
4/30㈪までオリジナルレッスンBagプレゼント!春入会特典

資格取得講座（入会金不要）資格取得講座（入会金不要）
1,000円 1,000円1,000円

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歳児<H28.4.2～H29.4.1生>
月3回(水)
10:30～11:30
月額4,350円(税別)

2歳児<H27.4.2～H28.4.1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) 17:00～18:00
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～小5
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。

4/4(水)
4/2(月)・4/14(土)

ベ ピ キ

4/2(月)・4/6(金)・4/14(土)

TCカラーセラピスト
養成講座

人気も話題も急
上昇！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。

4/29(日) 11:00～17:00
全1回 10,000円(税込)

整理収納アドバイザー
2級認定講座

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。

3/25・5/13(日) 10:30～17:30
全1回 21,600円(税込)

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

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。

4/22(日) 14:00～17:00
全1回 3,240円(税込) 認定証 1,620円（税込）

カラーを使ってストレス解消・パワー補給！
カラーセラピーソムリエ
ベーシック講座

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、またご自身やご家族を見つめなおすきっか
けとして、ご家庭でも役立てることができます。

3/25・5/27(日) 10:30～17:30
全1回 9,180円(税込)

テキスト・修了証代 3,500円（税込）

～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）

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！

3/6・4/3(火) 10:30～15:30
全1回 8,640円(税込)
3,564円（税・認定料込）

【　大　人　】2,950円(税込/材料費込)
【高校生以下】2,620円(税込/材料費込)

1,500円 300円1,500円 500円

1,500円 1,000円

1,500円

1,500円 500円

1,000円
300円

1,000円
650円

1,000円
1,200円

～インド映画でおなじみの～
ボリウッドダンス
プラクルティ

インドの曲で多彩な振付を楽しも
う！インド舞踊の繊細さと映画の
明るく楽しい雰囲気をミックスし
た踊りです。

3/17・31・4/7(土)

第1・3(土)
13:30 ～ 14:30
月額4,600円(税別)

【10～50歳】

フラメンコ教室中級クラス
野上裕美 スタジオエセンシア所属講師

経験者向け。基礎を見直した上
でフラメンコへの理解を深め、
その人らしさが開いていくよう
サポートします。

3/15・29(木)

月3回(木)
13:30 ～ 15:00
月額8,400円(税別)

ハワイアンリボンレイ
アーヌエヌエ教室
山根理恵 ハワイ州HOKU CRAFT協会公認

インストラクター

ハワイアンリボンレイの
技法を使ったアレンジ
小物作りをお楽しみ頂
けます。本格的なレイも
楽しんでいただけます。

3/16・4/6(金)

第1(金)
10:00 ～ 12:30
月額2,100円(税別)

チョークアート
長谷川真美 CAA日本チョークアーティスト協会

一級認定講師

オイルパステルと指を使っ
て描くアートです。絵を描い
たことがなくても大丈夫！
インテリアボードとしても飾
れます。

3/27(火)

第4(火)
13:30 ～ 15:30
月額2,100円(税別)

パドマヨーガ
心と体の健康
榎本佳寿子 パドマヨーガ講師

視力向上ヨガ講師

呼吸に合わせた動きで、ゆっくり
と体を動かしていきます。心と体
のバランスを整え、美と健康を養
っていきます。

3/16・4/13(金)

月3回(金)
13:00 ～ 14:00
月額4,050円(税別)

美しいハタヨガ（火）
上田祐加 京都ヨガ・IYC京都講師

初めての方に最適です。
終わった後は体が元気
になり前向きな気持ち
が湧きあがって来ます。
内側から美しく元気に
なりましょう。

3/13・4/10(火)

第2・4(火)
10:00 ～ 11:15
月額3,100円(税別)

気軽にフラワーアレンジメント
山本宏枝 IFAフラワーアレンジメント協会

認定講師

伝統的な基本型からおしゃれ
で今風の物まで季節を感じな
がら習得して頂けます。プリザ
ーブドフラワーも使用可能。

4/4(水)

第1(水)
10:30 ～ 12:30
月額2,300円(税別)

水彩画・色鉛筆画
HIROKI 画家

新しい画法（手法）で、誰も
が絵を描く事の喜びと楽し
さを身に付けて頂き今日
から私も画家の仲間入り

第1・3(木)
13:00 ～ 14:30
月額4,100円(税別)

子育てママのリフレッシュ
3B体操
藤井佐智子 (公社)日本3B体操協会 公認指導士

子育てや家事で忙しい
方の為のストレッチや筋
力アップトレーニングで
心と体のリフレッシュ！
（子連れOK・託児不可）

3/19・4/9(月)

月4回(月)
11:15 ～ 12:15
月額4,200円(税別)

はじめてストレッチ
川崎達也 健康運動実践指導者

健康のために何かを始
めたい。そんな方に、気
持ち良いストレッチか
ら始め、体の調子を整
えていきましょう。

3/25・4/8(日)

第2・4(日)
11:00 ～ 12:00
月額2,500円(税別)

あなたらしい撮り方を身に付ける
『ミラーレス一眼カメラ講座』
畑本伸一 写真作家・フォトマスター検定1級

あなたらしい撮り方を
身に付ける初心者向け
ミラーレス一眼カメラ
講座。基本操作を学び、
楽しい写真ライフを。

3/20・4/17(火)

第3(火)
10:30 ～ 12:00
月額4,000円(税別)

【20歳～】

大人のためのやさしいピアノ
河瀬一子 相愛大学音楽学部

器楽学科ピアノ科卒

「弾きたい時が始め時！」これからピア
ノを始めたい方。遠ざかっていたピア
ノにもう一度触れたい方。それぞれの
レベルに合わせて「弾きたい曲」を弾
けるようにお手伝いします。「弾ける
曲」が増える喜びを感じてください。

①3/17・4/7(土) ②3/24・4/14(土)

①第1・3(土) ②第2・4(土)
15:00～19:00［1回30分］
月額5,200円～ (税別)

視力向上ヨガ（アイヨガ）
榎本佳寿子 パドマヨーガ講師

視力向上ヨガ講師
モスクワ国立ボリショイバレエ学校卒
バーオソルクニアセフメソッド®インストラクター

「視力向上ヨガ」で
は、ツボや経絡を刺
激したり目の血液
をスムーズにする
体操と目の筋肉を
トレーニングしてい
きます。

KANAMI
元々はバレエダンサーのために作られたフランス生まれのエクササイズで、床で寝たり座
ったりしながらバレエの動きを行います。呼吸法やストレッチをしっかり取り入れながらの
レッスンなので、バレエを経験されてない方でも無理なく行うことができます。クラシック
の音楽に合わせて、身体の中から整える気持ちの良い時間を一緒に過ごしませんか？
<プロフィール>
モスクワ国立ボリショイバレエ学校を卒業後、数々の欧州のバレエ団を経
て帰国。パーソナル＆グループレッスンまで数多くのクラスを受け持つ。現
在はパリに通いながら、NYでもクラスを開催するなど、バーオソルクニア
セフメソッド®の魅力と共に、美容や健康までトータルでサポートする。

艶肌若返りメイク講座
@パリ&ニューヨーク
藤光クミコ メイクアップ

アドバイザー

自分に似合うメイクを
楽しく学んでいただき
ます。
テーマは「上品さを感じ
るナチュラルメイク！」

【20～80歳】

アロマトリートメント
おけいこレッスン
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

～南フランスプロバンスの香りでアロマトリートメント～
お二人ペアになりハンド、フット、ショルダーのアロマトリートメ
ントを交互に行います。アロマトリートメントを受ける事で心身
の緊張を和らげ、血液・リンパの流れをスムーズにし、特に手足
の冷え、むくみ、肩こりの方にオススメ
です。アロマトリートメントの施術のポ
イントを指導します。

3/25(日)

第2・4(日)14:00 ～ 15:30
月額5,000円(税別)【材料費込】

【女性】

きもの着付講座
松尾英美子 京都きもの学院京都本校　講師

「最小の手順・最短の時間・最高
の仕上がり」を目指して着物を着
る方法を学びます。着物や帯をお
持ちでない方にはお貸しいたし
ます。お仕事に繋がる資格の取得
も可能です。

3/22・4/12(木)

第2・4(木)13:00 ～ 15:00
月額4,100円(税別)

メールや手紙でも自分の言葉で気持ちを伝える
おとなのための作文講座
福冨洋子 社)教育コミュニケーション協会

上手く書くことも、表現が豊かである
ことも、必要ありません。自分が伝えた
いことや知ってほしいことを相手に伝
わるように、ワークをしながらコミュニ
ケーションの一つとしての『メール・手
紙』を習得していきます。普段のコミュ
ニケーション力もアップするとても不
思議で楽しい講座です。

インスタグラム1day写真講座
いいね！がもらえる写真を撮るために
気をつけている5つのポイント
畑本伸一 写真作家・フォトマスター検定1級

いいね！がもらえる写真を撮るた
めに気をつけている5つのポイン
トとインスタグラムの基本的な使
い方。

【20歳～】 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。

金岡美希 AJBジュエリーバッグ協会認定講師

春色の糸をネットに
通すだけで簡単に作
れるポーチです。文
鎮金具で一味違った
ポーチに仕上げま
す。糸は2色から選べ
ます。お申し込み時
にピンクかグリーン
かお選びください。

総本家よし廣
女性職人が語る四季折々の華や
かな京菓子の世界と手作り体験
水内菜奈美 和菓子製造一級技能士

京都府知事賞受賞

※お菓子の写真はイメージです。

数少ない女性京菓子職人で、京都府知事賞を
受賞された水内菜奈美さんに普段は聞けな
い京菓子にまつわる貴重なお話と目の前で
伝統の職人技をご披露いただきます。そして、
季節の上生菓子（練切）2種を作る京菓子作り
を体験いただきます（宇治産抹茶と茶菓子付
き）。また、体験でお作り頂いた京菓子は見本と合わせて計4個
お持ち帰り頂けます。親子での参加も可能です。（お土産付き）

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！

3/19・4/16(月)

第1・3(月)
13:00 ～ 14:00
月額3,000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

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
の絵を飾る癒やしをサポー
トします。

3/7・4/4(水)

第1(水)
13:00 ～ 15:00
月額2,000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。

3/12・4/9(月)

第2・4(月)
13:30 ～ 15:30
月額3,100円(税別)

はじめませんか！
居合道・武士道教室
吉塚寿幸 無我戸山流居合抜刀術師範、

葛城修験者

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。

3/20・4/17(火)

第1・3(火)
20:00 ～ 21:30
月額4,000円(税別)

【高1～】

3/17・4/7・21(土)

月3～ 4回(土)
①15:00 ～ 15:50【年少～年長】
②16:00 ～ 16:50【年長～小学校低学年】
③17:00 ～ 18:00【小学生】
月額5,550円～ (税別)

C-topキッズ体操教室

岩崎篤史 日本体操協会トランポリン公認指導員
C-topスポーツマックス代表

①【年少～年長】　②【年長～小学校低学年】　③【小学生】

エアトランポリン、エアマット他特殊な器具をふんだんに使用し、
楽しく体育の克服から専門技術まで学べます。

岩崎篤史 日本体操協会トランポリン公認指導員
C-topスポーツマックス代表

バク転や宙返り
の憧れのアクロ
バットに挑戦!!『や
ってみたかった』
を叶えます!!

ダンボールアート
～スマートボール台～
小寺　誠 クラフトマンエッセンス代表

【小学生～】

【年長～小6】

自由にレイアウトの配置
が出来るダンボールス
マートボール台です。切
って貼り付けるだけな
ので、気軽に組み立てる
ことが出来ます。作った
後はビー玉を飛ばして
遊んでみましょう♪

ダンボールアート
～ダンスピナー～
小寺　誠 クラフトマンエッセンス代表

【6歳以上】

手にもってクルクル回して
遊ぶ、話題のハンドスピナー
をダンボール工作で再現し
ました♪パーツをボンドで
貼り付けていき、ベアリング
を付ければあっという間に
直ぐ完成！作った後は、回し
てたっぷり遊べます。危険な
作業が無いので、小さいお
子様でも手軽に作れます。

ヤマハ英語教室
ヤマハイングリッシュアカデミー

①3/25(日) ②3/27(火)
③3/29(木) ④3/31(土)

月3～4回[各1回30分]
①(日)13:30～17:30
②(火)19:45～21:15
③(木)19:00～21:30
④(土)19:15～21:15
月額7,650円～ (税別)

キッズドラム
清水秀行

新規開講につき 特別モニター生募集！

ヤマハ英語教室から、新登場！
世界基準の小学生英語コース

ドラマー

【5歳～】

初めてでもスティックの持ち方から学べるの
で安心です。経験者の方には疑問など個別
にお話できるので中身の濃いレッスンが魅
力です！！

外国人講師による、
英語のスキルと年齢
にあわせたレッスン
です。

3/20・4/3(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

【小3～】

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。

3/23・4/13(金)

第2・4(金)17:45 ～ 21:30［1回45分］
月額8,100円(税別)

キッズ・ギター
レッスン
菱沼カンタ ギタリスト

【7歳～】

初心者の方でもゆっくり丁
寧に指導いたします。「やり
たい事」「弾きたい曲」を実現
させましょう。エレキギター・
アコースティックギターどち
らでもレッスン可能です！

①3/17・4/7(土)
②3/24・4/14(土)

①第1・3(土)
②第2・4(土)
15:00～19:00［1回30分］
月額5,200円～ (税別)

土曜日のピアノ
河瀬一子 相愛大学音楽学部

器楽学科ピアノ科卒

【幼児～】

こどもから大人まで、初心
者から経験者まで丁寧に
指導します。

3/15・4/12(木)

無料体験申込受付中！
3/22(木)・3/29(木)※詳細はお問合せください

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

【5歳～】

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）

3/16・30・4/13(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

①【4歳～6歳】
②【小1～小6】

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。

3/18・4/15(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

①【3歳～】
②【小学生】

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。

3/14・28・4/4(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

①【3歳～年長】
②【小学生】

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。

3/18・4/15(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 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

【小1～】

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。

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

【首がすわった頃～】

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。

3/12・26・4/16(月)

月4回(月)
10:15 ～ 11:00
月額3,700円(税別)

ベビーとママの3B体操
藤井佐智子 (公社)日本3B体操協会

公認指導士

【1～2歳】

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！

3/28・4/11(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

【4歳～小学生】

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。

3/12・4/2(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

【小学生～】

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。

3/24･4/14･28(土)

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

新学年から科学！ワクワク・ドキドキ
ふしぎ体験をしましょう！

学研 科学実験教室
学研科学実験教室専任講師

【年長～小学生】

バターを作ったりエ
ジソン電球を再現し
たりワクワク・ドキド
キの実験がいっぱい！
体験を通して知的好
奇心を育みます。

中川恵美理 マナーOJTインストラクター 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 川口知子 一般社団法人カラータイプ協会

認定講師

1,000円 2,800円

1,350円 1,550円

1,050円 1,250円 2,000円 1,500円

2,050円

1,500円 1,550円 1,500円

1,000円

1,000円 1,000円 1,000円 1,000円

1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円

925円

バーオソルクニアセフメソッド®～フランス流フロアバレエ

ハーバリウムレッスン ジュエリーポーチ

集合 10:45 京菓子 総本家よし廣（京都市中京区西ノ京東月光町22）
3/31(土) 11:00～12:30 申込締切3/24(土)

憧れの技に挑戦!!
C-topアクロバット体験

3/24(土) 16:00～17:00
1,950円(税別、保険料込)

4/3(火) 13:00～15:00
1,000円(税別) 1,000円（税込）

4/3(火) 11:00～12:00
1,000円(税別) 500円（税込）

3/6・4/3(火)
13:00～14:00

各1,800円(税別)

3/16・4/20(金) 14:30～15:30
各1,620円(税込)

3/26(月) 13:00～14:15
4/10(火) 20:00～21:15

各3,000円(税込)

3/26(月)
14:30～16:30

2,700円(税込)

3/17(土) 10:30～12:00
3,240円(税込)

3/27・4/24(火)
10:30～12:00

各3,240円(税込)
4/21(土) 13:00～14:00

1,620円(税込) 1,620円（税込）
4/22(日) 13:00～15:30

2,500円(税込) 2,500円（税込）

末廣倫子 TCマスタートレーナー
Laugh代表 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

全1回 全1回 全1回 全1回 全1回

9,000円【認定料含む】(税込) テキスト代 1,500円（税込）

3/15・4/5(木)
2,050円

4/5(木) 16:00～ミュージカル
ランド 17:00～ミュージカル

クラブ

春期号
講座案内

保存版
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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

2018

ジャンル豊富に150講座以上が集う 総合カルチャーセンター

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

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2018.2.24

10:00～21:00
（日曜17：00迄）

●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

京都外国語大学
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イオンモール京都五条
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● 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 早割 2018年

3/31㈯
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!

ハワイアンリボンレイアーヌエヌエ教室
バーオソルクニアセフメソッド®
～フランス流フロアバレエ ハーバリウムレッスン ～インド映画でおなじみの～ボリウッドダンス


