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大人のアイドルダンス

受講生募集

つばさ

大人☆チアダンス
AYANO

HIPHOPダンス講師

ストレス解消になったり、
ダイエッ
ト効果を得られたりと、
ダンスを始
めることには様々なメリットがあり
ます。楽しく踊りましょう。

第4（水）
13:00〜14:00
月額2,420円（税込）
9/22・10/27（水）13:00〜

第2・4（土）13:15〜14:15
月額5,610円（税込）

第2・4（木）19:00〜20:00
月額4,730円（税込）

10/9（土）13:15〜

2,200円

mitsu-Ki

第1・3（木）13:00〜14:00
月額5,610円（税込）

かわいいミニチュアフード

歌舞伎文字「勘亭流」

井上良子

簡単なチョークアート

一宮克江

総合TOPページは
こちらから

佐藤貴彦
レプロン紗綾加

にご入会
体験当験日
会の方
なしでご入

「特集・いまコレ!」
や
「総合ニュース」
も
是非ご覧ください

ニュースも是非!

または体

https://culture.jeugia.co.jp

検索 JEUGIAカルチャー

入会金

円

川崎郁子

音楽国際音楽療法センターソングセラピー指導員
川崎音楽教室主宰

第2・4（月）
12:30〜17:00の間（1回45分）
月額4,620 円（税込）

清水 都

第2・4（金）13:00〜15:00
月額8,800 円（税込）

第1（水）10:30〜12:00
月額2,750 円（税込）
4,400円

9/10・24（金）13:00〜

K‐POP・アイドルダンス
つばさ

MANA

HIPHOPダンス講師

NiziU・TWICE・BTSなどカッコいい
曲を踊りましょう♪ダンスの基礎
やリズム感を身につけて、楽しく
ダンスを踊りましょう。

【高学年〜】

HONO

インストラクター

ヒップ ホップ やジャズダン
ス、
アイドルダンスなど色々
なステップを取り入れた楽
しいクラスで す。み ん な で
楽しく踊りましょう。

第2・4（土）
18:00〜19:00
月額4,510 円（税込）
9/11・10/9（土）18:00〜

【年中〜小6】

人気につき増設

人気につき増設

学研・城戸真亜子アートスクール

9/13・9/27（月）18:15〜
19:30〜

2,200円
【３歳〜中学生】

こどもアートスクールピュアランド

学研・城戸真亜子アートスクール専任講師

井上良子

画家

詩人

京都まんが教室

絵画や工作をバランスよく
取り入れた独自のカリキュ
ラムでアートを 楽しみ、感
性を伸ばします。

楽しく芸術への眼を育てます。
水 彩 、造 形 、粘 土 、デッサン、
油絵などを通して完成を豊か
に表現力を身につけます。

漫画が大好き！イラストレーターに
なりたい！漫画科のある大学に行き
た い！趣 味で 漫 画を楽しみ た い♪
上達のコツを楽しく丁寧に指導致
します。

第1・3（日）12:30〜14:00
月額8,800円（税込）

第1・3（木）17:00〜19:00
月額6,160円（税込）

第2・4（土）14:30〜16:30
月額5,830円（税込）

9/5・10/3（日）12:30〜

9/2・10/7（木）17:00〜

2,200円
【4歳〜】

はじめての

北澤珠里

合気道

元宝塚歌劇団

入江康仁

礼儀作法を大切に、人と人とのつな
がりを感じ合い、のびやかな心をはぐ
くんでいきます。お子さまから大人の
方まで、家族でも参加いただけます。

月3回（月）17:00〜18:15
月額5,775円（税込）

こども（中学生以下）

月額3,740円（税込）月額4,290円（税込）

9/13・10/4（月）17:00〜

8月・9月体験料 1,100円
（通常1,980円）

日曜日の書道教室

【年長〜】

飯田アクア

9/12・10/10（日）10:30〜

2,200円

月3〜4回
（土）14:45〜16:00
月額8,470円（税込）

小2〜小5

9/6・10/4（月）

2,200円

音を聴き、
感じ、
感覚で理解する楽しい音楽レッスン。
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。

体験日

9/27（月） 10:00〜

3・4歳児 ピッコロクラス

キンダークラス

月額
①月3回
（月）
10:00〜11:00 5,313円 ①月3回
（月）
11:00〜12:00
②月3回
（木）
10:00〜11:00 （税込） ②月3回
（木）
11:00〜12:00
11:00〜 9/30
（木） 12:00〜

10:00〜

11:00〜

1,650円

月3回
（水）
15:00〜16:00
月3回
（金）
14:00〜15:00
月3回
（土）
15:00〜16:00
月額6,303円（税込）

体 験日

②月2回
（木） 月額
12:00〜12:50 4,290円
（税込）

ピンキークラス

JEUGIAこども表現教室講師

9/15（水）15:00〜
9/24（金）14:00〜
9/18（土）15:00〜
1,650円

5・6歳児〜小学校低学年 アレグロクラス

月3回
（金）
15:00〜16:00
月3回
（土）
16:00〜17:00 月額6,963円（税込）

9月・10月体験実施中

詳細はお問合せください 1,650円

9/20（月）10:00〜17:00

申込締切日：9/15

17,600円（税込/認定料）

16,500円（税込）

石田豊人

UTAKURA認定講師
脳トレピアノExecutuve認定講師

手相＆人相、九星気学の吉方位と
今年の運気の見方など、様々な方
法で占うことにより、人生を楽しく
生きる為のツールとしてマスターし
ます。習ってみたい占いをお問合せ
下さい。

オンライン

対面

第2・4（金）
15:00〜19:00〔1回40分〕
月額7,370円（税込）
9/10・10/8（金）※時間はお問い合わせ
ください

京の花街 いろいろ い・ろ・は
大仲京子・祇園甲部 舞妓

10/31㈰

13:00〜15：00

現地
講座

8,800円（税込・抹茶・お菓子代込）

作・編曲家、
ギタリスト、
ウクレレ奏者

第1・3（木）12:00〜12:45
月額2,800円（税込）

〔1回30分〕時間はお問合せ下さい

月2回（火）
・
（金）

月額7,370円（税込）〜

9/2・10/7（木）12:00〜

祇園甲部お茶屋大仲 女将

祇園町甲部のお茶屋「大仲」
にて、
お女
将さんから花街のしきたりや、芸舞妓
さんの違い、
舞妓さんの衣装やお茶屋
遊びのお話を伺い、その後、舞妓さん
の歓談やお座敷遊びを京都老舗の和
菓子とともに、お抹茶をお楽しみ頂き
ます。
（約2時間）
写真撮影もお気軽に。

井上耕一

パソコンで音楽を楽しみたい､
デ ス クトップ ミュ ー ジ ック
（DTM）をはじめたい方｡楽器
の演奏が出来なくてもマウス
操作で曲が作れます。

秋の京都 ご当地講座
秋の京都
世界遺産 東寺特別拝観

日時はお問い合わせください

現地
講座

現地
講座

京都検定一級マイスターと

京都隠れ名所巡り
佐藤祥美・堀内雅弘

真言宗総本山教王護国寺東寺職員

10:00〜11:30
3,300円（税込・拝観料・保険料込） 会員

2,200円

少人数10名様限定

京都検定一級マイスター

9/22㈬

ご本尊薬師寺如来を祀る金堂（重文）、
通常非公開である堂本印象画伯の手
による小子房、襖絵を、東寺職員によ
るご案内で拝観頂き、日本で一番高い
木造五重塔（国宝）が美しく映り込む池
を配した庭園と色鮮やかな紅葉もあ
わせてご覧いただける魅力あふれる
コースです。

11/27㈯

2,200円

DTM・ギター講座

全米ヨガアライアンスRYT200認定
シニアヨガトレーニング修了インストラクター

忙しくて教室に行けない、みんな
と一緒だと恥ずかしい、そんな方
の為のおうちヨガです。
※月1回コースもあります。

2,200円（税込）2,750円（税込）

〜舞妓さんと楽しむ〜

全国通訳案内士（英語）/京都検定１級合格

英語は習ったけど、英会話は少し
苦手という方にお勧めの講座で
す。ロックやポップスの歌詞から
単語を増やし、英語表現を学んで
いきます。

京都

木下めぐみ・村田美香・佐竹彩子

ピアノとの楽しい出会いを大切に､個人レッスンとグループレッスンを
組み合わせた新しいスタイルのピアノ導入コースです｡

JEUGIAこども表現教室講師

ayaco

鑑定士

京都

おんがくランド

JAA日本アロマコーディネーター協会認定校校長 トップインストラクター
IFA国際アロマセラピストスクールAromaVilla主宰

楽しく学ぶ英会話

自宅で気軽に！オンラインヨガ

選べる占い教室

京都

ドレミファらんど

0〜3歳 音楽情操・リトミック

7ヵ月〜 ベビークラス

〜人生が楽しくなる〜

〔1回60分〕時間はお問合せ下さい。

ミュージカルクラブ

月3〜4回
（土）15:30〜17:00
各クラス体験日
月額9,020円（税込）
8/28・9/11（土）1,650円

てらうち加奈子

9/2（木）13:30〜14:30

8/26・9/23（木）
※土日も可

JEUGIAこども表現教室

①佐竹彩子・②村田美香

柿本玉喜

藤原萠乃

年中〜小1 ミュージカルランド

※時間はお問い合わせ
ください

9,900円（税込）
11,000円（税込/認定料含）

脳トレピアノ検定®
認定講師養成講座

8月・9月体験料 500円
（通常1,100円）

町野睦美 こどもｌäｒaミュージカル専任講師

全1回

JAAハ ンドトリートメント
検定講座は両手で40分のボ
リューム手技です。受講後は
ボランティア活動やお仕事
に 活 かして、人 に 喜 ば れる
活動をしませんか？

第1・3（木）13:30〜15:00
全4回（前納）35,200円（税込）メソッド代 1,100円

声とからだと言葉の表現活動を通して、一人ひとりの
才能と個性を伸び伸びと育てて行きます。

1日で資格取得! 〜即実践できる〜

ハンドトリートメント検定講座

ハートをクリアにHartlia コミュニケーションセラピスト
TCカラーマスタートレーナー

13:00〜18:00

7,500円（税込）

7,500円（税込）

全1回

脳がいきいき若返る介護予防プロ
グラム付きの日常生活にも活かせ
る楽しいメソッドを考案！検定終了
に伴い、認定資格希望の方は自宅
教室開講、福祉活動、サロンなどで
活かすことが出来ます。

JEUGIAこども表現教室

9/4（土）
・9/12（日）
・10/2（土）
・10/10（日）

上記以外にも短期間で取得できる資格講座をご用意しております。詳しくはホームページをご覧ください。

サックス奏者相愛大学音楽学部卒業

第1・3（月）
15:00〜20:00（1回30分）
月額6,600円（税込）

第2・4（日）10:30〜12:30
月額5,170円（税込）

2,200円

歌おう！踊ろう！演技しよう！未来につながる可能性

それぞれのペースに合わせて楽しみ
ながら上達しましょう。曲はご希望な
ものをご用意頂き、
必要に応じて色々
な曲、
パターンをアドバイスします。

1日で資格取得!

9/25（土）
・11/30（火）

国際空手道円心会館滋賀支部支部長

日時はお問合せください

7,150円（税込/テキスト・認定料含）

〜色彩心理を用いて内面
と対話する〜カラーを用い
て人の話を聴いてあげる
傾聴技術を学びます｡ボト
ルと解説書付きでセルフ
セラピーにも使えます｡

【3歳〜】

【〜小学生】

こどものためのサックス教室

水明書道会

大人になっても困らないよ
う、基礎を身につけながら、
美しい字に目を向けさせる
よう指導します。大人の方
もご受講できます。

1,870円（こども）
1,980円（大人）

9/5・26（日）16:30〜18:00

10:00〜13:00

16,500円（税込）

全1回

さとう式リンパケア上級インストラクター

9/20（月）
・10/17（日）10:30〜17:00

渡辺美代子

（火）
（水）
（金）
時間は中面をご覧ください。
月額6,930円（税込）

大人

ふじたゆか

首や肩のこり,巻き肩、お顔のリフ
トアップなどのわかりやすい変化
をすぐに体感できます。独自のメ
ソッドでわずか一日で身につくだ
けでなく、ディプロマの発行により、
プロとしての施術も可能です。

整理収納アドバイザー２級認定講師

17,600円（税込）
7,100円（税込/テキスト・認定料含）

さとう式リンパケア講座

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

まつおみちこ

テレビや雑誌など、
メディアも注目
の講座です。一日の受講で整理収
納のスキルを学べて資格も取得で
きます。一 緒 に 楽しくお 片 付 けを
学びましょう。

1日で資格取得!

全1回

TCカラーセラピスト講座

楽しく厳しい稽古で、自然と
礼 儀も身につく空 手で す。
心 身 共 に 強くなるよう、丁
寧に指導して行きます。

第1・3（日）
16:30〜17:45・18:00〜19:15

※平日の受講もOK! ご希望の日時をご相談ください。

障害の有無に関係なく特性のある子ども
の自立を後押しする日々の生活をサポー
トする方法が学べます。
この講座ではノー
マライゼーションの理念に基づき子ども
達が障害の有無に関係なく社会の中で、
家庭の中で役割を持てる人に成長できるよう子どもの自立を
促せるアイデアやヒントを学びます。

全1回

こどものための実践空手
矢頭裕二

合気道六段・合気道入江道場師範

音楽に合わせて踊ったり、
ストレッ
チを行い、バレエの基礎を身につ
けます。楽しむ 気 持ちを大 切 にバ
レエ好きのお子さまを育てる為の
気軽に始められるレッスンです。

中村清寿

【5歳〜】

心身を鍛える武道

ジュニアクラシックバレエ

講座名の一部または講師名を入れるだけでも検索できます！

「地域」＋「会場名」＋「フリーワード」
の３つを使って検索!

整理収納アドバイザー 2級認定講座

9/5・10/3（日）10:30〜17:30

9/11・10/9（土）14:30〜

2,200円

簡 単 左記のコードをスマートフォンで読み取り 実施会場の選択を
検 索 講座検索ページにある「フリーワード」内に お間違いなく!

魚林 佐起子

1日で資格取得!

京都まんが教室講師

7,700円（税込・モデル代含）

発達支援教育士認定講座

52,800円（税込）
10,120円（税込/受験料込）

祇園甲部お茶屋大仲 女将
光風会会員

講座

日本ペットシッター協会講師

10:30〜15:00

【小３〜】

資料代

ペットシッター士資格認定講座

9/11・25（土）

2,200円

【特別講座】

1日 11/21㈰ 14:00〜16：00

2,750円
100円

1日で資格取得!

全2回

2日間の受講で環境省が定める動物取扱
責任者(保管と訓練)になれる講座です！
「あなたを待っているペット達がいます」
飼い主とペットの架け橋になるペット
シッター士。
取得後、全国どこでも即開業することが
できるペット系資格の中で有効な資格と
して認められております。

月3回（月）
18:15〜19:30 月額6,600円（税込）
月2回（月）
19:30〜20:45 月額4,400円（税込）

9/9・10/14（木）18:00〜

2,200円

インストラクター

音楽に合わせ身体を動かす楽しさから、
簡単なリズム、応用のステップまで、それ
ぞれにあった課題で楽しみながらしっか
り成長していけるレッスンを目指します。

第2・4（木）18:00〜18:50
月額4,950円（税込）

2日で資格取得!

大仲京子
鴨脚えり子

講座検索
ページは
こちら▶▶

1日で資格取得！
！

【年中〜】

HIPHOPダンス♪ 【高学年〜】

〜祇園お茶屋「大仲」
にて〜

京都花街・祇園町お茶屋「大仲」
にて、お女将さんから花街のし
きたりや、芸舞妓さんの違い、舞
妓さんの衣装やお茶屋遊びの
お話を伺い、
その後、舞妓さんの
スケッチをお楽しみ頂きます。
写真撮影もできます。

9/1・10/6（水）10:30〜

（材料費込）

3,300円

舞妓さんのスケッチ会

京都検定一級マイスター

●体験・見学・受講等、事前のご予約をお願いいたします● ※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。※記載の金額には消費税を含みます。

キッズ★ダンス

8/30・9/27（月）13:00〜

2,200円

楽しく学ぶ京都学

佐藤喜代松商店代表取締役
漆工芸金継ぎさとう

ボイジャータロットジャパン認定ティーチャー

ボイジャータロットは今もっとも新しい占術のひとつです。
中世から伝わるタロットのエッセンスを残して現代風にア
レンジされていてあなたの才能をぐんぐん引き出していき
ます。単に占うのではなく目指す未来
に対してどう行動すれば良いのかを
導くことに重点をおいています。

〜京都大好き〜

今日からあなたも京都好
き！京都の町の魅力をお
伝えします。京都検定3級
を受けてみたい方にもお
ススメの講座です。

割引

木元香子

第4（月）13:00〜14:30
月額3,300円（税込）

9/6・27（月）
時間はお問合せ下さい

器 の ひ び や 欠 けを 直して、継
ぎ 目 を 模 様として 楽し む「金
継 ぎ」。漆 を 使っ た 伝 統 的 な
技法をお教え致します。

（税込）

〜本当の自分とつながる〜

初めてでも今からでも声が楽に
出せるように年齢を問わず親切
丁寧にお伝えします。

2,200円

2,200円
400円

ボイジャータロット講座

歌の教室

10時〜20時

【幼児〜小学生】

日本手芸普及協会 手編師範

9/1・10/6（水）14:00〜

〜初めてでも声が楽に出てくる〜

〜器を蘇らせる〜
本漆 金継ぎ講座

［電話受付］
10:00〜20:00

2,750円
550円

9/15・10/20（水）10:30〜

京都教育大学音楽科卒 音楽教室主宰

9/6・10/4（月）時間はお問合せ下さい

秋の京都 ご当地講座

●受講・体験・見学のお申し込みは、事前のご予約をお願いいたします。
《お電話・店頭・WEBでお申し込みいただけます》

当会場の
TOPページは
こちらから

中ノ堂順子

第1・3（水）14:00〜16:00
月額5,170円（税込）

第1・3（月）
11:00〜15:00の間（1回45分）
月額7,700円（税込）

〒601-8327 京都市南区吉祥院御池町31
イオン洛南ショッピングセンター 2F

一般社団法人伝筆®協会 認定講師

第3（水）10:30〜12:00
月額2,750円（税込）

弦をそっとつま弾けばオルゴールの
ような音色のハープ。大人になってか
ら始めても楽しめる楽器です。楽しい
ハープ、一生の心の友となってくれる
ハープを始めてみませんか？

地図
or
フロアガイド

人気につき増設

手編みを楽しむ

第1（木）15:00 〜 17:00
月額3,300円（税込）
3,300円

2,200円
500円

8/27・9/10（金）13：00〜

和む筆文字〜伝筆（つてふで）

〜癒しの音色〜ベイビーハープ

075-691-1415

第2・4（金）13:00〜15:00
月額4,400円（税込）

かぎ針編み、棒針編みの編み記
号がわかり、編み方技法の基本
を学ぶと、
より編み物の世界が
広がります。
楽しみましょう、手編みを！

アート工芸盆栽

本漆金継ぎ講座

第1（日）10:30〜12:00
月額3,300円（税込）

画家・詩人

一般社団法人クラフトバンドエコロジー協会認定講師

クラフトバ ンド（紙 バンド）
でかごバッグや日常に役
立つかごを作ります。
誰でもステキな作品が作
れます。

筆 ペンを 使って誰 で も気 軽 に
楽しめる筆文字です。
文字の上手下手ではなく、
クセ
字を魅力に変えてくれます。

田中佐知

クラシックバレエ

武田真貴子

日本ミニチュアフード協会認定講師

久しぶりに絵を描きたい、改め
て基本から学びたい、思いのま
ま描けるようになりたい。趣味の
時間を持ちたい。
という方を対
象に、のんびりとしたペースの
教室です。

9/2・10/7（木）15:00〜
カリグラフィー

〜簡単かわいい〜

10/3（日）開講
全12回体験なしのご入会、
材料費は半年ずつのお支払いとなります。
【材料費】1カ月あたり2,420円（税込）
【初回セット】6,050円（税込）

2,200円

2,200円

クラフトバンドでかごづくり

粘土の扱いや成型など基礎
から始めます。趣味で楽しみ
たい方も資格を取りたい方
も始めてみませんか。

おとなの絵画教室 月1コース

学研・城戸真亜子アートスクール

9/9・10/14（木）19:00〜

2,200円

かわいいミニチュアフード

イスに腰掛けタップのリズムを楽しみながら曲に合わ
せてレッスンします。足首が柔らかくなり、太ももや足
腰の筋力アップに大変効果的。振付を覚えることで物
忘れ防止の脳トレにも！
座ったままなので安全に楽しん
でいただけます！

インストラクター

音楽に合わせてストレッチ・
筋力トレーニング・ダンスを
行います。
楽しく鍛えてストレス発散
しましょう。

腰掛タップダンス公式インストラクター
元宝塚歌劇団

9/2・16（木）13:00〜

MANA

チアダンスインストラクター

振付を覚えることで脳も活性化☆昔踊っ
ていた方、
ダンス経験なしの方、普段まっ
たく運動する機会の無い方にこそおすす
め。
フォーメーションを合わせる一体感、
ポーズ が 決まった 達 成 感 は
チアダンスならではです。

腰掛タップダンス®
朝宮真由

大人のストレッチ＆ダンスレッスン

10:00〜12:00
萩の寺と初秋の下鴨神社

10/5㈭

10:00〜12:00
太閤秀吉の夢の跡 幻の聚楽第

10/28㈭

10:00〜12:00
八坂神社の美御前社へ秋の祇園巡

3,000円

各日 3,300円（税込・保険料込）

会員

2,750円

