四条烏丸『雑貨・書籍・CD

』
に、
学びの教室あります!

土曜/10:00〜17:00 日曜/10:00〜12:00

オトナのお化粧教室『アイメイク編』
オカモトマドカ

オトナのお化粧教室主宰

受講・体験・見学などお申し込み受付中

オトナのお化粧教室

定員6名

声と心を健康に！朗読で楽らく声トレ

アイメイクで印象が変わる！自分に合ったメイクと目力アップでキレイが続く。
メイクが得意ではない、
自信がないという
「大人の女性向け」講座。

つじあけみ

3/3㈫
4/7㈫
6/2㈫

13:00 『似合う眉、
若見え眉、
お悩み解消！美眉講座』
〜14:30
13:00
目の形に合わせたアイシャドウ』
〜14:30『簡単きれいアイライナーと、
3/1㈰・4/26㈰・5/24㈰
13:00
『目力UPで美しく
、
印象が変わる
！マスカラ・つけまつげ入門』 ①10:30〜12:00 お一人様
〜14:30
②13:00〜14:30
90分
3回分1,000円(税込) グループ／プライベート ③14:45〜16:15 事前予約制
全3回10,890円(税込)
申込締切
各3日前
全1回8,250円
(税込)
※単発受講の場合の受講料：1回4,400円(税込) 別途運営費要

day

SAYURI

完全予約制の個人レッスン

〜似合うをみつけよう〜

富永淑子

パーソナルカラー個人診断 骨格・顔タイプ個人診断

2/23㈰・2/26㈬・3/22㈰・4/12㈰

①10:30〜 ②12:30〜 ③14:30〜 ④16:30〜

50代からはじめる 英会話入門
倉橋眞由美

全1回8,250円(税込)

徐

方

学友外国語学院講師

丸山観月

立命館大学卒

喜田章碩

アナウンサー アナウンススクールMNE主宰

他 アナウンススクールMNE認定講師

古典から創作、
日常書まで、
日々
のくらしの中に書を取り入れてみ
ませんか。初心者の方からご希望
に合わせて一人一人丁寧に指導
致します。

第2･4(火)13:00〜14:00
月額5,500円(税込)

第1･3（木）19:00〜20:30
月額4,400円(税込)

第1･3(水)19:00〜20:30
月額5,060円(税込)

第1･3(水)12:30〜14:30
月額4,510円(税込)

1,650円(税込) ※掲載日限定価格

1da

y

認知症予防のための

アロマヘッドトリートメント
検定講座 〜セルフケア〜
藤野智子

定員

各 6名

JAA認定認知症予防
アロマヘッドトリートメントトレーナー

認知症の予防をアロマトリートメントで行う講座。
アルツ
ハイマーに役立つ精油と植物油を使ったセルフケアを修
得。
リフトアップやアンチエイジングにも
役立ちます。(検定試験あり。)

4/5㈰・5/24㈰

10:30〜17:30(休憩1時間)
全1回16,500円(税込)
19,800円(税込)

1da

ハンドケアセラピスト認定講座

ハンドケア
（ハンドマッサージ）
は、最もシンプルな癒しの
技です。1日で資格が取得でき、誰でもその日からすぐに
行えます！自身のケア、
ご家族、
ご友人
など、
身近な方に対して行うハンドケ
アの習得を目的とします。

お家や職場を快適に、
またお インテリアアドバイザー
仕事のスキルアップにも。
片付
かない問題点を見つけ、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。

2/23㈰・4/19㈰

3/8㈰・5/17㈰

全1回限定特別価格

申込締切 各7日前

誰にでも描ける水彩画

講

師

小栗栖好子

はじめての絵画教室
デッサンと絵画

22,550円(税込)（認定料・教材費込み）

受講料(月額)

第1･3(土)10:00〜12:00 4,510円
月1回(土)10:00〜12:00

2,640円

月4回(金)13:30〜15:30 10,076円
久山雅史

フュマージュアート講座

定員

申込締切
各5日前

第2･4(金)13:30〜15:30 5,038円
第1･3(金)13:30〜15:30 5,038円

水墨画(運筆)

水谷光年

月3回(月)13:30〜15:30

6,765円

和のお稽古

森川宗佳
森川佳代

塚本宗真
塚本麻紀甫 第2(火)18:30〜21:00

二條流

二條雅英

第2(水)18：30〜20:30の間 2,200円

椅子席ではじめての香道

菊山英香

第2(火)15:15〜16:45

硬筆・筆ペン・楽しい書

奥村章華

5,060円

鮎裕（あゆゆう） 第3
（金）16:00〜18:00

2,970円

煎茶道

書・画 裏打と表装講座

薮田夏秋
薮田千秋

ヨーロピアン
ペインティングアート

西田尚美

金継ぎ
「壊れた器の修繕」
染花教室(アートフラワー )

大平栄子

木目込真多呂人形

櫻井真悦帆 第1･3(火)10:00〜12:00

創作和紙人形 初級

第3(火)10:30〜12:30

3,300円

第2･4(土)14:00〜19:00 4,510円

森川宗佳

はしもと美子 第2･4(水)10:00〜12:00

若松義子

伊達多美子 第3(金)10:30〜12:30
三枝ひとみ

第4(火)10:15〜12:30

2,750円

人気作家itomomiの こぎん刺し教室

小林智美

第3
（水）10:00〜12:00

2,750円

ポジャギ

兵惠まゆみ 第3(金)19:00〜21:00

3,300円

かんたんに編む
「編み物教室」

廣瀬日凪子 第2･4(月)16:00〜18:00

5,500円

月1回(火)18:30〜20:30

10:15〜11:45

藤村愛子

第1･3(月)10:30〜13:00 6,710円

14:40〜16:10

プペドール

糸井智美

第2･4(水)13:00〜16:30 5,610円

第4(水)18:00〜20:30の間

楽しく作ろう食品サンプル

西田美子

第3(土)12:45〜14:45

第4(金)18:00〜20:30の間

着付教室

神田伊佐代 月4回(月)18:00〜20:00

実践着物着付け教室

吉田雅子

(月1回コースあり)

華道嵯峨御流

岩本悦甫

Ikebana ゆらぎ

山田ふじ代

未生流

肥原康緑

池坊 いけばな

（上級立花コースあり）

星野美由紀

第1(土)12:45〜14:45

2,860円

月3回(金)16:00〜21:00

6,765円

第1(火)10:00〜13:00

2,640円

第2･4(木)15:00〜18:00 4,510円
月1回(木)15:00〜18:00

2,310円

月3回(火)17:30〜20:00

6,765円

第1･3(日)10:30〜12:30 4,510円
第2・4(木)18:30〜21:00

アラビア書道の世界へようこそ

山岡幸一

栞

6,270円

第2･4(火)10:30〜12:30 5,610円

※月1回
3,300円

3,960円
1,650円

2,310円

第1･3(火)18:30〜20:30 4,510円

第2･4(土) 13:00〜14:30

嶋林

和裁教室

2,310円

4,510円

2,310円

10:30〜12:30
※第2･4のみ

横井千賀子 月4回(水) 13:30〜15:30 7,370円

入門

韓国語

初級

受講料(月額)

第3(火)13:00〜15:00
11:35〜12:35

きものリメイク教室

上田ミチヨ

第1･3(木)13:45〜16:00

お勤め帰りの型紙から作れる洋裁教室

小堂裕美子 月4回(木)18:00〜20:00

5,500円

10:15〜16:00 11,000円
ロングコース (休憩あり)
7,370円

6 ヶ月全6回

19,800円

秋山公平

第2･4(月)

職場で役立つ話し方

藤谷昭子

第2･4(月)19:30〜21:00 4,510円

〜本の読み聞かせ〜 朗読講座

小杉嘉代子 第1･3(火)13:30〜15:00

声と心を健康に！

心がふりむく朗読教室

つじあけみ

10:30〜11:30

第1(金)10:30〜12:00

川上直也

4,510円

3,410円
2,420円

第2･4(木)13:00〜14:30 3,410円
第1･3(金)13:00〜15:00
第1(金)10:30〜12:30

4,400円
2,530円

コントラクトブリッジ

清水誠也

第2･4(火)13:00〜15:00 4,510円

さあ、俳句をはじめよう〜17音に
想いをのせて〜

中田

剛

第3(金)10:00〜12:00

2,420円

松村正直

第3(水)10:00〜12:00

2,310円

はじめての短歌

こども
こども楽しい書

講

幼児〜

学研･城戸真亜子アートスクール
年長〜小学生

第1･3(月)10:15〜12:30 5,500円
10:15〜12:30

韓国語

2,530円

上田ミチヨ

上田ミチヨ主宰

講 師

楽しい家庭焙煎
田坂真紀
「焙りたてコーヒー教室」初級（全６回）

女性のためのやさしい麻雀教室

第4(水)
18:00〜20:30の間 4,400円
第4(金)
月1回(木)15:00〜17:00

趣味教養

第1･3(木)12:45〜14:45

18:00〜20:00
上田ミチヨ主宰 ソーイング教室

2,310円

ヨーロッパの素敵な刺繍

2,255円

受講料(月額)

第1･3(月)13:30〜17:00 4,510円

第2･4(土)13:30〜19:00 7,810円

第2(木)15:30〜17:30

師

2,310円

6,820円

第1･3(土)13:30〜15:30 4,400円

月1回(土)13:30〜19:00

14:00〜15:30

講

月4回(土)9:45〜12:45

石村照子

2,310円

定員10名

JEUGIAカルチャー会員 8,690円 申込締切 3/26㈭

コットンワーク

6,270円

生活文化

【受講料】8,800円(税込/材料費・お茶代込)
申込締切 各5日前

ミシンでかんたん洋裁〜小物から洋服まで〜

3,410円

暮らしに役立つ美文字教室
―書道・筆ペン・ペン字―

座
1日講

第2･4(土)13:30〜19:00 4,510円

栗原蘇秀・他 第1(水)15:00〜17:30

大薮沙羅

菊山英香 香道泉山御流師範
茶道・華道と並び、
日本の三大芸道
のひとつである香道。京都国立博物
館にある茶室「堪庵」
で香りの世界
に触れてみませんか。
お茶とお菓子
もご一緒にお楽しみください。

月1回(土)13:30〜19:00

第2･4(金) 12:25〜13:55
沙羅書芸(書･筆ペン･ペン)

桜の季節 堪庵(たんあん)で
いにしえの香りを楽しむ

峠 紀美子

3,410円

2,310円

JEUGIAカルチャー人気シリーズ!『ご当地講座』

洋裁教室

月1回(土)14:00〜19:00

10:15〜11:45

第1･3(木)10:15〜12:15 6,710円
月1回(木)10:15〜12:15

3/12(木)13:00〜

「ネックウォーマー作り」※申込締切 3/9㈪
2,200円(税込)
550円〜(税込)

4/2㈭ 10:30〜12:30

（テキスト・認定料代）

茶道入門（裏千家）

四季を描くやさしいはがき絵と色紙

カルトナージュ 初級

第2･4(木)13:00〜15:00
全6回21,120円(税込)

2/16㈰・4/12㈰

森川佳代

(一社)日本ペット服手作り協会®
ドッグウェアクリエイター ®認定講師

ワンちゃんに手作りの服を着せたい！という方へ、犬服作り
の基礎が学べる教室です。洋裁、
ミシン初心者も大歓迎。
全6回で3着(タンクトップ・Tシャツ）
を製作します。6回修了
後も継続いただけるコースをご用意しております。

新築・リフォームやお仕事にも役立
つ資格！お部屋づくりの知識だけで
なく、部屋のセンスアップに欠かせ
ない自分の好みを知る方法が学べ
る講座です。

池坊いけばな教室

はがきに描く鮎裕の
「和のイラスト講座」

2,585円

入門コース 全6回

1d

10:30〜17:30(休憩１時間)
17,600円(税込)
7,150円(税込)

2,000円(税込)

愛犬のための手作り服教室

1,650円(税込) ※掲載日限定価格

10:30〜17:30(休憩1時間含む)
全1回17,600円(税込)
テキスト代・他 6,000円(税込) 申込締切 各3日前

茶道教室（裏千家)
華道教室(嵯峨御流）

第2(月)13:00〜15:00

2/24㈪・3/23㈪13:00〜

「イヤリングまたはブレスレット作り」
1,650円(税込) ※掲載日限定価格

上村陽子

1d

各8名

ソフィアフィトセラピーカレッジ ハンドケアインストラクター

第4(月)13:00〜15:00
月額2,255円(税込)

ay
ルームスタイリスト 中村真里子 定員ay
整理収納アドバイザー
定員
ルームスタイリスト 各 8 名
香田雅子 各 8 名
2級認定講座
２級認定講座
プロ
整理収納1級アドバイザー

y

「小箱作り」(カルトナージュのみ)
3,080円(税込)
1,500円(税込)

パールやアメジストなど人気の天然石
を贅沢に使った、
本格的なジュエリー
ビーズアクセサリーを作ります。天然石
独特の輝きと暖かみのある作品創りを
お楽しみください。

2/19㈬・3/4㈬・3/18㈬12:30〜

1,100円(税込) ※掲載日限定価格

一般社団法人日本ハンドケア協会

10:30〜17:30(休憩1時間含む)

アート＆クラフト

2/19㈬・3/4㈬・3/18㈬19:00〜

3/4㈬・3/26㈭・4/1㈬
10:00〜［申込締切：各7日前］

天然石で作る NYスタイル・ビーズアクセサリー公認講師
NYスタイル･ビーズアクセサリー

読売書法会理事

発声・発音・滑舌の基礎から、
日常やビ
ジネスシーンに役立つ話し方とマナー
まで。朗読、読み聞かせの基礎なども、
多彩な教材でトレーニングします。

1,650円(税込) ※掲載日限定価格

第1(水)10:00〜12:00
第4(木)10:00〜12:00
月額3,080円(税込)

刺子学園講師

難しいとされる中国語の発音も、
日本
語堪能な中国人講師がわかりやすく
レッスンいたします。
お仕事にも役立
つ接客基礎用語や、
日常会話まで基
礎からしっかり学べる講座です。

2/20㈭・3/5㈭・3/19㈭19:00〜

カルトナージュ講師

平井はる美

苦手だけど、
ちょっと英語が話せる
ようになりたい！という方におすす
め。訪日外国人のおもてなしにも
役立つ、
はじめて英語に触れる方
向けの入門レベルクラスです。

2/25㈫・3/10㈫・3/24㈫13:00〜

熊谷智恵

一般書道 〜気軽に日常書〜

人に伝わる話し方・朗読講座

発行日：2020年2月

カルトナージュ作品にクロスステッチ、
ビーズ刺繍をプラスし布箱を作りま
す。刺繍の後、厚紙に布を貼りカルト
ナージュ作品へ。
アクセサリーケース、
収 納ボックスなど、
自分 好
みの布地で仕上げます。

自家製の本藍染・草木染の木綿
で、敷物や袋物からブラウス・ス
カートまで、本格的刺子を手縫
いで優しく仕立てます。
プリント
2/27・3/12㈭
された布に刺し子をして形に縫
10:15〜
い上げますので、
どなたでも気
「ランチョンマット作り」
軽に始めることができます。
1,650円(税込)
第2･4(木)10:15〜12:15
※掲載日限定価格
月額5,610円(税込)
1,100円(税込)

ビジネスシーンにも使える！

接客にも役立つ 超入門! 中国語講座

グローバルコミュニケーション講師

中村安子

発行：十字屋Culture株式会社

カルトナージュ

京都府易道協同組合理事長

手縫い仕立ての
刺し子 主宰 銀座亜紀枝

中山富美子手芸研究所師範

※駐車場はございません。

クロスステッチ･ビーズ刺繍で楽しむ

1,650円(税込) ※掲載日限定価格

2/28・3/13、27㈮

申込締切 各3日前

志龍

四柱推命教室

3/30(月)10:30〜11:30

1,650円(税込)
※3月限定価格

第2･4(金)10:30〜12:30
月額4,510円(税込)

◆お一人様90分《事前予約制》

泰

無料

■地下鉄烏丸線四条駅 より徒歩5分
■阪急京都線烏丸駅 より徒歩5分

※年齢確認のできる身分証明書
のご提示をお願いします。

第2･4(月)10:30〜12:00
月額6,710円(税込)

パナマ原住民クーナ族のモラと
世界の刺繍を学びましょう。
一針一針の美しさに感動し豊か
な気持ちで作品制作を。

身体の特徴を捉え、理論的にお似合いに
なるファッションを導く
「骨格スタイル」
と、
顔の輪郭やパーツの特徴から分析する
「顔タイプ」
を合わせて診断します。

自分の個性に調和し似合う色、
魅力を最大限に
輝かせてくれるカラーを診断します。
「青が似合
う、赤が似合う」
という事ではなく、
「どの様な青・
赤が似合うのか」
という事を知る診断です。

※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。

人の運勢や性格を
「四柱推命」
で読
み解く方法を一年間でマスター !
占い初心者の方向けに優しく解説
いたします。

モラと欧風刺繍

(一社)国際カラープロフェッショナル協会マスター講師
日本パーソナルカラー協会認定講師
骨格スタイルアドバイザー 顔タイプアドバイザー 1級

ご希望のコースをお選びください

3月31日㈫まで

【期間】2020年

四条通

地下鉄烏丸線
四条駅

入会金

2020年4月新規クラス開講

第2(火)10:30〜12:00
月額2,420円(税込)

3/10㈫10:30〜

入会金1,100 円 割引

占い初心者のための

おはなしの栞主宰
(一社)日本朗読協会パートナースクール講師

身体と同じで声にも老化はあります。詩や
物語を声に出し朗読を通じ、心豊かに、
無理のない発声で健康な声を保つトレ
ーニング。声を出すことで、かすれたり、出
にくくなった声だけでなく心も元気に！ま
た、誤嚥防止の効果も期待できます。

ベースメイク、
ポイントメイク、美肌
スキンケアなど、
カウンセリングか
ら、
あなたに合ったメイクのご提案
まで。大人の女性のメイクのお悩み
に合わせた個人レッスンです。

ご入会の方は、
（税込）

『JEUGIAカルチャーセンター』ホームページに掲載中➡

プライベート
レッスン 1day

全3回

〜少人数制グループレッスン〜

https://culture.jeugia.co.jp

65

満
歳
以上の方は

（又は体験なしで）

阪急
河原町駅

大丸

マルイ

075-254-2835

JEUGIAカルチャー京都

早割

シニア 割

阪急
烏丸駅

髙島屋

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》

体験当日に

L
A
Q
U
E

河原町通

〒600-8008 京都市下京区四条通烏丸東入ル 京都フコク生命四条烏丸ビル地下1階

東洞院通

［地下1F］
烏丸通

習いごと︑ せんか
ま
はじめ

1F

BF

平日/10:00〜19:00

1

講 座 案 内

師

奥村章華

受講料(月額)

第1･3(火)16:00〜18:30 3,410円

城戸真亜子
アートスクール講師 第1･3(土)15:30〜17:00

8,800円
(教材費込)

受講・お申し込みに関するご案内 ●入会金は5,500円(税込)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ので、初回は受付にて2〜3 ヵ月分のお納めとなります。●受
講料には特に明記した他は、教材費・材料費・その他費用は含まれておりません。●運営費として１講座につき月
額330円(税込)を別途お支払い下さい。●資格認定講座の試験料・認定料などは別途要しますのでお問い合せ下
さい。●講座は、月4回（週1回）、月3回、2回、1回、臨時講座いろいろありますのでご確認下さい。●参加人数が一
定に満たない場合、体験や講座開講を中止または延期することがあります。● その他、詳しい内容については、
ご
入会時にご説明させて頂きます。

