
随時体験受付中!!
体験料

1,000円

[こども]1,000円・[大人]1,500円9/26・10/24(月)

月3回(月)
15:30 ～ 19:30の間
【大　人】月額5,150円(税別)
【こども】月額4,150円(税別)

ファミリー書道教室

ご家族で参加して頂ける書道教室で
す。書を通じて親子のコミュニケーシ
ョンを楽しみませんか。お子様だけ、大
人の方だけでもご参加頂けます。

伊藤光翔 紫雲書道会 師範

1,500円9/15・10/6(木)

第1・3(木) 10:30 ～ 11:30
月額3,100円(税別)

らくらくビューティーピラティス

「ピラティスって難しそう…」そん
なイメージはありませんか？ピラ
ティスはもともとリハビリから始
まったエクササイズです。あらゆる
年代の方に無理なく挑戦して頂け
ます。動きはとてもゆっくり。運動
に慣れていない方、シニアの方でも
安心してご参加下さい。

JUNKO ＦＴＰベーシックマットピラティスインストラクター

1,500円9/11・10/9(日)

第2・4(日)
13:30 ～ 14:40
月額3,100円(税別)

リフレッシュヨガ

日曜お昼のヨガクラスが出来
ました。たまった疲れを取り除
いて、シャキっとリフレッシ
ュ！週明けから頑張るあなた
を応援します。

AKKO IHTAヨガインストラクター 2級

1,500円9/21(水) 200円

第1(水)
10:30 ～ 12:30
月額2,300円(税別)

季節のイラストを身近な色鉛
筆で描く講座です。オリジナ
ルの下絵をご用意しますの
で、絵を描いてみたいけど苦
手…そんな方にピッタリ！

うえだいずみ 絵本作家

1,500円9/14・28(水)

第1・3(水)
16:00 ～ 20:30の間[各30分]
月額5,000円(税別)

MITSUのヴォーカルスクール＆
弾き語りレッスン

初心者大歓迎！シンガーソングライター "MITSU"
による、楽しいヴォーカルスクール＆弾き語りレッ
スンです。「歌がうまくなりたい」「発声の方法が知
りたい」「ギターで弾き語りがしたい」etc...色んな希
望にマンツーマンで応えます。ロック・ポップスか
ら演歌まで、オールジャンルＯＫ！

MITSU

1,500円

【パワーヨガ】
第2・4(水)
10:15 ～ 11:15
月額3,100円(税別)

パワーヨガ(ビギナークラス)
リラックスヨガ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

運動量が多くシェイプアップにもおすすめ
なパワーヨガと、ゆっくりしたテンポで身
体の隅々まで癒されるリラックスヨガ。ご
自身の状態に合ったクラスを選んで頂けま
す。ヨガの動きと呼吸法で、徐々に変わって
いく自分の身体を実感してください。

【リラックスヨガ】
第2・4(水)
11:30 ～ 12:40
月額3,100円(税別)

SHINO IHTA2級ヨガインストラクター・
全米ヨガアライアンス認定ヨガインストラクター

現役ボーカリスト、
ソロとバンドで幅広く活動中

実施会場：MOMOテラス10/2(日)13:00 ～ 18:00
全1回58,500円(税込/テキスト・ライセンス発行料・年会費込)

ファスティングとはズバリ！断食のこと。思い
込みで行う間違ったファスティングを正しく
学ぶことで、新陳代謝の乱れを正し、肌細胞を
健康に保つ知識とデトックス効果で腸内環境
が整うメカニズムを身に付けられます。ご家族
の健康維持とご自身の新しいライフスタイル
を手に入れましょう。

ファスティングマイスター学院認定講師

9/17(土)10:30 ～

第1・3(土)
10:30 ～ 12:30
全6回18,000円(税別)
認定書発行（別料金）、授業内容により材料費別途

アロマ＆リンパ理論を
学んでハンド・フットケ
アの施術を取得。認定証
を発行しますので、サロ
ン開業も可能！

森井典子 NPO法人日本予防医学代替医療学院学院長

1,000円

月4回(木)
【5歳～小3】
16:30 ～ 17:30
【小4～ 6年】
17:40 ～ 18:50
月額5,200円(税別)

合気道

礼儀作法を大切に、人と
人とのつながりを感じ
合い、のびやかな心をは
ぐくんでいきます。

入江康仁 合気道五段、合気道入江道場道場長

1,000円 100円

第2・4(火)16:00 ～ 19:00の間
月額3,600円(税別)

毛筆・硬筆の両方
のお稽古ができま
す。字の書き順を
身に付け、形の良
い字が書けるよう
指導します。

山田花庭 暁書法学院・講師

1,000円

第2・4(土)
15:30 ～ 16:15
月額2,700円(税別)

キッズ＆親子フラ

情緒の安定を促すハワ
イアンフラで、お子様
もママもハッピーに。
就学前のお子様はパパ
やママとご一緒に。

森澤かおり マカマエ・フラスタジオ

1,000円 550円

月4回(水)
16:00 ～ 17:30
月額5,400円(税別)

一人一人の個性を大切に、絵を描くこと物
作りの楽しさを体験することで想像力、表
現力を伸ばします。

藤兼和子 おえかきひろば講師

1,000円

月4回(木)18:00 ～ 19:00
月額5,200円(税別)

そろばん・暗算・筆算教室

そろばんで計算能力アッ
プ！子供達が無理なく数
字に触れあえるよう、ゲ
ームなども取り入れなが
ら楽しく教えます。暗算
だけでなく、筆算も取り
入れた教室です。
小さい頃に「計算力」を身
に付けておけば、必ず将
来役に立ちますよ。

前田義彦 南京都珠算連盟加盟

全3回6,000円(税別)

ベビーマッサージで、お母さ
んと赤ちゃんが一緒にリラ
ックス出来る幸せな時間を
過ごしましょう。

※(A) ～ (C)の中からご都合の良い日程をお選び下さい。

水野玲奈 ロイヤルセラピスト協会認定講師

9/23(金)・9/20(火) 1,500円 500円

第1・2・4(金)10:30 ～ 11:45
月額4,950円(税別)
第1・3(火)10:50 ～ 12:05
月額3,300円(税別)

フラをはじめてみませ
んか。フラや仲間との出
会いで素晴らしいもの
が得られるはずです。踊
れる幸せを感じ一緒に
楽しみましょう。

信子 クウレイ オナオナ イカオルオカラー井上・
谷本幸子・玉村多美子

1,500円1,500円 1,500円 1,000円

第2・4(土)
10:15 ～ 11:45
月額5,100円(税別)

エキゾチック★ベリーダンス

ベリーダンスは中近東発
祥の即興の舞踊。インナ
ーマッスルを使うので、
引き締め効果もありま
す。楽しく踊ってキレイ
になりましょう！ 

SACHI Sacred Bellydance of Masakoスクール所属ダンサー 水野永子 水野弘子バレエ学園主宰

第1(火)10:30 ～ 12:30
月額2,100円(税別)

ふわふわ羊毛フェルト雑貨

羊毛を使ってマスコ
ットやスイーツなど
かわいい雑貨を作っ
てみませんか。初め
ての方も楽しんでい
ただけます。

吉村沢子 羊毛フェルト作家

第2(水)
13:00 ～ 15:00の間 月額2,600円(税別)

道具は不要、初
めての方でも
ＯＫです。本格
的な穴窯焼成
もあり。まずは
お気に入りの
器を作ってみ
ませんか。

美桜窯

1,500円

第2(土)
13:00 ～ 15:00
月額2,600円(税別)

南京玉すだれ

子供から高齢者まで楽
しめる昔ながらの大道
芸、南京玉すだれ。楽し
みながら伝統芸能に親
しみましょう。

八房露香 日本南京玉すだれ協会A級指導者

第1・3(木)
10:30 ～ 14:30の間
[各40分]
月額6,600円(税別)

ドラムス個人レッスン

ドラムを叩いてみませんか。
個人のペースに合わせたレ
ッスンです。初心者の方、基
礎からしっかり学びたい方、
趣味で楽しみたい方、個人の
希望、ペースに合わせながら
楽しくレッスンします。

前島文子 ドラマー

1,500円1,500円 1,500円※時間はお問い合わせ下さい

第2・4(木)
10:15 ～ 12:15
月額5,000円(税別)

第1・3(月)
15:00 ～ 20:30の間
[各30分]
月額6,100円(税別)

楽しい沖縄三線

老若男女を問わず誰
にでも気軽に楽しめ
る沖縄三線で「涙そ
うそう」「花」などの
ポップスから民謡を
奏でましょう。

井後義世 琉球民謡・島の唄　涼風会　教師

アコースティックギター
エレクトリックギター

ギターはお子さまから高齢者まで幅
広く楽しめる楽器です。ロック、ポッ
プスからクラシックまで、どんなジャ
ンルにも対応します。初心者大歓迎！

井上耕一 作曲、編曲家・ギターリスト

9/28(水)
13:00 ～ 16:00
全1回2,000円(税別)材料費1,000円（税込）

つまみ細工で作る和のアクセサリー
重ねる丸つまみのお花のコーム

異なる色の布を
重ねて作る”重ね
丸つまみ”で、髪
に飾る可愛いコ
ームを作りまし
ょう。

千葉紀子 アクセサリー教室のんのん主催

月4回(木)もしくは（金）各60分
月額10,200円

(木)もしくは（金）　1回60分
1回2,000円

(木)もしくは（金）　1回60分
1回2,000円

マンツーマン・パソコン教室 Windows10 特別講座

お仕事に！趣味に！必ず役立つパソコン講座

一歩一歩着実に前進させたい方のパソコンスクール！小学4年生から
高齢者まで、それぞれのレベル・目的に合わせてプロのベテラン講師がマンツ
ーマンで、指導時間中、横について指導します。やりたいことが必ず出来るよう
になります！※CDやビデオによる講座ではありません。

iPhone・Androidス マホ・iPad・Nexus・Surfaceな ど、
基本の操作方法からおすすめアプリまで。

・Word、Excel、アクセス
・パワーポイント、インターネット
・ホームページ開設、ブログ作成
・デジカメ写真、画像の加工
・動画の編集、DVD作成
・PC買い替えの際のアドバイス

・どこが変わったのか　　　　　　　・アップグレードの方法　　　　　　　・ストアアプリの使い方　　　　　　　・買い替え、購入方法etc.

板山幸治　パソコンスクールアイパッソ代表 新OSの疑問・質問にお答えします！

レッスン内容一例

1,500円9/7(水) 1,500円

第1・3(水)10:30 ～ 12:00
月額3,300円(税別)

初心者大歓迎！水曜朝の新クラスです。

森澤かおり マカマエフラスタジオ

第2・4(木)
10:30 ～ 11:45
月額4,100円(税別)

Happy☆ベリーダンス

エキゾチックな音楽
に合わせて踊る、情熱
的なベリーダンス。日
常を少しだけ忘れて、
楽しく踊りましょう。

朱莉 杏慈Belly Dance School専属ダンサー

2,250円 1,000円9/27(火)

第2・4(火)13:00 ～ 14:00
月額4,500円(税別)

腰掛タップダンス®

『目指せ寝たきりゼロ』を合言葉に、おしゃ
れなタップダンスで筋力向上！

朝宮真由 腰掛タップダンス公式インストラクター、
元宝塚歌劇団、タレント

9/21(水)
[幼児]16:30 ～ 17:20
[小学生]17:30 ～ 18:20
全1回2,000円(税別) 保険料 108円

子供のかけっこ教室

「走るのが苦手
…」そんなお子様
に、かけっこに必
要な身体の使い
方・瞬発力のつけ
方を教えます。

ガツスポキッズスクールインストラクター

第2(火)
10:30 ～ 11:30
全6回15,000円(税別)

ベビーサイン教室

まだ、お話できない赤
ちゃんとベビーサイ
ンを使って意思疎通
をとってみませんか。
イヤイヤ期の2歳がお
だやかに過ごせます。

豊田まどか 一般社団法人
ベビーサイン協会認定講師

1,500円

月4回(水)
13:00 ～ 20:30の間[各30分]
【大人】
月額8,200円～ (税別)
【こども】
月額7,700円～ (税別)

ピアノ個人レッスン

ピアノは楽器の王様！好き
な曲を弾きたい方、基礎から
しっかり学びたい方など。大
人から子供まで経験や目的
に合わせレッスンします。

杉原真弓 神戸女学院大学大学院
音楽研究科修了

9/6・20(火)9/14・28(水)

第1・3(火)
15:00 ～ 20:15の
間[各45分]
月額7,600円～ (税別)

クラリネット

クラリネットは吹奏楽・オー
ケストラ・ジャズ等様々なジ
ャンルで活躍できる楽器で
す。初心者の方も経験者の方
も、それぞれの目標に合わせ
て丁寧に指導致します。

崔　賢順 クラリネットプレーヤー、
大阪芸術大学演奏学科卒業

1,500円9/21・10/19(水)1,500円 1,500円9/2・16（金） 9/15(木)申込締切：2日前 1,500円
500円

第1・3(水)
10:30 ～ 11:30
月額3,980円(税別)

憧れのバレエを踊って
みませんか。バレエス
テップを楽しみながら
美しい姿勢へ。体が硬
くても大丈夫。基礎か
ら学べます。初心者大
歓迎！

masako バレエ講師

月4回(金)
10:30 ～ 11:30
月額5,500円(税別)

FLOW YOGA

人気のFLOW YOGAに
月4回コースが出来まし
た。初めての方でもスポ
ーツ感覚で楽しめる、爽
快感のあるヨガです。ダ
イエットにもおすすめ！

曽根明子
IYCキレイになるヨガ・
SLOW-FLOW YOGA インストラクター、
山本ヨガ研究所認定

第3(木)
10:30 ～ 12:30
月額2,100円(税別)

チョークアートは、専用
のブラックボードにオ
イルパステルと指で描
くアート。塗り絵感覚で
手軽に始められます。

福井一枝 CAA日本チョークアーティスト協会
1級認定講師

9/15(木)申込締切：2日前 1,500円9/15(木)申込締切：2日前 2,600円
1,500円
1,000円

第1(木)
10:30 ～ 12:30
月額2,300円(税別)

ガラスフュージング

板ガラスやミルフィオ
リを電気炉で焼き上
げ、オリジナルアクセ
サリーや小物を作りま
す。ガラスならではの
透明な色彩を楽しみま
しょう。

橋爪則子 ガラスフュージングインストラクター

第1(木)
10:30 ～ 12:30
月額2,300円(税別)

銀粘土を好きな形に作
り、電気炉で焼き上げて
磨き、オリジナルのシル
バーアクセサリーを仕
上げましょう。高級感あ
る作品が思い通りに作
れます。

橋爪則子 日本貴金属粘土協会認定講師

9/26(月)13:30 ～ 14:00 9/15(木)

第4(月)
13:30 ～ 15:00
全6回12,000円(税別)

リンパの流れを良くして、体のトラブルを改善し
免疫力をアップ！健康な身体をめざしましょう。

高橋真弥 予防医学リンパ健康セラピスト講師

1,000円

月4回(火)
16:00 ～ 16:50[4 ～ 6歳]
17:00 ～ 17:50[小学1～ 6年]
月額4,621円(税別)

スポーツやエンターテイメントの舞
台で活躍するプロチアユニット
LOICX　GIRLS☆が監修するチアダ
ンススクールだから、初心者から本格
的にチアダンスをやりたいお子様ま
で、安心して楽しく笑顔で踊れます！

皆川沙紀子
LOICX GIRLS☆公認チアディレクター

ピースクラブダンススタジオ
本格派ダンススタジオ、ピ
ースクラブ！リズムとり
から丁寧に指導します。

14:30 ～ 15:20
15:30 ～ 16:20
16:30 ～ 17:20
17:30 ～ 18:20

カワイ体育教室

いろいろな種類の運動を
バランスよく取り入れた、
楽しくて安全な運動遊び
のレッスンです。元気いっ
ぱい、体を動かそう！

常井紗弥 カワイ体育教室専属専任講師

～描いて楽しい・飾って嬉しい～
話題の簡単チョークアート

服の上から出来る
リンパトリートメント

アロマ＆リンパマッサージ（ハンド・フット）
認定証取得講座

ファスティングマイスター初級検定講座

姿勢美人に！バレエ入門

～マカマエフラスタジオ～
ハワイアンフラ

粘土が銀になる！
銀粘土アクセサリー

-色鉛筆で描く可愛くてちょっとオシャレな-
マンスリーイラストレーション教室【4歳～】

【3歳～】

【1ヶ月～1歳】
【幼児～】

【4歳～】

1,000円

第2・4(日)
10:30 ～ 13:00の間
月額3,600円(税別)

日曜こども書道

手本を見る力・基本
点画をきっちり身
につける事も、美し
くきれいな字を書
けるポイントです。
毛筆・硬筆を通じ
て、これらを正確に
身につけるよう指
導いたします。

藤井光嶺 紫雲書道会無鑑査同人

木下 未佳子 JEUGIAこども表現教室講師

【4歳～】【5歳～】

【3歳～】
【4歳～】

【4歳～】

【小１～】

【6ヶ月～1歳半】【年中～】

【4歳～】 【11歳～】

約3ヵ月で多彩な着付と帯結びのテクニック
を学び、一人で着られるよう指導いたします。 

京都きもの学院講師
着付教室京都きもの学院 全10回

全6回

全6回

全6回
全1回

月4回(木) 
10:30 ～ 12:30

＜入会特典あり＞
入会金免除、受講料割引
着物無料レンタル等

全10回13,889円(税別)

家族や友人へのトリートメント

第1回 基本のトリートメント
ふくらはぎ(むくみ・冷え症解消)
太もも・ウエスト・腰(腰痛解消)
肩コリ解消・ハンド

第2回
第3回
第4回
第5・6回

第1回 アロマ＆リンパ理論座学
（アロマオイルの作り方など）

リンパハンドマッサージ
テクニックの実習＆復習

リンパフットマッサージ
テクニックの実習＆復習

認定試験後認定証取得第6回

第2・3回

第4・5回

月3～ 4回
(月)

3歳
年中～年長
小1～ 3年
小4～ 6年

月額
5,000円
(税別)

10/17・24・31(月)

11/14・21・28(月)

12/5・12・19(月)

10:30 ～ 11:30
(A)

(B)

(C)

月4回(金)
リトルキッズ
3～ 5歳 16:00～16:50 5,000円（税別）

5,500円（税別）

5,500円（税別）

5,000円（税別）

5,500円（税別）

キッズ入門
小学生 17:00～18:00

17:00～18:00

キッズ初級
小学生

リトルキッズ
3～ 5歳
キッズ入門
小学生

18:20～19:20

16:00～16:50

HIRO

月4回(火)

＄hione

～ENJOYクラス～
LOICX☆チアダンススクール

暁書法学院
こども・かきかた

いちから学べる陶芸教室

～ベビーマッサージ教室～
Ｈａｐｐｙ Ｔｉｍｅこども造形絵画教室

おえかきひろば 全3回

1,000円

月4回(金)
【幼児クラス】16:00 ～ 17:00
【小学生クラス】17:00 ～ 18:00
月額5,200円(税別)

音楽に合わせ伸び伸
びと楽しくバレエの
レッスン！良い姿勢・
柔軟性・集中力・豊か
な感性が育まれます。

片山真瑛 水野弘子バレエ学園

【3歳～】
【年少～】

水野弘子バレエ学園
こどもバレエ教室

ナ・プアレイ井上ハラウ
ハワイアン･フラ

月3回(月)
【入門・初級】
11:00～12:00
月額4,950円(税別)
【ポワントクラス】
12:10 ～ 12:40
月額2,520円(税別)

どなたでも始められる入
門・初級クラスに、トウシ
ューズで踊る【ポワント
クラス】が加わりました。
　

1,500円

水野弘子バレエ学園
大人から始めるバレエレッスン

少人数定員制
一人ひ

とりが“主人公”

（1歳から小学生）幼児教室/国語・算数
（0歳から12歳）英語教室

新規会員募集中！

ホームページhttp://www.kodansha-pal.co.jp

日・祝除く10:00～18:00

詳しくは担当スタッフまたは講談社パル大阪本部までお問い合わせください

0120-397-341

 9/23(金)
1,000円(税別) ※通常は有料体験

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。

おんがくランド
0～3歳の音楽情操・リトミック

1歳児ピンキークラス

2歳児キンダークラス
月3回(金) 11:30～12:30

月3回(金) 10:30～11:30

JEUGIAこども表現教室

受講料：月額4,350円(税別)

※ポワントクラスは入門・初級クラスと
　セットでご受講下さい。

※時間はお問い合わせ下さい
※時間はお問い合わせ下さい

※時間はお問い合わせ下さい

※ペアレッスンはお一人8,200円

スマホ・タブレット特別講座

新しいクラスができました！

(月) ～ (土)　各30分レッスン
時間はお問い合せ下さい

月額8,000円～(税別)

初心者の方、趣味を始めたい方、
保育士を目指す方のためのレッ
スンにも対応しています。

ピアノ・エレクトーン
新規受講生募集中！

グループレッスンおんがくなかよし
コース
お子さまの耳の発達に合わせ、
「きく」力を大きく伸ばして
いきます。

(土)10:30 ～月額4,500円～(税別)
見学会 9/24(土)10:30 ～

秋の新入会受付中!!ヤマハ音楽教室

3歳児

こころを育てる音
楽教室です

6,000円教材費

無料説明会（場所：アル・プラザ城陽店）
9/24(土)10:30 ～ 12:00 ※JEUGIA他店でも実施予定あり。

随時体験募集中！
1,000円

月　額

吉川 裕子 ハウスキーピング協会整理収納
アドバイザー２級認定講師

整理収納のノウハウと資格が1日で
習得出来る人気講座！人の行動動線
やモノの使用頻度を考えた整理収
納の考え方、限られた空間を広く利
用するコツなど、ケーススタディを
交えながら学びます。

整理収納アドバイザー
2級認定講座

1,620円（税込）※テキスト代

10:30～17:30
9/19(月・祝)・11/13(日)

20,000円（税別）
[途中60分休憩]

締切各5日前

末廣 倫子 TCトレーナー、Laugh代表

14本のカラーボトルとリーディング解説書が
付き、1日で資格が取得出来ます。

9,000円（税込） ※認定料込

12,000円(税込) ※認定料込

TCカラーセラピスト養成講座

TCマスターカラーセラピスト養成コース　

ヴィジョンスパイラル講座　　

9,260円(税別)

13,889円（税別）

10/2(日)11:00～17:00[途中60分休憩]
※その他の日程も承ります。ご相談下さい。 締切3日前

9,000円(税込) ※認定料込9,260円（税別）

上級コースもご用意しています!日時はお問い合わせ下さい。9/18(日)10:30～12:30
※その他の日程も承ります。
ご相談下さい。

締切7日前12,960円（税込）※認定料込
4,000円（税別）

なかち 智子 EJA耳つぼジュエリー協会認定講師

耳には足の裏と同じようにいくつものつぼが存在します。チタ
ンの粒がついたスワロフスキーを耳につけることでつぼを刺
激し、体調や体質改善のお手伝い
をします。受講後は協会認定ディプ
ロマを発行します。サロン開業やイ
ベント参加も可能です。

耳つぼジュエリー協会認定
初級講座

見学会

0774-54-7230 〒610-0111 京都府城陽市富野荒見田112番地 アル・プラザ城陽店4Fご予約
承ります

お申込み
お問い合わせ 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

2016
秋期号

保存版

MITSUのヴォーカルスクール＆
弾き語りレッスン

ガラスフュージング
粘土が銀になる！銀粘土アクセサリー

FLOW YOGA LOICX☆チアダンススクール

体験｜見学｜入会｜お申し込み受付中 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。

2016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）

★対象年齢★

0歳～12歳

JEUGIAカルチャー

●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、金融機関からの1ヶ月毎の自動引き落とし
での納入をお願いします。※自動引き落としの手続きが完了する
までに2ヵ月程度を要します。●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。

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。

〒610-0111 京都府城陽市富野荒見田112番地 アル・プラザ城陽店4F

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］

体験・見学も承ります!
ご入会受付中

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）

0774-54-7230 ご予約
承ります

…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。

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2016.8.25

10:00～20:00
（日曜は18:00迄）

● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ● ジャンル豊富に180講座以上が集う 総合カルチャーセンター

10:00～20:00
（日曜日18：00迄）

4F


