけ詰め込んで作ります。ハートや四角、丸
や蝶々といろんな形があります。お子様がおひとり
でも安全に火傷の心配なく楽しんでいただけるよう
に、LEDのティーライトキャンドルをお付けします。
帰ってすぐから、キャンドルの灯りを楽しむことがで
きますよ。

11/4(土)
11:00～12:00
受講料1,000円(税別)

自分のことばで伝えてみよう！
キッズ作文教室
一般社団法人 教育コミュニケーション協会
キッズ作文トレーナー

この講座では、指定のプリントを使って、子供たち
が普段なかなか言葉に出来ない思いや感情を引
き出し、自分の言葉を
つかって作文を仕上げ
ていきます。「伝える楽
しさ」や「つくりあげる
楽しさ」を体験してい
ただける講座です。

【小3～小6】
【小1～】

タイルキャンドル
加藤千晶 京都キャンドル教室

HanaSavon主宰

1,000円 1,000円 1,000円 1,000円

1,000円 1,000円 1,000円

1000円 925円

1,000円
1,200円

1,000円
650円

全6回

シンプルな作業の繰り返し
でバッグを全3回で仕上げ
ます。バッグ本体はブロン
ズ・ゴールドのどちらか。持
ち手は3、4色の中から選ん
で頂けます。バッグ本体の
サイズは22×22×22cm
（持ち手含まず）、持ち手は
腕にかける長さです。
10/15･22･29(日)
14:00～17:00
受講料9,000円(税込)

ふだんの会話以外で、自分
の声を他の人に聴いてもら
うことってなかなかありま
せんよね？この講座では、聴
いてもらう人に伝わる読み
方を基礎と実践をまじえて
レッスンを行っていきます。

10/22(日)14：00～17：00
受講料12,960円(税込)

10/21(土)
13:00～14:00
受講料1,620円(税込)

10/7(土)

第1(土)10:00 ～ 12:00
月額2,100円(税別)

初めての方でも基
礎から丁寧にお教
えします。小物から
編み始めてみまし
ょう。初心者の方も
楽しく編めます♪

2,100円

10/2･16(月)

第1・3(月)
13:00 ～ 15:00
月額4,000円(税別)

2,000円

10/17・11/21・12/19(火)
②13:00 ～ 14:30
受講料各3,024円(税込)

①10:30 ～ 12:00
　受講料各2,160円(税込)

①はじめてのインスタグラム！スマホで楽しむ写真

畑本伸一 写真作家・フォトクリエイター

①あなたの暮らしを素敵に残す。人気芸能人の素顔のライ
フスタイルを垣間見る！インスタグラムの始め方。
②被写体選びのヒント。素敵写真になる編集のコツ。いい
ね！を集めるハッシュタグの使い方。インスタグラムがもっ
と楽しくなる90分！

②インスタグラム初心者ステップアップの90分！

説明＆体験会

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160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。

〒615-0035 京都市右京区西院追分町25-1-127 イオンモール京都五条3F

体験・見学も承ります!
ご入会受付中075-326-8705 ご予約

承ります

075-326-8705 〒615-0035 京都市右京区西院追分町25-1-127 イオンモール京都五条3F
10:00～21:00
（日曜17：00迄）
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JEUGIA

カルチャーセンター

丹
波
口

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

カポエラ ジュエリーバッグレッスン～スクエアバッグ～

春日バレエ研究所 子供バレエ ハーバリウムレッスン

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：2017.8.25


