
初心者でも楽しく丁寧に教えます！
まずは体験にお越し下さい。

ハワイの音楽と伝統か
ら、子供の創造力、自然
の大切さ、礼儀、リズム
感を育てませんか。

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。

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！

カポエラは音楽に
合わせて動き、子供
から楽しめるブラ
ジルの格闘技です。
親子での参加も大
歓迎です！

礼儀作法、精神修行に役立つ空手道を始
めてみませんか。呼吸法によって精神を
統一し、常に謙虚な気持ちで武道の奥義
を学びます｡

チアダンスは柔軟性・リズム感・チームワ
ークを養います。アップテンポな音楽に合
わせて楽しくレッスンしましょう！ 

絵画や工作をバランスよく取り入れた独
自のカリキュラムで、のびのびとアートを
楽しみ、感性を伸ばします。教材の持参は
不要で、気軽に通えます！

身近にある、なぜ？どうして？を体感し、失
敗や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。

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。

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)

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。

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！！

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。

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。

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。

気軽に始められるバレエレッスン。まずは子
供達に、「バレエが大好き」になって欲しいと
心から願っています。

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！

特別一日講座（入会金不要）特別一日講座（入会金不要）

2/16･3/2(土) 1,000円

第1･3(土)15:00 ～ 16:00
月額3,000円(税別)

キッズヨガ
ayaco 全米ヨガアライアンス認定講師キッズヨガインストラクター シニアヨガインストラクター

2/26･3/12(火)

月4回(火)
17:20 ～ 18:20
月額5,000円(税別)

SARA ダンスジュテインストラクター

1,000円 2/19･3/5(火)

月2回(火)
17:00 ～ 18:00
月額3,000円(税別)

1,000円

楽しく遊ぶ感覚のヨガで健やか
な成長へ！深い呼吸ができるよう
になると子ども達は安定し集中
力がつきます。

～ kanako～CaRA認定アロマセラピストコース終了
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

天然素材の石鹸に優しい香りの精油
とハーブを練り込みます。お好みの
香り、型、大きさでお作り頂きます！！

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

アロマセラピスト・カイロプラクター
健康管理士一般指導員

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。

山田康一 株式会社山田製油　代表取締役

昔ながらの手作業で添加物を使わない美味しいごま
油作りを、三代にわたり頑固（へんこ）に守りつづけた
山田社長のお話をうかがい、実際にごまの食べ比べ、
利き油、胡麻すり実演など、健康面でも大注目のごま
を五感で感じていただける、おいしく体のためになる
講座です。最後はごまと旬野菜をたっぷり使った「ゴ
マクロサロン」のランチをいただきます。

【小学生～】

2/25･3/25(月) 2,850円

第2･4(月)
10:30 ～ 14:30
月額5,700円(税別)

[1回30分]

[1回30分]

[初級]

シニアのための
脳トレピアノ®

冨島みち代ピアノゆうゆう塾® 関西支部統括部長
Executive認定講師

京都きもの学院京都本校 講師

ピアノを弾いて脳をトレーニング‼一緒
に音楽ライフを楽しみませんか？ゲーム
感覚で上達する笑顔の30分です。

【中高年～】

①【大人クラス】

①

①

②

②【子供クラス】

【高1～】

【9才～】

3/7･4/4(木) 2,000円

第1(木)10:30 ～ 12:30
月額2,500円(税別)

はじめてのアロマテラピー
～植物の力を借りて～

～kanako～CaRA認定アロマセラピストコース終了
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

オーガニック精油を使った実
習を交えて、生活のあらゆる
場面で使えるよう基礎から
しっかりお教え致します！

2/22･3/8(金) 1,000円

月4回(金)
①16:30～17:30・②17:30～18:30
月額5,200円(税別)

Kid's Hip Hop
AYANO ダンスインストラクター

ダンスが初めての方も大歓迎です。みん
なで楽しく体を動かしましょう。基本的に
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！

①【年少～年長】
②【小学生～】

【16歳～】

3/2･3/30(土) 1,000円

第1･3(土)
13:00 ～ 14:30
月額3,100円(税別)

オセロ入門教室
下村 識 日本オセロ連盟 公認指導員

「覚えるのは1分、極めるには
一生」丁寧な指導で誰でも楽
しく学べ、教室内で実力に応
じて1級まで取得できます。

【6歳～】

2/22･3/8(金) 1,550円 3/6･3/13･3/20(水) 1,550円 3/2･3/16(土) 1,550円

月4回(金) 10:15 ～ 11:30
月額6,200円(税別)

大人からの簡単バレエ
正木瀬奈 m.ballet

敷居が高いと思われがちなバレエで
すが、ゆったりとしたストレッチやバー
レッスンはどなたからでも始められ、
正しい姿勢、しなやかな筋肉を作り生
活習慣病の予防につながります。

2/25･3/11(月) 1,050円

月4回(月) 11:15 ～ 12:15
月額4,200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)

3/2･4/6(土) 2,100円

第1(土) 
10:00 ～ 12:00
月額2,100円(税別)

やさしいあみものレッスン
鈴木琴恵

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♪

月3回(水) 
20:30 ～ 21:30
月額4,650円(税別)

大人のダンス
AYANOダンスインストラクター Capoeira Geraisインストラクター

長めにストレッチ、トレーニングの時
間を取ってボディメイキング。女性ら
しい動きを取り入れた振り付けです。

第1･3(土)
19:30 ～ 21:00
月額3,100円(税別)

カポエラ
SASUKE

ブラジル発祥の格闘技でダンスのよう
なステップ、動きが特徴です。エクササ
イズ感覚で、ゆっくり体全体を使いなが
ら左右均等に練習しますので、バラン
スよく身体を鍛えることができます。

2/16･3/2(土) 大人1,500円 子共1,000円

第1･3(土)
16:30 ～ 18:30 月額4,100円(税別)

土曜書道（Do-Sho！）
堀 翠恵水明書道会審査員

筆を持つ楽しさと文字を通し
て豊かな表現を学びます。親
子一緒のレッスンもできます。
大人は毛筆・筆ペンなど題材
を選んでいただけます。

【年長～】

1,000円～

1,200円

2/19･3/19(火) 1,500円

第3(火)11:00 ～ 12:30
月額2,100円(税別)

月変わりのフラワーライフ
～アーティフィシャルフラワーアレンジ～
今井めぐみ 花作家・グラスアレンジハーバリウム認定講師

Knitting.RayRay  専任講師

プリザーブド、ドライ、アーティフィシャルフ
ラワーの花材を使って、様々なデザインを月
替りで楽しめます。季節やイベントに応じた
フラワーライフを過ごしてみませんか？

1,000円 500円 説明会日時はお問合せ下さい

第2･4(木)
13:00 ～ 15:00
　　 月額5,500円(税別)

着付師 資格取得コース
松尾英美子

着付けのプロを目指す方も、ち
ょっと人に着せたい方も、わかり
やすく丁寧に指導いたします。

2/19･3/5(火) 1,500円

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 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。

2/28・3/14(木) 2/28･3/28(木)2,050円 1,500円

第2･4(木)
10:30 ～ 11:45
月額4,100円(税別)

第2･4(木) 10:30 ～ 11:30
月額4,000円(税別)

「朗読を楽しむ講座」初心者～
日向のり子 フリーアナウンサー・ボイスティーチャー

声に出して読むと、黙読とはまた違
った感覚で作品を楽しめます。朗読
初めての方もお待ちしています。
新美南吉作品など

2/19･3/5(火) 1,800円

月2回(火) 
15:30 ～ 16:30
月額3,600円(税別)

美しいフラダンス
大野美花レイイリマラニ フラ カルチャー

インストラクター

午後のひととき、ハワイアンミュー
ジックを聴きながらゆったりと身体
を動かして心と体をリフレッシュし
ませんか。

4/20･4/27(土) 2,050円
② 1,000円1,000円

500円1,500円

月2回(土) 15:00 ～ 17:00

池坊いけばなクラス
髙林佑丞 華道家元池坊・池坊短期大学華道講師

四季折々のお花で生活の中に潤いをプ
ラスしてみませんか！子供たちには、心
を豊かにする情操教育のツールとし
て、池坊いけばなを楽しく指導します。

第1･2･3(火)
10:30 ～ 13:00
月額7,500円(税別)

大人のヴァイオリン教室
桒原七菜子 東京藝術大学音楽学部器楽科卒

楽しく続けられるよう、はじめて楽器に
触れる方から経験者の方まで、それぞ
れに合った丁寧な指導をいたします。

2/26･3/12(火)

大人のケンハモ講座
西岡 峻 SUZUKIケンハモ認定講師

今、プロミュージシャンや音楽愛好者
などの「大人」が楽しむ楽器として愛
されている大人のケンハモ（鍵盤ハ
ーモニカ）。解りやすく・楽しく・カッ
コ良く！ 楽譜が読めなくても大丈夫！

3/1･4/5(金)

第1(金) 10:00 ～ 12:30
月額2,100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。

春休み！親子で作る
ハンドミルソープ

3/27(水)
10：30～12:00

1,620円(税込) 1,500円（税込）

田中翔子

本物のお花を使用して､世界に
一つだけのアクセサリーを一緒
に作りましょう｡初心者の方も
大歓迎です。

～世界にひとつ～
押し花のアクセサリー

親子で楽しめる
アイシングクッキー

3/10･4/14(日)
10：00～12:00

各1,620円(税込) 1,620円（税込）

西村淳子
大人気のアイシングクッキーを親子
で作ってみませんか。立体的な組み
立てクッキーを楽しくレッスンしま
す。親子で二つのお家を作っていた
だけます。この機会に是非！

3/29(金)
15：00～17:00

2,160円(税込) 2,000円（税込）

あわのちさと柔道整復師 JSAアイシングクッキーマスター講師 

やせない身体はありません。大人の身体
を知って本当に綺麗で若く動ける身体
を作りませんか？今年こそやせます。

ぜったいやせる！リバウンドなし！
大人のダイエットと
アンチエイジングついでにロコモ

「京都 山田製油」伝統の香りと風味
体のためになるほんまもんのごま講座

2/28･3/14(木)
13：00～14:30

各1,620円（税込) 200円（税込）

手のひらアロマテラピー
成瀬晴香

アロマテラピーってなに？と
いう疑問から、手のひらの
反射区を使って身体の動き
をよくするセルフアロマテ
ラピーを1時間で習えます！

3/4･3/18(月) 14:30～15:30
各3,240円(税込)

現地講座

申込締切:4/8(月)

4/18(木) 11:00～13:30
2/24･3/24(日) 10:30～17:30

3,080円(税込、食事代込)

【会場】gomacro salon(京都市中京区神明町67-3)

【会員】 21,600円(税込)全1回 1,500円(税込)テキスト代 1,500円(税込)オイル代3,296円(税込、食事代込)【一般】

藤井 真 IKENOBOYS/池坊短期大学 専任講師

今、TV等で話題のIKENOBOYS藤井真氏
と共に、いけばなの発祥地である六角堂と
池坊会館を巡ります。その後はカフェにてテ
ィータイム＆藤井先生によるいけばなパフォ
ーマンス、インスタ映えする可愛いミニいけ
ばな体験をお楽しみ頂きます。

IKENOBOYS藤井 真と春の六角堂を散策～
カフェでいけばな体験現地講座

申込締切:4/23(火)4/26(金) 15:00～17:30

4,320円

【集合】15:00六角堂山門前(京都市中京区六角通東洞院西入堂之前町)
【会場】JEUGIA[Basic.]

【会員】 4,536円各（税込、保険料、材料費、ドリンク代込）【一般】
※お料理の写真はイメージです。

整理収納アドバイザー
2級認定講座

ヒップホップ
ダンスジュテ 【年長～】 大野美花 レイイリマラニ フラ カルチャー

インストラクター KAWAI DANCE AGENCY
インストラクター　

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

こども ケイキ フラ
【年少～小学校低学年】

2/26･3/12(火)･2/22・3/8（金)

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

1,000円

中村眞千子 京都書道連盟理事・
文化教育書道連盟理事

硬筆も出来るこども書道
【5歳～】

2/25･3/11(月)2/24･3/10(日)

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

1,000円

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

こどもカンフー
【5歳～中学生】

第1･3(土)
19:30 ～ 21:00
月額3,100円(税別)

SASUKE

キッズカポエラ【小1～】

2/25･3/11(月)

月4回(月) 
18:00 ～ 19:30 月額5,200円(税別)

1,000円

能崎一範 京都市空手道連盟理事長

子供空手道教室【3歳～】

2/15･3/15(金)

第1･3(金)
①19:00 ～ 20:00
②20:15 ～ 21:15
月額3,100円(税別)

1,000円

Chiharu / Yuno

キッズチアダンス
①【4歳～小1】②【小2～】

2/23･3/9(土)

第2･4(土)
①10:15 ～ 11:45
②12:30 ～ 14:00
月額8,000円(税別)

2,000円

アートスクール専任講師

学研 城戸真亜子アートスクール
①【小学生】②【年中～年長】

2/23･3/9(土)

第2･4(土)
10:45 ～ 12:15
月額3,400円(税別)

1,000円
1,200円

教材費別途

学研科学実験教室専任講師

学研 科学実験教室
【年長～小学生】

2/28･3/14(木)

月3～ 4回(木)
①16:30 ～ 17:30
②17:30 ～ 18:30
月額4,650円～ (税別)

1,000円 3/2･3/16(土) 1,000円

井後義世

こどもたちの合気道
①【5歳～小2】②【小3～】

2/23･3/9(土)

月3～ 4回(土)
①15:00 ～ 15:50
②16:00 ～ 16:50
③17:00 ～ 18:00
月額5,550円～ (税別)

1,000円

岩崎篤史

C-topキッズ体操教室
①【年少～年長】②【年長～小学校低学年】③【小学生】

ヤスコバトンスクール主宰

AIRI Ballet主宰

2/27･3/13(水)

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

1,000円

加納靖子

バトントワリング
①【4歳～小学校低学年】②【小学生】 ③【小学校高学年以上】

2/27･3/20(水)

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

1,000円

minami

KAWAI DANCE AGENCY
キッズチアダンス

①【初級クラス】②【中級クラス】

春日バレエ研究所教師

2/24･3/10(日)

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

1,000円

山内佐江子

春日バレエ研究所
子供バレエ ①【3歳～】②【小学生】

日本空手道正明会中村塾 指導員 平成の寺子屋 井後道場 副道場長
Capoeira Geraisインストラクター

2/22･3/8(金)

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

1,000円

佐藤延嘉

日本空手道正明会中村塾
こども空手  ①【4歳～6歳】②【小1～小6】

2/16･3/16(土)

第1･3(土)　
①12:10 ～ 13:10　
②13:15 ～ 14:15
月額3,100円(税別)

1,000円

野﨑愛梨

キッズはじめての
クラシックバレエ

①【3～5歳】②【年長～】バレエ教師

2/25･3/11(月)
2/27･3/13(水)

月3～ 4回(月)/(水)
①16:00 ～ 17:00
月額4,500円～ (税別)　
②17:00 ～ 18:00
【週2回コースもあります】
月額4,950円～ (税別)

1,000円

石田絢子

こどもクラシックバレエ
①【初級クラス】②【中級クラス】

2/18･3/4(月)

第1・3(月)
16:30 ～ 18:00
月額3,100円(税別)

1,000円
650円

＊Yurika＊

ちびっコあみもの＊
ぐるぐる教室 【小学生～】

ヤマハ英語教室
ヤマハイングリッシュアカデミー

ブリティッシュ・カウンシル監修
世界基準の小学生英語コース

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。

2/19･3/12(火)･2/21･3/14(木)

あみぐるみ作家

200円 体験日時はお問合せ下さい

月3～4回[各1回30分]
(日)13:30～17:30
(火)19:45～21:15
(木)16:00～21:30
(土)19:15～21:15
月額7,650円～ (税別)

キッズドラム
清水秀行 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！！

1,000円

体験日時はお問合せ下さい

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

1,000円 体験日時はお問合せ下さい

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

1,000円

【7歳～】
【小3～】

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！

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。

2/16・3/2(土)

第1･3(土)
13:00 ～ 14:30
月額3,700円(税別)

京都まんが教室
～まんが家になってみよう～
岡本祐治 京都まんが教室主宰

1,000円

【小3～】

普段描いてる人も、まだ描い
た事がない人もこの機会に漫
画を練習してみませんか。
上達のコツを一人ひとりにあ
った形で教えていきます。

2/25･3/11(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！

925円

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。

3/5･4/2(火)
13:00～14:00

各1,800円(税別)

4/1(月)・4/6(土) 4/1(月)・4/5(金)・4/6(土) 1,000円 1,000円4/3(水) 4/4(木) 16:00 ～1,000円

月3～4回(木) 16:00～17:15
月額6,480円～（税別）

★幼児クラス　年中～小1

ミュージカルランド 17:00 ～ミュージカルクラブ

おんがくランド
0～ 3歳の音楽情操・リトミック

町野睦美 JEUGIAこども表現教室講師

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
月3回(水)10:30～11:30 月額4,350円(税別)

2歳児
月3回(水)11:30～12:30 月額4,350円(税別)

ピンキークラス

キンダークラス

<H29.4.2～H30.4.1生>

<H28.4.2～H29.4.1生>

ベ ピ キ

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

木下めぐみ・村田美香・町野睦美 JEUGIAこども表現教室講師

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(月) 15:30～16:30 月3～4回(土) 13:40～14:40
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(月) 16:30～17:30 月3～4回(金) 16:15～17:15
月3～4回(土) 14:40～15:40
月額5,580円～（税別）

幼児・小学生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

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 こどもläraミュージカル専任講師

月3～4回(木) 16:30～18:00
月額6,930円～（税別）

★小学生クラス　小2～小5
ミュージカルクラブミュージカルランド

JEUGIAこども表現教室

【親子】

第1･3(水)18:30 ～ 21:30[1回45分]

月額4,100円(税別)
月額2,000円(税別)

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。

2019

春期号
講座案内

保存版
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無料満65歳
以上の方は
※年齢確認のできる身分証明書の
　ご提示をお願いします。

入会金

早割
入会金

1,000 割引（税別）

円

お得な

割引!

※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。

【期間】2019年

3/31㈰ま
で

体験当日
または体験なしで

ご入会の方
にご入会

講座名講座名講座名 講座名講座名講座名 講座名講座名講座名 講座名講座名講座名

●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

阪急
京都
線

JR京
都線

西 院

西京
極

西大
路

西 
院

市立病院
光華
女子大学

西京極
スポーツ
センター

国道9号線

国
道
　
号
線

162

桂 

川

京福嵐山線

イオンモール京都五条
JEUGIA

カルチャーセンター

丹
波
口

● 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

075-326-870510:00～21:00
（日曜17：00迄）

〒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
http://culture.jeugia.co.jp/

ホームページからも
お申し込み承ります。

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2019.2.8

JEUGIAカルチャー検索

親子で楽しめるアイシングクッキー こどもクラシックバレエ 月変わりのフラワーライフ～アーティフィシャルフラワーアレンジ～ キッズヨガ


