な

講座

四条烏丸『雑貨・書籍・CD

』
に、
学びの教室あります!

【発行】㈱十字屋 カルチャー事業部
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〒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
［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

JEUGIAカルチャー京都

075-254-2835

平日/10:00〜19:00 土曜/10:00〜17:00 日曜/10:00〜12:00
《お電話・店頭・WEBでお申し込みいただけます》

水曜日

itomomiの

こぎん刺し教室
こぎん刺し作家
itomomi

3,630円(税込)

水曜日

4/21㈬・5/19㈬

こども楽しい書

木曜日

火曜日

川上直也

月額4,070円(税込)

4/6㈫・20㈫・5/4㈫・18㈫

煎茶道 二條流
教授

普段飲み慣れていて、身近にある
煎茶も、少しの知識と少しの配慮
で見違えるほどのおいしさになりま
す。煎茶と玉露のお点前と礼法を
学びつつ、
おいしいお茶を淹れる
コツを学びましょう。

第２(水) 18：30〜20:30の間

(60分程度)
月額2,750円(税込)

4/14㈬・5/12㈬

発達支援教育士
認定講座
清水麗子
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福祉住環境コーディネーター 1級
発達支援教育士認定講師

特性のある子どもの自立を後押しするために
は、環境を整え、
コミュニケーションを円滑にし
ながら、身だしなみやお金の使い方を伝えて
いくことも大切です。障害の有無に関係なく、
社会の中で、家庭の中で、子どもの自立を促
進するアイデアやヒントを学びます。

4/10㈯ 10:30〜17:00（途中休憩あり）

2,860円(税込)
1,000円(税込)

4/1㈭・15㈭
5/6㈭・20㈭

3,685円(税込)
2,200円(税込)

月額3,960円(税込)

土曜日

主宰 銀座亜紀枝

中村安子

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
ート迄本格的刺子を手縫いで優し
く仕立てます。
プリントされた布に
刺し子をして形に縫い上げます。

第2･4(土)15:00〜17:00
月額5,170円(税込)

第2･4(木)10:15〜12:15
月額6,270円(税込)

4/10㈯・24㈯・5/8㈯・22㈯
2,585円(税込)
1,200円(税込)

〜似合うをみつけよう〜 お一人様90分《予約制》
◆パーソナルカラー個人診断
◆骨格・顔タイプ個人診断
SAYURI
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(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

魅力を最大限に輝かせてくれるカ

①10:30〜②12:30〜 ラーなのかを診断します。
③14:30〜④16:30〜 【骨格・顔タイプ個人診断】
《女性

完全予約制の個人レッスン
ご希望のコースをお選びください

8,250円(税込)

対象》
それぞれの特徴を捉え、理
論的に分析し診断します。

申込締切 各3日前

木曜日

手縫い仕立ての刺し子

華道家元である池坊いけばなを基本
から丁寧に指導させていただきま
す。許状を申請することが可能で
す。池坊生け花とフラワーアレンジ
メントを選んで頂けます。

講座

申込締切

アトリエ エヌ 主宰

月1回(木)10:15〜12:15

1日 4/11㈰・5/16㈰ 【パーソナルカラー】どのような色が

7,150円(税込/認定料込) 4/7㈬

木曜日

ヨーロピアンペインティングアート

月額7,370円(税込)

4/13㈫・5/11㈫

森川佳代
池坊正教授・池坊短期大学准教授
池坊いけばな・
スタイリッシュフラワーアレンジメント教室

月1回(土)15:00〜17:00
月額2,860円(税込)

2,750円(税込)
1,000円(税込)

2,530円(税込)
資料代100円(税込)

月額3,080円(税込)

第1･3(木)10:15〜12:15

月額2,860円(税込)

水曜日

第1(金)10:30〜12:30

西田尚美

第2(火)15:15〜16:45

2,035円(税込)

4/1㈭・15㈭
5/6㈭・20㈭
4/2㈮・16㈮
5/7㈮・21㈮

上品で華やかなヨーロピアンペインティ
ング。
アクセサリーやバッグなど自分だけ
の素敵な小物を作りませんか？ご希望
により、免許を取得することもできます。

香遊び
（組香）
を楽しみなが
ら簡単なお作法、季節や行
事の話を織り交ぜながら、香
りがもたらす癒し効果も実感
して下さい。

第1･3(火)16:00〜18:30

二條流

火曜日

香道泉山御流師範

特許取得の持ち方補助器具により、
小さなお子様も正しい姿勢で、
筆記
用具を正しく持ち、美しい字を書く事
が出来ます。

木・金
曜日

日本プロ麻雀連盟 関西本部

月額5,060円(税込)

菊山英香

読売書法会評議員、謙慎書道会理事
筆記用具持ち方補助方法特許

女性のためのやさしい麻雀教室

第1･3(木)12:45〜14:45
第1･3(金)13:00〜15:00

椅子席ではじめての香道

奥村章華

2,860円(税込)

シニアの習い事として大ブーム。指先を使い
ゲームを楽しむことで、健康的に脳トレ！麻雀
がはじめての方、ルールがよくわからない方にも、基本用語や
点数計算など実践しながらわかりやすくお教えします。

4/8㈭・22㈭
5/13㈭・27㈭

全6回23,100円(税込)

4/15㈭・5/20㈭

月額2,860円(税込)

愛犬のための手作り服教室

第2・4（木）13：00〜15：00

幼児〜

アラビア書道の世界へようこそ

第3(木)15:00〜17:00

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です。
全6回で3着（タンクトップ、Tシャツ、
ラ
グランTシャツ）
を製作します。

2,860円(税込)

木曜日

1,500円(税込)

上村陽子

月額2,860円(税込)

以上の方は

日本アラビア書道協会事務局長

(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

第3(水) 10:00〜12:00

シニア 割
65 歳 入会金
無料

初心者の方にもわかりやすい
よう、歴史から説明します。
アラビア書道の基本をテキスト
に沿って進めていくので、途中
から受講されても安心して学ん
で頂けます。

入門6回コース

テレビでもおなじみの講師がていねい
に指導。五･七･五･七･七。三十一文字
の短歌を作ることで、
日々の生活が大き
く変わります。

満

山岡幸一

4/7㈬・22㈭・5/5㈬・5/27㈭

3,300円(税込)
700円(税込)

※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。

カルトナージュ講師

月額3,630円(税込)

4/21㈬・5/19㈬

歌人

16,500円(税込)

水・木
曜日

第1(水)or第4(木)10:00〜12:00

はじめての短歌

講座

5/16

㈰まで

カルトナージュ作品にクロスステッチ、
ビ
ーズ刺しゅうをプラスした個性的な布箱
作りを楽しみましょう。

月額3,300円(税込) ※見学不可

1日

【期間】2021年

クロスステッチ･ビ-ズ刺繍で楽しむ
熊谷智恵

第3（水）10:00〜12:00

二條雅英

（税込）

カルトナージュ

「こぎん刺し」
は、
青森生まれ
の古くから伝わる刺繍です。
藍と白の繊細な模様は和の
伝統を感じさせ、
鮮やかな色
の糸を使ったアクセサリーや
雑貨は幅広い層に人気です。

松村正直

入会金1,100円 割引

四条通

地下鉄烏丸線
四条駅

に
または体験なしでご入会の方

阪急
河原町駅

大丸

髙島屋

ニュースも是非!

早割 体験当日 ご入会

阪急
烏丸駅

月1回(木)10:15〜12:15
月額3,850円(税込)

刺子学園講師

4/8㈭・22㈭・5/13㈭・27㈭
3,135円(税込)
1,100円(税込)

整理収納アドバイザー
香田雅子
2級認定講座
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整理収納1級アドバイザー・インテリアアドバイザー

お家や職場を快適に、
またお仕事のスキル
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。

1日 4/4㈰・5/9㈰
講座

マルイ

受講・体験・見学のお申し込みは、事前にご予約承ります。

当会場の
TOPページは
こちらから

※駐車場はございません。］

烏丸通

案内

東洞院通

［地下1F］

L
A
Q
U
E

河原町通

春期号

2021

小林智美

2021年3月

か

に

ま な び ませ ん
か

10:30〜17:30(休憩1時間含む)
17,600円(税込)
7,100円(税込/テキスト代・他)
申込締切 各3日前［定員各8名］

