
締切3日前 締切3日前

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

①②1,000円

[新クラス開講！]
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

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。[新クラス増設!]ダンスを始めて習う幼児が対
象のリトルキッズクラスを開講。

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

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！

1,000円1,000円 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

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
LOICXGIRLS☆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！LOICX GIRLS☆
の振付のダンスはもちろん、
NBA・NFL・NHLなどの海外の
チアダンスを直接学べる機会も
あるよ。新ジャンルのチアダン
ススクールで楽しく踊ろう！

1,000円

①第2・4(火)14:15 ～ 15:45の間[各30分]
②第1・3(木)11:00 ～ 14:00の間[各30分]
月額6,000円(税別)

元宝ジェンヌが教える♫ヴォイスレッスン
朝宮真由 元宝塚歌劇団・タレント

①楽しい子供書道
②ペン字美心(びじん)/楽しい書
奥村章華 読売書法会会友、謙慎書道会評議員

1,000円
1,500円

500円(税込)

月額5,150円(税別)

ファミリー書道教室
伊藤光翔 紫雲書道会 師範

第2・4(土)16:00 ～ 19:30の間
第2・4(日)10:30 ～ 13:00の間

こども・学生書道
幼児かきかた
藤井光嶺 紫雲書道会理事・京都支部長

1,000円

第1・3(月)
16:30 ～ 17:25・17:30 ～ 18:25
月額3,000円(税別)

こども絵画教室
吉田朋乎 二科会　会友

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
前田義彦 南京都珠算連盟加盟

1,000円

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 他
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 

1,000円

月額3,700円(税別)

タップダンス
豊田文緒 ダンサー、振付師

月額5,200円(税別)

春日バレエ
春日ひろみ 春日バレエ研究所教師

1,000円

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講師

1,000円

19:00 ～ 19:30
月額5,000円(税別)

マジック入門
奥 一輝 マジッククリエイター

1,500円
1,000円(税込)

第2・4(木)13:00 ～ 15:00
月額3,100円(税別)

スポーツ吹矢
大槻よう子 一般社団法人日本スポーツウェルネス吹矢協会

公認指導員

1,500円 道具代408円(税込)

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、看護師

1,500円

第2・4(日)
10:45 ～ 12:15
月額3,100円(税別)

日曜朝のスッキリ☆ヨガ
大塚真佐子 ヨガ教室マダムフキ認定インストラクター

1,500円

第2・4(火)10:30 ～ 12:00
月額4,100円(税別)

ぷらんぷらんヨガ
茶谷ゆか ヨガ教室マダムフキ認定インストラクター

1,500円

第3(火)
10:30 ～ 12:30の間
月額2,100円(税別)

キュートでモダンな食器作り
日本ヴォーグ社ポーセラーツ教室

島村葉子・井川季里香 ポーセラーツサロン シャルミル主宰

1,500円 500円(税込)

第1(木)10:30 ～ 12:30
月額2,300円(税別)

ガラスフュージング
橋爪則子 ガラスフュージングインストラクター

1,500円
1,000円(税込)

1,500円
2,600(税込)

第1(木)10:30 ～ 12:30
月額2,300円(税別)

粘土が銀になる！
銀粘土アクセサリー

橋爪則子 日本貴金属粘土協会認定講師

第3(水)
10:30 ～ 12:00
月額2,400円(税別)

縁起を招く花文字を描き飾りましょう
吉祥花文字教室

澤村靖子 花文字ソムリエ協会認定講師

2,000円

第1・3(月)
13:00 ～ 15:00
月額4,500円(税別)

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

1,500円 500円(税込) 600円(税込)

第1・3(金)・第2・4(金)
11:00 ～ 20:40の間[各40分]
月額5,000円(税別)

ポピュラーヴォーカル
石橋康明 ヴォイストレーナー、シンガー

1,500円

月2回(木)・月2回(金)
10:30 ～ 14:30の間[各40分]
月額6,600円(税別)

ドラムス・カホン・パーカッション
個人レッスン

前島文子 ドラマー

1,500円

エレキからアコギまで
ギター個人レッスン

井上耕一、開沼建二郎、
片山裕規、渡辺仁

月4回(金)13:00 ～ 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 バルーンネット株式会社代表

月額6,100円～ (税別)

第1・3(日)
10:30 ～ 14:00の間[各30分]

ピアノ個人レッスン
東 まゆみ ヤマハPSTA・jet会員

1,500円

発声・呼吸法の基礎を身に付けると気持ち良く声が
出せます。話し方・スピーチやミュージカルソング・ポ
ップス等、ご希望に合わせて元宝塚歌劇団の講師が
マンツーマンでレッスンします。

[新クラス開講！]
HIP HOP/P's club 城陽クラス
①HIRO・②［新講師］ほんちゃん ピースクラブインストラクター

1,000円
①2/26(火)・3/12(火)
②2/21(木)・3/7(木)

1,500円

本格派ダンススタジオ、ピースクラブ！ヒップホップの基礎から応用ま
で、その高い指導力に定評あり。かっこいい振付を楽しく踊ろう♪

1,500円

第2・4(火)19:45 ～ 20:45
　第1・3(木)11:30 ～ 12:30
月額3,100円(税別)

[新クラス開講！]

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

ピラティスとは…体のコア(中心)を鍛え、日常から
くるクセや歪みを整えて、正しい身体の使い方を
再学習することを目的としたボディワークです。
気軽に気持ち良く体を動かすことができます。

1,500円3/4(月)・3/18(月) 1,500円

第2・4(月)
①13:30 ～ 14:40 ②14:50 ～ 16:00
月額3,100円(税別)

①インナーシェイプヨガ
②アロマリラクシングヨガ
NANA 全米ヨガアライアンス認定講師

難しいポーズはなく、基本的な動きをしっかり行って
ココロとカラダをひとつにします。インナーシェイプ
ヨガはしっかり体を鍛えたい方に、アロマリラクシン
グヨガはゆったりと癒されたい方にオススメです。第1・3(月)

15:00 ～ 20:30の間[各30分]
月額6,100円(税別)

ウクレレ個人レッスン[月曜]
井上耕一 作曲・編曲家、ウクレレ奏者、ギタリスト

のんびり、かる～く、ウクレレの音色を
楽しんじゃいましょう。個人レッスン
なのでマイペースに進められます。

2/28(木)・3/28(木)

3/8・3/22(金)

第2・4(木)10:30 ～ 11:30
月額3,600円(税別)

理想の身体にデザイン！
ベリーエクササイズ
朱莉 ジャスミンベリーダンスクラブ主宰・一般社団法人

ベリーエクササイズ協会認定講師・美ラインインストラクター

1,500円

ベリーダンスのゆっくりとした動きを繰り返し行
うことで、体に負担をかけずにインナーマッスル
を刺激し、しっかりと体幹を鍛えていきます。楽し
く踊りながら、女性らしい美しくしなやかな体へ！

3/16(土) 1,500円

第1・3(土)18:00 ～ 20:00
月額4,100円(税別)

市田ひろみの着物レッスン
河野美子 日本和装師会理事・一級着装師

着物は自分で着てこそ本当に楽しめま
す。市田ひろみ直伝の苦しくない、着く
ずれしない着付けを楽しく学べます。 
ご希望の方は免状取得可能です。

3/13(水)10:30 ～ 11:30 2,000円

第2(水)10:30 ～ 12:00
全6回15,000円(税別)

開運！手相学入門〈全6回〉
小西里美 東明学院専任講師

手相で自分らしい生き方を発見しましょ
う。知っているようで知らなかった手相の
知識が沢山！楽しくてためになる教室です。

2/25(月)・3/25(月) 1,500円 3/25(月)・4/22(月)　　 1,500円
1,200円(税込)1,200円(税込)

第4(月)13:30 ～ 15:30
月額2,500円(税別)

～小物からバッグまで色々編める～
ズパゲッティ
松原ルミ ハンドメイド教室First-step主宰

エコでオシャレなTシャツヤーンを太いか
ぎ針で編むズパゲッティ。基礎から指導し
ますので編み物未経験でも大丈夫！カラフ
ルな作品をたくさん作りましょう。

3/25(月)・4/22(月) 1,500円

第4(月)10:30 ～ 12:30
月額2,500円(税別)

可愛い♥ねんどアート
松原ルミ ハンドメイド教室First-step主宰

樹脂粘土を使って、スイーツ・アニマル・
ドールや、季節のフレーム飾りなどを作り
ます。またポリマークレイ(オーブン粘土) 
を使ってアクセサリーも製作可能です。第2・4(月)

　11:00 ～ 12:00
月額4,100円(税別)

13:00 ～ 20:30の間[各30分]
月額6,000円(税別)

声を出して心も体も健やかに
発声法と呼吸法が身に付く「謡」
松井美樹 能楽師シテ方観世流・能楽協会会員・集樹会主宰

初めての方でも大丈夫！呼吸法や発声法を基本
から学び、大きな声を出して謡います。気持ち
もスッキリ、日本語の美しさを楽しみましょう。

2/25(月)・3/25(月)

第2・4(月)16:00 ～ 17:00
月額3,000円(税別)

こども仕舞教室
松井美樹 能楽師シテ方観世流・能楽協会会員・集樹会主宰

1,000円

大きな声を出して、謡に合わせて舞
を舞います。姿勢もよくなり、体の使
い方や礼儀作法が自然に身に付き、
豊かな心が育ちます。

1,500円 3/6(水) 1,500円 1,500円(税込)

第1(水)13:45 ～ 15:45
月額2,000円(税別)

ネットとコードで作る
おしゃれなバッグ教室
三宅裕子 アヴァンセプロ育成講座担当講師

ネットにコード(テープ)を編み込んで作
る、今話題のレッスンです。キラキラ可愛
い色、高級感あるマットカラー…バリエー
ションが豊富で楽しく続けられます。

ラリーを楽しもう！
楽しい卓球教室

第2・4(木)10:15 ～ 12:15 月額5,000円(税別)
第2(金)16:30 ～ 18:00 月額2,500円(税別)
第2・4(金)16:30 ～ 18:00 月額4,400円(税別)

[新クラス開講！]
楽しい沖縄三線

井後義世 琉球民謡・島の唄　涼風会教師、
琉球民謡伝統協会教師

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。

3/21(木)

第2・4(木)
10:30 ～ 12:00
月額4,100円(税別)

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

1,500円

憧れのピアノを弾ける喜びと楽し
さで人気の講座が開講。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！

1,000円

第2・4(土)13:30 ～ 15:30
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

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。初段獲得テキストによる実践、詰将棋、戦
法解説などを大盤にて説明し、理解できるま
で丁寧に指導致します。 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。

話し方1dayレッスン
小森弥生 (株)プランツ・コーポレーション所属チーフアナウンサー、

国家資格キャリアコンサルタント取得

就職活動や面接・スピーチ・接客など
に役立つ人前での話し方をマンツー
マンでお教えします。スピーチ内容
のご相談もO.K.　　　　　　　　
完全予約制(60分税別5,000円～ )

第1・3(木)
10:30 ～ 12:00
月額3,600円(税別)

～絵本や児童書・詩歌まで～
やさしい朗読教室

小森弥生 フリーアナウンサー

1,500円

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。

大人気！ハーバリウムレッスン
山口恭子 オルネフラワー協会ディプロマ取得

ドライフラワーや季節の素材をボトルに入れて作
る、大人気のハーバリウムレッスン。母の日用はピ
ンク・パープル・イエローからお好きな色を選べま
す。材料費を追加して複数作成もO.K.何本か並べ
て飾ると、お部屋がとっても華やかになります♪

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

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。
※お申込締切:５日前(教材用意の都合上、締切後の
キャンセルはお受けできません。)

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

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。

パワーストーン検定3級・2級
藤本喜美子 パワーストーンマスターナビゲーター

パワーストーンの基礎的な知識から応用技術まで、段
階に応じて学べる資格講座。あなたもパワーストーン
のプロを目指して学びませんか。※1級講座の開催も
可能です。日時はご相談下さい。(2級は3級を修了さ
れた方が対象、1級は2級を修了された方が対象です)

2/24(日)・3/17(日)・4/21(日)
【3級】10:30～12:00 【2級】13:00～14:30　

【3級】2,000円(税別) 【2級】5,000円(税別)
テキスト代1,500円（税込）

3/31(日)・4/21(日)
10:30～17:30(途中休憩あり)

20,000円(税別)

日時はご相談ください。
60分5,000円～最大120分9,000円(税込)

①[イチゴとベリーのハーバリウム]
3/23(土)10:30～12:00
②[MOTHER'S DAY 花束とメッセージ入りのハーバリウム]
4/27(土)10:30～12:00

1,300円(税別) ①1,300円・②1,500円(税込)

キレイ・健康・ピラティス

申込締切：3/6

【小１～中３】

【3歳～】 【4歳～】

5,400円（税込/修了証込み）（2級のみ) 締切2日前
締切5日前 締切2日前

【4歳～】
【4歳～】

月4回(木)
17:00～18:00
18:30～19:30

【4歳～】

14:00～15:00【大人】 16:00～17:00【幼児クラス】

17:00～18:00【小学生クラス】16:15～17:15【キッズ】

【大人】
【4才～小6】

第1・3(金)
　　　　16:00 ～ 19:00の間
　　　　19:00 ～ 20:30
月額3,600円(税別)
②【大人】
①【幼児～】

【小4～】

月額5,200円(税別)
16:00～16:50【4歳～】

月4回(火)

【4歳～】

【幼児～】

【小2～】

【小1～】

【4歳～】

【4歳～】

【4歳～】
【幼児～】

【6歳～】 【3歳～】

【3歳～】

[キッズ]1,000円、[大人]1,500円　

[こども]1,000円、[大人]1,500円　

第2・4(水) 第1・3(金)
17:00～18:00【3歳～小3】
18:00～19:30【 小 4 ～ 】

月3～ 4回(水)

月3回(月)15:30 ～ 19:30の間

月額4,150円(税別) 月額3,600円(税別)
300円

19:30～20:30【大人】
18:00～19:00【キッズ】

第2・4(火)

締切2日前 締切2日前

【8歳～】

【小1～】 【4歳～】

第1・3(月) 15:00～20:30の間 [各30分]

第2・4(火) 10:30～20:30の間[各30分]

第1・3(水) 18:30～20:30の間[各30分]

第2・4(木) 13:30～20:15の間[各45分]

月2回(土) 10:30～13:30の間 [各45分]

第2・4(日) 10:30～14:00の間 [各30分]
[30分レッスン] [45分レッスン]

月額6,100円(税別) 月額7,100円(税別)
1,500円

第2・4(金)
10:30 ～ 16:00の間[各30分]

(金) 13:00～20:00の間

時間はお問い合わせ下さい。

[60分程度の個別対応]

スマホ＆タブレット講座
2,000円(税別)

16:00～17:00【キッズ 4歳～小2】

【中学～】
月額6,000円(税別)

18:10～19:20

【キッズ 小3～6】
月額5,500円(税別)

17:00～18:00

17:00～18:00
【キッズ入門 小学生】

月額5,500円(税別)

16:00～16:50
【リトルキッズ 3～5歳】

月額5,000円(税別)

①月4回(金)

①月3回(土)
【リトルキッズ】
10:30～11:20
月額4,050円(税別)

②月4回(土)
【STEP1】12:00～13:00
【STEP2】13:00～14:00
月額5,200円(税別)

②月4回(火)

第1・3(金）13:00 ～ 14:30
講師：清水真由美

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

”カラオケ以上、レッスン未満”新しい歌の楽しみ方！

月額3,500円 入会金2,000円
※早割は対象外

無料体験レッスンお申込み受付中！

5歳～小学4年
小学5年～中学生

大人クラス月額3,600円(税別)

第1・3(月)

16:30～17:20
17:30～18:20

第1・3(月)・第2・4(金)
13:30～14:50

田中栄一 他
卓球上級指導員

5歳～小学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
NSCA公認パーソナルトレーナー

月額4,000円(税別)

10,800円(修了証代込/税込)

1,800円(税別) オイル代100円(税込)

1日で資格が取れるベビーマッサージ２級講座
13:00～16:00 締切1週間前3/12(火)・4/9(火)

10:30～12:003/12(火)・4/9(火) 締切2日前

【産後2ヶ月以降～歩き始めまでのベビーとママ】

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。

[2017年4月2日～2018年4月1日生] [2016年4月2日～2017年4月1日生]

町野 睦美 JEUGIAこども表現教室講師

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(火) 11:30～12:30月3回(火) 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)
3/12(火)・4/2(火)

1,000円【5歳～中学3年生】 1,500円【大人】

(火)17:00 ～ 18:00・(金)16:00 ～ 17:00
(土)10:30 ～ 11:30・(土)13:00 ～ 14:00
(日)10:30 ～ 11:30・月額6,500円(税別)

聴いた音をドレミで歌ったり、弾けるよ
うになります。４歳は、耳の能力が急速
に伸びる時期。「ドレミ」を聴きわけたり
できるようになるのもこの頃です。

ヤマハ音楽教室
4・5歳児のための「幼児科」

おんがくなかよし
コース

音楽と楽しく遊んでいるうちに、心
も音感も豊かになります。想像する
ことが大好きな３歳児。美しいもの
へ感受性を育んだり想像力や創造
性をさらに伸ばしてくれます。
月3回
(火)16:00～16:50
(金)17:30～18:20
(土)11:30～12:20
月額5,000円(税別)

春の新入会受付中!!

グループレッスン
3歳児

無料体験会 
 2/22(金)16:00・3/10(日)13:00・3/22(金)16:00

無料体験会 
 2/22(金)17:00・3/10(日)11:00・3/22(金)17:00

[会員以外の方も参加O.K.]　
初開催！こども将棋大会
～アル・プラザ城陽杯～

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

将棋が好きな子集まれ!!低学年の部
(小3以下)と高学年の部(小4～ 6)
でそれぞれ優勝を決定。優勝したお
子さんは先生に挑戦しよう！

3/30(土) 10:30～
1,000円(税込)

【小6まで】

②【大人】
①【幼児～】

参加費

締切2/28日（木）

幼児から受講可能です。硬筆・毛筆
の持ち方を、基礎から楽しく学びま
しょう。大人の方は毛筆・筆ペン・硬
筆・古典から創作までご希望に合わ
せて指導します。硬筆のみでもOK。

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。

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、これらを楽しみ
ながら正確に見につけるよう指導いたしま
す。幼児は鉛筆の正しい持ち方・姿勢・正し
い筆順をひらがな・カタカナを通して楽し
みながら覚えるように指導致します。

のびのびと絵を描いたり
工作をしたり･･･楽しい課
題がいっぱいです。自分の
手で何かを造り上げ・喜び
を感じた時、お子様はまた
新しい喜びを求め、成長し
ていくでしょう。

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。 
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。

東京オリンピックから正
式種目となり、注目され
ている空手。武道を通じ
て礼儀作法を学び、心身
の鍛錬を目指します。

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。

クラシックバレエの
基礎を元に楽しくレ
ッスンしています｡先
生やお友達と一緒に
踊ってみませんか。

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。

簡単で見栄えの良いマジック
を基本からお教えします。カ
ードマジックからステージマ
ジックまで、見た人を笑顔に
するマジックで人気者に！

吹矢式呼吸法の基本
動作で筒を使い、自
分の息だけで6m～
10m先の的に矢を吹
きます。精神力・集中
力を高め、ストレス解
消にも役立ちます。

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！

無理なく出来るやさ
しいヨガで、日曜の朝
をフレッシュにスター
ト！徐々に訪れる身体
の変化を楽しんで下
さい。男性、体の固い
方も歓迎です。

Pelan-Pelan(ぷらんぷ
らん)はインドネシア語で
「ゆっくりいこう♪」の意
味。のんびりマイペース
に楽しむヨガ教室です。

磁器にシール感覚の転
写紙や上絵の具、金彩
などを使って貴方だけ
のオリジナル作品を作
り上げませんか。

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
はの透明な色彩を活かし
た美しい作品です。

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。

吉祥花文字は縁起の良
い絵柄を使って描く文
字です。絵が苦手な方
も大丈夫。楽しく花文
字を描きましょう。

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？

心と声を一体化できると、
歌がもっと楽しくなりま
す。それぞれの声質に合っ
たレッスンで、好きな曲を
歌いましょう！

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。
ボンゴやコンガなどのパーカッ
ションもレッスン可能です。

一人一人に合ったカリキュラムで
パソコンライフをしっかりサポート！
ビデオ講習ではなく、講師がきちん
と教えます。

楽譜が読めない、さわった
ことがない、この年で大
丈夫？などの不安を吹き
飛ばし、弾く楽しさ、喜び
を手に入れましょう。

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

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
http://culture.jeugia.co.jp/

ホームページからも
お申し込み承ります。

JEUGIAカルチャー検索

● 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
発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2019.2.14

4F

HIP HOP/P's club 城陽クラス LOICX☆チアダンススクール ～ENJOYクラス～ 春日バレエ おえかきひろば こども造形絵画教室

●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

★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★　こ ど も 講 座　P I C K　U P　★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★


