
「かんたんシュシュ」
10/5(木)10:30～

第1(木)
10:30 ～ 12:30
全6回12,000円(税別)
※別途材料費

がーりーはんどめいらー神戸秋弘のかぎ針編み教室
がーりーはんどめいらー神戸秋弘 公益財団法人　日本手芸協会　かぎ針編み講師

編み方のお話＆丸いコースター

立体のお花モチーフ作り

パプコーン編みや七宝編みなど
ちょっと変わった編み方のレッスン

マフラーやベストなどの作品に挑戦！
神戸先生のオリジナルデザイン作品も

作品仕上げのコツを伝授！

NHK「すてきにハンドメイド」出演の人気講
師による楽しい編み物教室！針の持ち方、編
み目を揃える方法など基礎からじっくり学
び、最後はマフラーやウェアなど編めるよう
に指導します。皆さ
んでお喋りしなが
ら、楽しく編み物を
学びませんか。

9/23(土)

第2・4(土)
13:00 ～ 15:00
月額3,100円(税別)

こども将棋教室
千葉　均 日本将棋連盟京都府支部連合会副会長・

将棋普及指導員

将棋で脳トレ！駒の動かし方か
ら対局の仕方まで、初段の資格
取得を目標に丁寧に学んでいき
ます。あいさつや姿勢、マナー
といった礼節も身につけること
が出来ます。

2016年4月、11月にNHK「すてきにハンドメ
イド」講師として出演。2017年8月21日発売の
テキスト「NHKすてきにハンドメイド9月号」
掲載。番組放送日は9月28日
Eテレ21時30分～21時55分。

9/29(金)

月4回(金)
18:00 ～ 18:50
月額8,000円(税別)

キッズプログラミング講座
板山幸治 パソコンスクールiPasso代表

プログラミング学習を通じて自
ら仕組みを考え、手を動かし、モ
ノを作り上げる楽しさを体験し
てみよう！これからのIT社会に適
応する能力を身に着けると共に、
自分で考える力、創造力を育ん
でいきます。

10/2(月)

第1・3(月)
10:30 ～ 11:30
月額3,100円(税別)

気軽に有酸素運動
バランスボールエクササイズ
Lisa 一般社団法人体力メンテナンス協会 体力指導士

産後指導士

関節への負担が少なく、音楽に合わせてボールの弾力
を使って出来る有酸
素運動です。 楽しく弾
みながら一緒に健や
かな身体を作りませ
んか。

9/12(火)

第2(火)
10:30 ～ 11:30
月額2,000円(税別)

～やさしく触れて、呼吸して、ゆらすだけ～
さとう式リンパ 簡単セルフケア！
鶴巻和美 さとう式リンパケア公認インストラクター、

国際ウェルネス協会セルフケアマスター、看護師

筋肉は押してはダ
メ！触れて呼吸して
ゆらすだけで、筋肉
の柔らかい状態を
取り戻し、リフトアッ
プ＆肩こり改善！

10/4(水)

第1(水)
13:45 ～ 15:45
月額1,700円(税別)

ヨーロピアンなコード刺繍
ソウタシエ
三宅裕子 生涯学習開発財団認定講師

ソウタシエとはフランス語で「へり
飾り用の細い平ひもの組紐飾り」
のこと。天然石やビーズなどをコ
ードで流線型に囲んで仕上げる、
優雅なアクセサリーです。

人気韓国ドラマのセリフ聞き取り
＆字幕付けに挑戦！
成都恵未 もっ韓学院院長

老舗韓流雑誌「もっと知りたい！
韓国TVドラマ(通称もっ韓）」か
ら生まれたエンタメ講座！ドラ
マ「ヒーラー～最高の恋人～」
を見ながら旬の話題を交えて
楽しく学びます。

月額3,600円(税別)※(月)(金)それぞれ

ラリーを楽しもう！こども卓球教室

田中栄一

鍜治雄大

大人気卓球教室！少人数制なので確実に上達します。

1,000円1,000円

月3～4回
(月)

※年間40回

年少
年中～年長
小1～ 3年
小4～ 6年

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

第1・3(月)
[小1～ 4年生]　16:30 ～ 17:20
[小5～中学生]　17:30 ～ 18:20

第2・4(金)
[小1～ 4年生]　16:00 ～ 16:50
[小5～中学生]　17:00 ～ 17:50

カワイ体育教室
常井紗弥 カワイ体育教室専属専任講師

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！

1,000円 1,000円

1,500円 1,500円

1,500円 500円(税込)

月額①5,000円(税別)
　　②5,500円(税別)

ピースクラブダンススタジオ

第1・3(金)[幼児クラス]16:00～17:00
　　　　 [小学生クラス]17:00～18:00
月額2,600円(税別)

水野弘子バレエ学園
こどもバレエ教室
片山真瑛 水野弘子バレエ学園

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

LOICX☆チアダンススクール
～ENJOYクラス～
井上百合香 LOICX GIRLS☆公認チアディレクター

1,000円

月額
5,000円
(税別)

随時体験受付中!

月4回(日)10:30～11:30
月額6,200円(税別)

玄武館空手教室
高橋　暉
川瀬和輝

全日本空手道連盟　剛柔会玄武館所属
空手道教士/空手指導員

1,500円 ペンダント1,500円（税込）
ネックレス3,000円（税込）

申込締切…10/3(火)

2,000円
600円(税込)

1,500円 1,000円（税込）

こどもの講座

編み物初めてさんでも大
丈夫♪毛糸、レース糸、ワ
イヤーなど色々な資材を
使って小物作りを楽しみ
ながら編み方や仕上げ方
が身に付くよう基礎から
丁寧にお教えします。

第1(水)10:30 ～ 12:30
月額2,000円(税別)

～小物からアクセサリーまで～
はじめてのかぎ針編み教室
三宅裕子・杉山佐代子 一般社団法人　生涯学習開発財団

（楽習フォーラム）認定講師

リボンで作る、ハワイの
伝統工芸”リボンレイ”。
アクセサリーやバッグチ
ャームなど、色んな場面
で応用できるクラフト
です。
第1(火)
13:00 ～ 15:00の間
月額2,300円(税別)

Enjoy！
リボンレイクラフト
小西いずみ 「HOKU CRAFT」ハワイアン

リボンレイ公認インストラクター

クッキーの上にカ
ラフルなお砂糖
の衣で、カボチャ
やオバケ、キャン
ディなど、おなじ
みのハロウィン
モチーフを描い
てみましょう！

ハロウィンを楽しもう！
親子deアイシングクッキー体験教室
山内茉耶 JSAアイシングクッキー認定講師

人気のハワイアン
フラに土曜の夜クラ
スができました。週
末の夜をゆったり
ハワイアンミュージ
ックと共に過ごしま
せんか。

9/23(土)

第2・4(土)18:00 ～ 19:30
月額3,300円(税別)

ハワイアン・フラ
寺沼絹代 絹代Lei Huali Nani寺沼　

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。

9/25(月)

第2・4(月)
18:30 ～ 19:15
月額2,700円(税別)

キッズ&親子フラ
森澤かおり マカマエ・フラスタジオ

お勤め帰りでも楽し
んで頂ける、平日夜
クラスのベリーダン
スクラスです。ダンス
を楽しみながらキレ
イなボディラインを
手に入れませんか。

第1・3(火)
19:00 ～ 20:15
月額4,100円(税別)

Happy☆ベリーダンス
朱莉 ベリーダンス講師

シニアの方、本当に初心
者の方、身体がかたくて
躊躇されてる方…大丈
夫です！徐々に引き締ま
った身体と美しい姿勢に
なっていく変化を楽しみ
ながら、バレエを基礎を
しっかり学べます。

9/20(水)

第1・3(水)
10:30 ～ 11:30
月額3,980円(税別)

50歳からのスロー・バレエ
北沼正子 バレエ講師

東方のヴァイオリンと
呼ばれる二胡のやさ
しい音色で童謡や
ポップス・歌謡曲など
懐かしいメロディー
にふれ、心を癒されま
しょう。

9/11(月)・9/25(月)

第2・4(月)10:30～15:00の間［各30分］
月額6,000円(税別)

～癒しの音色～二胡教室
伍　丁 中国四川音楽学院二胡演奏文学修士、

四川二胡学会会員

ヨガより簡単！6つの動
きをマスターするだけ
で、どなたでも楽しくア
ンチエイジングができま
す。あなたもマイナス10
歳を目指しませんか。

9/17(日)

第3(日)
13:00 ～ 14:15
月額1,800円(税別)

10歳若返る！6つの動き
チベット体操
峯香 チベット体操アカデミーインストラクター

毎日の生活を、精油
の自然な香りに囲
まれて楽しむ方法
と、アロマテラピー
の基本を学んでい
きましょう。

9/18(月)

第1(月)
10:30 ～ 12:30
全6回12,000円(税別)

はじめての
アロマクラフト
井谷優江 日本メディカルハーブ協会認定メディカルハーブコーディネーター、

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター、MAS認定ボディセラピスト

上品な可愛さ
が目を引く、椿
のお花のアクセ
サリー。動くた
びに揺れる”さ
がり”には花び
らと葉っぱをあしらいました。お子様の七五
三にもぴったりです。3色からお選び下さい。

つまみ細工特別レッスン
～ "さがり"のついた椿のお花～
千葉紀子 アクセサリー教室のんのん主宰 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。

入会金・運営費免除、
受講料割引、

着物無料レンタル等

9/21(木)

月4回(木)
10:30 ～ 12:30
全10回13,889円(税別)

京都きもの学院着付教室
京都きもの学院講師

運動不足やメタボの解
消、疲れやストレスの
緩和にオススメです。
無駄のない均整のと
れた肉体を目指しま
しょう。

第1(土)
10:15 ～ 11:15
月額1,800円(税別)

男性のためのヨガ&ストレッチ
mune ヨガインストラクター

年齢性別を問わず誰
でも無理なく楽しくで
きるヨガのレッスンで
す。精神・美容・健康の
エネルギーチャージ！

第2・4(木)
10:30 ～ 11:30
月額3,100円(税別)

インナービューティヨガ
則包博江 ケイマナヨガスタジオ認定

インストラクター

ピラティスの効果
をすべての方に。
ボディコントロー
ルピラティスで心
も身体もリフレッ
シュしましょう。

第2・4(火)19:55 ～ 20:55
第1・3(水)19:45 ～ 20:45
月額3,100円(税別)

ボディコントロールピラティス
株田佳香 Body Control Pilates Level3 

Matwork Teacher

ゆったりストレッチ
から、しっかり有酸
素運動まで。正しい
姿勢・バランスを維
持するために必要な
筋肉を鍛えていくレ
ッスンです。

第2・4(金)13:30 ～ 14:30
月額2,500円(税別)

～いつまでも元気な体でいよう～
いきいき健美体操

松谷淳子 介護予防運動指導員、
エアロビクスインストラクター

お洒落にかっこよく
ダンスしませんか。充
分なストレッチで体
をほぐし、基本のス
テップから楽しく踊り
ます。

月4回(火)18:45 ～ 20:15
月額6,000円(税別)

フリースタイルJAZZ DANCE★
井上百合香 ジャズダンサー

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
められますよ。

9/21(木)

第3(木)
10:30 ～ 12:30
月額2,100円(税別)

～描いて楽しい・飾って嬉しい～
話題の簡単チョークアート

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

本場アメリカで学んだ
講師が教える、実用的
なアルバム作りのテク
ニック！子供の自己肯定
感を高めることにも繋
がります。

第3(木)10:30 ～ 13:00
全6回10,800円(税別)

眠っていた写真がよみがえる！
スクラップブッキング

たけもとえり スクラップブッキング講師

「カラオケが上手くなりた
い！」「仲間と差をつけた
い！」そんなあなたにおす
すめ。グループレッスンな
ので、人前で歌うトレー
ニングにもなりますよ♪

9/15(金)

第1・3(金)
13:30 ～ 15:00
月額3,500円(税別)

～ワンランク上を目指して～
カラオケステップアップ教室

石橋康明 ヴォイストレーナー、シンガー

ギターはバンドの花形！6弦で
自分を思い思いに表現してみ
よう。アコースティック、エレ
キ、問いません。

第1・3(水)18:30～20:30の間［各30分］
第2・4(日)10:30～14:00の間［各30分］
月額6,100円(税別)

オールディーズからポップスまで
ギター教室

渡辺　仁 ギタリスト、ベーシスト、アレンジャー

歌が上手になりた
い、高い声が出せる
ようになりたいなど、
目的に合わせたレッ
スンです。

第1・3(火)15:30～20:00の間［各30分］
第1・3(日)11:00～15:00の間［各30分］
月額5,100円(税別)

ポップスから演歌まで
ヴォーカル個人レッスン

郷　千里 ヴォイス・インストラクター

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、横について指導いたします。
※CDやビデオによる講座ではありません。
①月4回(木)もしくは(金) ②第2・4(木)
［各60分］※時間はお問い合わせ下さい
①月額10,200円(税別)※ペアレッスンの場合お一人8,200円
②月額5,100円(税別)

パソコンスクール
板山幸治 パソコンスクールiPasso代表

4時間で約35種類のスカーフの折
り方、結び方を体系的に学べる認
定講座。日常的にスカーフを楽し
むための「コツ」やシーン別（カジュ
アル、ビジネス、パーティー）のお勧
めの結び方、スカーフリングを使っ
た結び方など、すぐに日常生活で
活かせるコンテンツが満載です。

スカーフコーディネーター
ベーシック認定講座
人見麻衣 日本スカーフコーディネーター協会

認定講師

1日で認定証を取得できる講
座です！
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。1
日講座終了後、ハウスキーピ
ング協会より認定証が発行さ
れます。

10/22(日)
10:30～17:30［途中休憩60分あり］

9/30(土)
10:30～15:30［途中1時間休憩あり］

認定料5,400円(税込)　テキスト代1,620円(税込)

整理収納アドバイザー
2級認定講座
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

1日で資格が取れ、ハンドケア
を通じてたくさんの人を笑顔
にできます。
自宅教室にも最適で、家族・友
人など身近な人への活用がで
きることはもちろん、医療・介
護・ボランティアなど多方面
で役立つ資格です。

9/17(日)
10:30～17:30［途中60分休憩あり］

ハンドトリートメント
検定講座
佐々木優子 JAA日本アロマコーディネーター協会インストラクター、

日本エステティック協会認定エステティシャン

ヘッドリンパの理論と頭皮・頭
筋について学び、セルフケア
と対人ケアの実技を習得しま
す。美しい髪、健康な頭皮に
導くだけでなく、肩こり解消
やリフトアップにも効果的！認
定付きですぐにお仕事に活用
できます！

9/23(土)
10:30～16:30［途中1時間休憩あり］

美髪と頭皮のための
リンパ&ヘッドスパ認定講座
森井典子 NPO法人日本予防医学代替医療学院

学院長

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。
月3回(月)15:30 ～ 19:30の間
月額［  大   人  ］5,150円(税別)
　　［4才～小6］4,150円(税別)

ファミリー書道教室
伊藤光翔 紫雲書道会 師範

【幼児 4歳～】

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。
第2・4(火)16:00 ～ 19:00の間
月額3,600円(税別)

暁書法学院こども・かきかた
山田花庭 暁書法学院・講師

【4歳～中学生】

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。
月4回(水)
16:00 ～ 17:30
月額5,400円(税別)

おえかきひろば
こども造形絵画教室

藤兼和子 おえかきひろば講師

【4歳～】

刺繍や縫い物、編み物、
パッチワークなど、なん
でも学べます。お裁縫
の技術を身に着けてお
けば、将来必ず役に立
ちますよ。
第1・3(土)
13:30 ～ 15:30
月額3,600円(税別)

こども手芸教室
生野暉子 大原総合手芸

【小学生～】

【身長120cm～中学3年生】

【3歳～】 【4歳～】 【3歳～】
【4歳～】

【年少～】

【小1～中3】 【小4～6】

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。
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
前田義彦 南京都珠算連盟加盟

【幼児～】

【小1～】

A(ブレスレット)2,263円、
B(コサージュ )1,234円

1,500円

1,500円 1,000円 1,500円 1,500円 1,500円

1,500円

1,500円 1,500円 1,500円1,000円 1,500円

1,500円 1,500円 1,500円

［こども］1,000円 ［大人］1,500円 1,000円 550円(税込) 1,000円 1,000円(税込) 1,000円

10/4(水)
※申込締切9/28(木)

※申込締切10/22(日) ※申込締切9/24(日)

※申込締切9/27(水)

10/3(火)
10/7(土)10:30～12:30 締切1週間前

1,500円(税込)

全6回

1,500円(税込)

全10回

＜入会特典あり＞

※申込締切2日前
1,500円 500円(税込) 9/21(木)※申込締切4日前 1,500円

スマホ・タブレット
特別講習

基本の操作方法からオススメの
アプリまでアドバイス！
1回60分2,000円(税別)
※日時はご相談下さい

13,500円(税別)
20,000円(税別)　テキスト代1,500円（税込）

締切前日 締切前日
締切5日前

締切7日前

18,000円(税別)
16,200円　アロマオイル2,500円(税込) 認定料13,000円(税込)

10,000円(税別) 13,000円(税込)

【年少～】

1,000円 100円(税込)

10/4(水) 1,080円(税込)

全6回

第1回

第2回

第3回

第  回

第6回

4
・
5

カリキュラム一覧 がーりーはんどめいらー

神 秋 弘戸

NHK
「すてきにハンドメイド」

出演講師

11/2(木)開講予定

まずは
体験レッスン!

10/29(日)
13:30～15:30

5,000円(税別)※教材費込

1,000円

$hione

HIRO

月4回(火)
①リトルキッズ[3～5歳] 16:00～16:50
②キッズ入門[小学生] 17:00～18:00
月4回(金)
②キッズ[4歳～小2] 16:00～17:00
②キッズ[小3～6] 17:00～18:00

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

(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
個人レッスン

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 9/16(土)10:30 ～

秋の新入会受付中!!

グループレッスン
3歳児

こころを育てる音
楽教室です

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。

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)受講料：月額4,350円(税別)
年間教材費：6,000円 年間教材費：6,000円

9/22(金)

1,000円

本格派ダンススタジオ、ピースクラブ！
まずは体験してみよう。

さあ、あなたも仲間に！
笑顔と思いやりを育む
チアダンスレッスン！

1,000円 1,000円

10/11(水)
13:00～16:00

締切1週間前

2,000円(税別)

ハーバリウムとは、プリザー
ブドフラワーやドライフラワ
ーを透明なガラスボトルに入
れ、専用の液体を満たして閉
じ込めたお洒落なインテリア
雑貨。お手入れ不要で贈り物
にもぴったりです。
※ディプロマコースも承ります！
　日時はご相談下さい。

癒しの
ハーバリウムレッスン
なかち智子 日本ハーバリウム協会認定講師

2,700円(税込)

9/30(土)・10/25(水)
10:30～12:30

締切1週間前

1,000円(税別)

親子で参加…1,600円(税別)
お1人で参加…1,100円(税別)

Licensed by KBS Media Ltd. 
（C）2015 KBS. All rights reserved

全6回

※申込締切9/26(火)

あみぐるみ

全3回

［全コース］第1(水)10:30～12:30

コロンとしたシルエッ
トがかわいい、ディズニ
ーのあみぐるみ。編み
物が初めての方でも丁
寧にお教えします。

［11/1(水)開講予定］

ビーズモチーフ
作り進めると少しずつ
現れてくるお気に入り
のディズニーキャラクタ
ーに胸躍る講座です。ス
テッチ作品は針で糸を
通して作ります。

魔法のタワシ
食事の後片付けが楽し
くなる、洗剤なしで汚
れが落とせるディズニ
ーキャラクターのタワ
シを作ります。

(各)全3回7,500円(税別)

2,500円(税込) 5,033円(税込) 2,500円(税込)

©Disney　© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

三宅裕子 ディズニーハンドメイドインストラクター

あ
み
ぐ
る
み

ビ
ー
ズ
モ
チ
ー
フ

魔
法
の
タ
ワ
シ

ドラマで学ぶ韓国語 初心者OK

締切10/22(日)

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。

武道を通じて礼儀作法を学び、心身の鍛錬
を目指します。

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

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

●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。

〒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

0774-54-723010:00～20:00
（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

体験・見学も承ります!
ご入会受付中ご予約

承ります

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

ラリーを楽しもう！こども卓球教室 ヨーロピアンなコード刺繍 ソウタシエ

気軽に有酸素運動 バランスボールエクササイズ こども将棋教室

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：2017.8.29


