
3/13(火)・3/27(火) 1,500円

3/8・22(木)

3/10・3/24(土)

設定日のみ500円(税込)
4月以降体験料1,500円(税別)

3/9(金)・4/13(金) 1,500円

3/27(火) 1,500円

3/17(土)

3/15(木) 1,500円 3/13(火) 3/23(金)時間はお問い合わせください。1,500円

第1・3(木)10:30 ～ 12:00
月額3,600円(税別)

小森弥生 フリーアナウンサー

健康のため声を出してスッキリした
い、興味はあるけどできるかな…そん
な方、一緒に朗読を楽しみましょう。腹
式呼吸・発音・発声・滑舌などの基本を
学び、小品を読みすすめます。

第2・4(火)
19:30 ～ 20:30
月額5,000円(税別)

やさしい朗読教室
～絵本や児童書・詩歌まで～

1,000円(税込)マジック用トランプをお持ちの方は雑費数百円

月4回(金)
15:00 ～ 20:00の間[約1時間]
月額10,200円(税別)

楽しく学べるパソコン教室<個別対応>
井上清貴 パソコン教室ふうせん代表

バルーンネット株式会社代表取締役

宮本さよ 一般社団法人日本ヒーリング協会代表パソコン・タブレットを新しく始めてみ
たい方、スマホデビューしたい方、自分
のペースで学びませんか。キーボード・
文字入力が苦手でも大丈夫！一人一人
に合ったカリキュラムをご用意してお
ります。

大人のマジック入門
奥 一輝 マジッククリエイター

簡単で見栄えの良いマジックを基本から習っ
てみませんか。目の前で行うクロースアップ
マジックからステージマジックまで、様々なテ
クニックが学べます。見た人を笑顔にするマ
ジックであなたも人気者に！

タロット初級講座(大アルカナのみ)

タロットカードの解釈などを
分かりやすく解説。自宅で占
いが出来るようになる講座で
す。テキスト・タロットカード・
修了証付き。

紫雲書道会
こどもの書道教室
藤井光嶺
中 光峰・伊藤光翔

紫書道会無鑑査同人
紫雲書道会師範

正しい姿勢、筆の持ち方から指導します。
幼児さんは硬筆から。

ピースクラブダンススタジオ

[キッズ]1,000円、[一般]1,500円

第2・4(火)
19:45 ～ 20:45
月額3,100円(税別)

キレイ・健康・ピラティス
～夜クラス～
吉田久子 ポールスターピラティスマットインストラクター

1,000円

※経験者推奨

1,000円

月4回(木)
【4歳～】17:00 ～ 18:00
【小2～】18:30 ～ 19:30
月額5,200円(税別)

月4回(土)
【STEP1】12:00 ～ 13:00
【STEP2】13:00 ～ 14:00
月額5,200円(税別)

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)

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)

【中学生～】19:00 ～ 20:30
月額5,700円(税別)

子どもヒップホップ
ダンススクール・ジュテ
AKIKO ダンスジュテ インストラクター

ファミリー書道 月3回(月) 15:30 ～ 19:30の間

幼児かきかた 月3回(木) 15:30 ～ 16:30

[大人]
5,150円（税別）
[4歳～小6]
4,150円（税別）
[4歳～ ]
4,150円（税別）

こども書道 月4回(木) 16:30 ～ 17:30
[小学生～ ]
5,200円（税別）

幼児かきかた
こども書道 第2・4(土) 16:00 ～ 19:30の間 3,600円（税別）

第2・4(日) 10:30 ～ 13:00の間 3,600円（税別）

KID'S HIP HOP/URBAN DANCE
mune ダンサー、Legend chapter 4 Anthony作品出場

UNIVERSAL CITYWALK OSAKAカウントダウンイベント出演等

第2・4(水)16:15 ～ 17:15
月額3,700円(税別)

こどもタップ
豊田文緒 ダンサー、振付師

1,000円

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

1,000円

第1・3(火)16:30～18:00
月額4,600円(税別)

こどもアトリエ-絵画と工作-
能勢まゆ子 洋画家、新制作協会協友

1,000円 300円(税込)

大人気のドールクラフト
”ルルベちゃん™”フリーレッスン

ここから下は入会金不要の特別講座です！

石田優子 ルルベちゃん™認定講師

※髪型はロングのみとなります。

ふわふわベビーマッサージ
～かわいい寝相アートのお楽しみ付～
せとあつこ ローリタッチケア協会認定

ベビーマッサージ講師

JSEAセルフアイラッシュ協会
「セルフまつ毛エクステレッスン」

ベビーマッサージ２級講座

JSEAセルフアイラッシュ協会
認定コース

伊藤世津子 JSEAアイラッシュ協会トレーナー

※人に施術できるようになる資格ではございません
※上記の1DAYを受講された方が対象です

ストールコーディネーター
ベーシック講座
人見麻衣

一般社団法人日本スカーフコーディネーター協会
ストールコーディネーター認定講師

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

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

1,000円 550円(税込)

月4回(土)
16:00 ～ 17:00
月額5,200円(税別)

はじめてのそろばん教室
今岡牧子 そろばん講師

キラキラ光る
春のハーバリウム

茶源郷和束より
新茶香る春のお茶摘みツアー

京の最高級梅「城州白」で
梅酒作り＆呑み比べ

ハーバリウムがフレグランスに！
ハーバリウムディフューザーレッスン

山口恭子
オルネフラワー協会ディプロマ取得

呼吸法を大切にした
合気道（こども・大人）

入江康仁 合気道五段、合気道入江道場道場長

[こども]1,000円 [大人]1,500円

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

1,000円 100円(税込)

大人気ピラティス！お勤め帰りで
も通いやすい夜クラスです。心地
よく体を動かして、一日の疲れを
取り除きましょう。

3/20(火) 1,500円

月3回(土) 月額5,850円(税別)

月3回(土)
月額5,850円(税別)

スティップ先生の英語教室
Let's have fun! KID'S ENGLISH
スティップ・ケント

開催中のクラスはいずれも定員まであとわずかです。
募集状況をご確認ください。

以下開催中クラス

お子さまの早期教育には英語が有効です！

サンリバーイングリッシュ 英会話教室

幼児クラス
4歳～

ジュニアクラス
中学生～

小学生クラス③
3～ 6年

小学生クラス②
2～ 5年

小学生クラス①
1～３年

3/13(火)・3/27(火)

月4回(火)
月額4,621円(税別)

【4～ 6歳】16:00 ～ 16:50
【小学1～ 3年】17:00 ～ 17:50
【小学4年～】18:00 ～ 18:50

[こども]1,000円、[大人]1,500円

月3～ 4回(月)
月額5,000円(税別)

カワイ体育教室
常井紗弥

3歳児クラス

年中～年長

小学1～ 4年

小学5年～中学生

小1～ 3年

2歳 4月 3/4(日)10:30 ～
3/20(火)11:00 ～

3/4(日)11:30 ～
3/20(火)15:30 ～

3/4(日)13:00 ～
3/23(金)18:30 ～

開講 無料体験会
(火)11:00 ～ 4,500円（税別）

5,000円（税別）

6,500円（税別）

8,000円（税別）～

(火)15:30 ～

(金)16:00 ～

(日)10:30 ～

(金)18:30 ～

(土)10:30 ～

(土)14:00 ～

(日)11:30 ～

時間はお問い合せ下さい
（月）～（土）

5月

5月

H27.4.2～H28.4.1

小学1・2年生

4・5歳
(年中・年長)

H24.4.2～H26.4.1

3歳
 (年少)

H26.4.2～H27.4.1

どれみランド
ぷっぷるクラス

おんがく
なかよしコース

幼児科

ジュニアスクール
ピアノ・エレクトーン個人

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！ 月額3,600円(税別)

第1・3(月)

14:30 ～ 15:20

16:30 ～ 17:20
17:30 ～ 18:20

15:30 ～ 16:20
16:30 ～ 17:20

ラリーを楽しもう！卓球教室

田中栄一

専任コーチによる少人数制レッスンだから、確実に上達します！

本格派ダンススタジオより、人気の講師が丁寧に教えます！

卓球上級指導員

小学1～ 4年

小学5年～中学生

月額3,600円(税別)

第2・4(金)

16:00 ～ 16:50
17:00 ～ 17:50

鍜治雄大
NSCA公認パーソナル
トレーナー

鍜治雄大 [こども]1,000円 
[大人]1,500円1,000円

みるみる若返る！
フェイシャルヨガ（顔ヨガ）1日体験レッスン
AKKO 高津文美子式フェイシャルヨガ認定

アドバンスインストラクター

※お好きな回のみの受講OK！

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

お顔の運動不足解消!!
表情筋をストレッチし、弾力
ある筋肉を作りましょう。

第1・3(火)10:30 ～ 11:45
月額3,300円(税別)

運動不足解消！
ストレッチピラティス
三神友紀菜 FTPマットピラティスインストラクター

ストレッチで体をゆるめ、ピラ
ティスで骨盤や体の歪みを
改善しましょう。月2と月4の
2コースからお選び下さい。

第2・4(土)
13:30 ～ 15:30
月額3,100円(税別)

11:30 ～ 12:20

15:00 ～ 15:50

13:45 ～ 14:35
16:00 ～ 16:50

※現在初心者の方はご入会頂けません。
17:00 ～ 17:50

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

1,000円

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。

3/28(水)※申込締切3/27

第2(水)
10:30 ～ 12:00
月額2,000円(税別)

第2･4(日)
13:30 ～ 14:40
月額3,100円(税別)

パワーストーンde
アクセサリー講座
Ｒｅｉ 神世七代インストラクター

1,500円 ペンダント1,500円・イヤリングorピアス2,000円・プレスレット3,000円1,500円 500円(税込)

パワーストーンを使ったオリジナ
ルアクセサリーを作りましょう。
初心者の方も歓迎。丁寧にお教
えします。

3/23(金)

第2・4(金)13:00 ～ 14:30
月額4,000円(税別)

気軽に学べる手話

手話で歌おう！

青山好一

懐かしの名曲を
手話で！

『リフレッシュヨガ』

AKKO先生のヨガ♪
こちらもオススメ

一般社団法人日本ビジネス手話協会理事、手話通訳士

1,500円

手話をどこで学べばいいの？とお悩
みの方に！会話メインのわかりやす
く楽しい教室です。

3/13(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

1,500円

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！

月3～ 4回(月)
13:00 ～ 15:00
月額7,200円(税別)

水彩画・日本画
澤田正一 日本画家、アトリエサワダ主宰

見慣れた形や色の中にも思
わぬ再発見が隠れています。
写生を通して自然や、あなた
自身と対話してみませんか？

月3回(火)
16:00 ～ 20:30の間[各30分]
月額6,600円～(税別)

ピアノ個人レッスン
<火曜クラス>
水野智子

レパートリー
♪心の旅　チューリップ
♪恋のバカンス　ザ・ピーナッツ
♪待つわ　あみん

◎楽譜なしで楽しめるオリジナル映像
◎簡単なハモリやステップに挑戦
◎みんなと一緒に和気あいあい
◎経験豊かな講師がサポート

”カラオケ以上、レッスン未満”
新しい歌の楽しみ方！

受講生
大募集！

大人気”青春ポップス”、城陽で待望の開講決定！ 

カワイグレードテスト指導5級、演奏4級

※早割は対象外です。

ピアノが弾けたら…そう思ったこと
のあるあなた、今からでも始めて
みませんか。お子さまは基礎から丁
寧に、大人の方はお好きな曲で。ま
ずは音楽を楽しみましょう。

第2(金)16:30 ～ 18:00
月額2,500円(税別)

第2・4(木)10:15 ～ 12:15
月額5,000円(税別)

第2・4(木)13:30 ～ 20:15の間[各45分]
月額7,100円(税別)

みんなの三線教室

『楽しい沖縄三線』

井後義世

こちらも開講中！

第2・4(月)10:30 ～ 19:50の間
月額5,100円(税別)『箏曲』

こちらも開講中！ 木曜クラスも開講中！

琉球民謡・島の唄　涼風会　教師
琉球民謡伝統協会教師

大人も子供も楽しめる三線教室です。み
んなで一緒にゆったりのんびり、沖縄の風
に吹かれてみませんか。ご家族でも、お一
人様でもOK！気軽にご参加下さい♪

3/26(月)

第4(月)13:00 ～ 16:00
月額3,600円(税別)

自分で作れる！
オシャレで丈夫なカゴ編み教室
田中靖恵 クラフトバンド手芸講師

1,500円 1,400円(税込)

手芸用の紙バンドを使っ
て、様々なカゴ雑貨・カゴバ
ッグを作成します。とても丈
夫なので、普段使いOK！手
作りとは思えないクオリテ
ィの作品が仕上がります。

第2・4(木)
14:00 ～ 18:00の間[各30分]
月額4,100円(税別)

第2・4(木)10:30 ～ 12:00
月額4,100円(税別)

月額3,500円(税別)1回90分・月2回 入会金2,000円

中高年から始める らくらくピアノ®
水野智子 一般社団法人らくらくピアノ®協会1級認定講師

憧れのピアノを弾ける喜び
と楽しさで人気の講座が登
場！楽譜が読めなくても指番
号を見て手軽に弾けるレッ
スンです♪指を動かすこと
で認知症予防にも効果アリ！

土曜ギター教室（エレキ・アコギ・ウクレレ）
開沼建二郎

甲陽音楽学院クラシックギター科卒業
Guiter Entertainmant Network運営委員

学生さんやお勤めの方におすすめ
の土曜クラスが登場！アコースティッ
クからエレキ、クラシックまで、ギタ
ーを身近に感じてみませんか。
月2回(土)
10:30 ～ 13:30の間[各45分]
月額7,100円(税別) 1,500円3/8(木)・3/29(木) 1,500円

～こどもから大人まで～
やさしいお箏教室
小川智子 京都當道会師匠

お箏の音色で心優しくおだやかに。
お子さまの情操教育にもおすすめです。

子供クラスが充実のダ
ンスジュテより、専任の
講師が丁寧に教えま
す。楽しく元気にレッス
ンしましょう！

月4回(土)
16:30 ～ 17:30
月額6,200円(税別)

D'S DANCE コドモ組
-JAZZ＆HIP HOP-
DYNA ストリームライントップダンサー

1,000円 1,000円

コドモのダンスは楽しく
なくっちゃ！基礎をしっ
かり学びながら、多彩な
音楽で、あなたもキラ
キラダンサーに！

大人気！こどもの
HIP HOPレッスン
♪リズムに合わせ
て楽しく踊ろう。基
礎のステップから
しっかり教えます。

様々な音楽に合わ
せながら、リズム感
を養い、タップダン
スの基本を練習し
ます。少しずつ振り
付けを覚えて、楽し
く踊りましょう。

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。

身近な素材を用
いて作品をつく
りましょう。子供
達の感性を重視
し、自由で素直
な表現力を養い
ます。

”ルルベちゃん™”
とは、針も糸も使
わずに出来る着せ
替え人形感覚の
新しいドールクラ
フト！チャームをつ
ければバッグ飾り
にも♪

親子の絆を深める、優しいふ
れあいレッスン。マッサージの
後は月替わりのテーマに沿っ
た寝相アートで、今しかない
赤ちゃんのかわいい姿を写真
に収めましょう。
[対象年齢]2ヶ月～あんよの頃まで

自分でまつ毛エクステが出来るノウハ
ウをわかりやすくお教えします。ご自身
でアイラインが引ける方ならどなたで
も受講可能。

２時間で約22種類のストールの
折り方・結び方を体系的に学べ
る認定講座です。日常から仕事
やパーティーシーンまで使える
アレンジをお伝え致します。ディ
プロマ取得可！

ハンドケアを通じてた
くさんの人を笑顔にし
ましょう。家族・友人な
ど身近な人への活用は
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。

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。

そろばんの基礎計算が
できるようになれば、
珠（たま）の動きをイメ
ージして、珠算式暗算
の練習も始めます。

お花とキラキラ素材で、春ら
しいキュートなハーバリウム
を作りましょう。

和束町景観ガイド

～揚げたての茶葉てんぷらを食べよう～

京都最大の宇治茶の産地・和束で、新
茶の香りに包まれながらお茶摘み体
験をしませんか。茶源郷ならではの特
製弁当や、摘んだ茶葉を使った茶葉て
んぷら、新茶の飲み比べも！

島本稔大 城陽酒造株式会社代表取締役社長

京都屈指の梅の名所・青谷にある老舗
酒造「城陽酒造」にて、梅の魅力を心ゆ
くまで味わってみませんか。大粒で薫
り高い梅の最高級品種、”城州白”を使
った梅酒作りの体験のほか、梅酒の呑
み比べもお楽しみ頂けます。

なかち智子 日本ハーバリウム協会認定講師

美しいハーバリウムが
ディフューザーになりま
した。お部屋のインテリ
アに合わせて、お好きな
花と香りを選べます。

合気道は1人ではなく、相手の手
をとって稽古を行います。その中
で培われる人とのつながり・温か
さ・気遣い、そして「技」。丁寧な呼
吸法と技の稽古の中で、柔軟で強
い心と体をはぐくんでいきます。

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。

3/29(木)
10:30～12:30

1,500円(税別)
締切1週間前

4,320円(税込)

3/24(土)
10:30～12:30

8,500円(税別) 認定料3,240円(税込) テキスト代1,620円(税込)

4/8(日)
10:30～17:30［途中休憩1時間あり］

18,000円(税別)

締切5日前

オイル代2,500円(税込)
16,200円(税込)

3/29(木)・4/14(土)
10:30～12:00

1,300円(税別)
締切2日前

1,296円(税込)(1本)

3/18(日)・4/11(水)
10:30～12:00

1,000円(税別)
締切1週間前

ボトル大3,200円・小2,500円(税込)

3/20(火)・4/17(火)
10:30～12:00

1,800円(税別)
締切2日前

締切3/21

オイル代100円(税込)

5/10(木)11:00～15:30
5,076円(税込/食事代・保険料込)

締切5/5(土)

6/26(火)10:15～13:00
6,696円(税込/飲食代・材料費込)

締切6/19(火)

3/28(水)10:30～12:00

3/20(火)13:00～16:00
3/28(水)12:30～14:30

8,000円(税別)

締切1週間前

締切3/21
10,800円(修了証代込/税込)

27,000円(税別)

7,560円(税込)

選べる2コース！

【月2回コース】
月4回(火)10:30 ～ 11:45
月額6,200円(税別)

【月4回コース】

3/9(金)
13:00～14:30 3,000円(税別)

各2,315円(税別)

見た目マイナス5歳へ！

①～③同時申込みで税込500円OFF！

※通常6,945円(税別)
6,482円(税別)

【4歳～】

【小１～中３】
【4歳～小6】

【小学3年生～】

【小学生～】
【小学生～】

【4歳～】

【小1～】

幼児クラス
新設!!

クラス増設につき
生徒大募集!!

マジックは

ボランティ
ア活動

等でも大人
気！

テキスト・タロット代 5,000円(税込)

3/31(土)
13:00～16:00

申込締切3/28

11,000円(税別)

3時間で資格が取れる！

各10:30～12:00

3/28(水)① 第一印象アップ！素敵な笑顔に

スッキリ小顔！むくみ解消

舌の筋トレ！二重アゴ改善

②
③
4/25(水)
5/30(水)

[各50分]

アル・プラザ城陽開講スケジュール
● 第1・3(水)13:00 ～ 14:30

無料体験会 … 4/18(水)13:00 ～
ご予約受付中！

ヤマハ音楽教室ヤマハ音楽教室 2018年春クラスいよいよスタート！

♪恋の季節　ピンキーとキラーズ
♪また逢う日まで　尾﨑紀世彦
♪卒業写真　荒井由実・・・・・・・・他

日曜クラス開講
おんがくなかよし

幼児科

のひみつは

聴くチカラ。

音感が育
つと

もっと「弾
ける」！

【3歳～】

【4歳～】

【小学生～】

【4歳～】

[H28年4月2日～H29年4月1日生] [H27年4月2日～H28年4月1日生]

【4歳～】

【4歳～】
【年長～】

【４歳～中学生】 【5歳～】

【4歳～】
【3歳～】

【6歳～】

【身長120cm～】

【3歳～】

1,000円

1,000円

第1・3(月)13:30 ～ 14:50
第2・4(金)13:30 ～ 14:50

大人クラスも開講中！ 月額4,000円(税別)

リトルキッズ
3～ 5歳

キッズ入門
小学生

月額5,000円(税別)

月額5,500円(税別)

月4回(火)

16:00 ～ 16:50

17:00 ～ 18:00

$hione
ピースクラブ
インストラクター

キッズ
4歳～小2

キッズ
小3～小6

月額5,500円(税別)

月額5,500円(税別)

月4回(金)

16:00 ～ 17:00

17:00 ～ 18:00

一　般
中学生～ 月額6,000円(税別)

18:10 ～ 19:20

HIRO
ピースクラブ
インストラクター

「弾ける」

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

1,000円

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)

3/23(金)・4/6(金)

月　額

2時間で資格が取れる！

3時間で資格！

プラス2時間で資格が取れる！

1日で資格が取れる！

19,440円(認定料込/税込)

4,860円会員

6,372円会員集合 10:30ＪR加茂駅西口集合・車でお越しの方は11:00に「和束茶カフェ」集合 集合 10:10城陽酒造前集合

『PIE&SANDWICH OSHIMA』の
梅ジェラート試食付き！

春入会特典

Bag
春春入会特典入会特典

プレゼント

オリジナル

レッスンBagBag
4/30㈪まで!

[小学生～]
[4歳～ ]

幼児かきかた
こども書道[小学生～]

[4歳～ ]

残席わずか！

2018

春期号
講座案内

保存版

習
い
ご
と

は
じ
め
ま
せ
ん
か
。

体
験
・
見
学
・
新
規
入
会

お
申
し
込
み
受
付
中
で
す

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

●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） 体験・見学も承ります!

ご入会受付中ご予約
承ります

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

0774-54-723010:00～20:00
（日曜日18：00迄）

〒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

歌って踊れる青春ポップス オシャレで丈夫なカゴ編み教室 ピアノ個人レッスン キラキラ光る春のハーバリウム

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2018.2.27

4F

● 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!


