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キッズチア★ダンス

キッズカポエラ

ＥＭＩ

石田達也

【小学生〜】

元ダンサー

ブラジル発祥の格闘技でダンスのような
ステップ、動きが特徴です。
エクササイズ
感覚で、ゆっくり体全体を使いながら左右
均等に練習しますので、バランスよく身体を鍛えることができます。
カポエラ
に興味はあるけど激しいのはちょっと・・・という方やダイエットをしたい方は
是非ご参加下さい！音楽に合わせて動くので、子供さんから楽しめます。
親子での参加も大歓迎です！

簡単なステップから練習するので初めてで
も大丈夫！チアダンスの元気な振り付けで
楽しく踊っちゃお☆ 自身もテーマパークや舞台等の数多くのステージ経験
を持つEMI先生。子供達の作品はコンクールの優勝を飾る等、次世代の
ダンサーを育てています。年数回のイベントに参加し、おそろいのチアコ
スチュームで元気に踊ってくれるキッズを大募集！きっと輝けますよ!
（5歳〜小学1年）
【キッズクラス】

17:00〜17:50 月額5,940円（税込）
月3回(水)【ジュニアクラス】
3/24、4/14、21、28(水)
（小学2年〜小学6年）
1,980円
18:00〜19:00 月額6,600円（税込）
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洋画家・新制作協会協友

第1・3（土）
10:30〜11:30
月額4,070円（税込）

葉ちっく つまみ細工

キッズチア★ダンス

こどもアトリエ

つばさ

月3回（日）
【小学中学年〜】

親子フラ・ケイキフラ

曽我麻有美

熊本啓江

日本ママヨガ協会認定講師

第2・4（金）

2,255円

河瀬一子

時間はお問い
合わせください。3,058円

075-623-5371

総合TOPは
こちら

［電話受付］10:00〜20:00 《お電話・店頭・WEBでお申し込みいただけます》

〒612-8002 京都府京都市伏見区桃山町山ノ下32番地

MOMOテラス 別館2F

https://culture.jeugia.co.jp

検索 JEUGIAカルチャー

別館
●体験・見学・受講等、事前のご予約をお願いいたします●

Kid'sアイシングクッキー
アイシングクッキー

【幼児〜小学生】

日本サロネーゼ協会
アイシングクッキー認定講師

【Kid'sアイシングクッキー】
【アイシングクッキー】

月額2,860円（税込）

第4（土）10:30〜12:30
第2（土）10:30〜12:30

【Kid'sアイシングクッキー】3/27、4/24（土）
【アイシングクッキー】4/10（土）

楽しいこどものクラシックバレエ
吉田まい

京都バレエ専門学校卒
有馬バレエ講師

【幼児〜小学生】

楽しみながらフランス派の
優雅なバレエを身につけ
ましょう！専 門 士 の 資 格を
持 つ 教 師 が 優しく丁 寧 に
指導します。

はじめよう！Hip Hop
忍

3/26、4/2、9、16（金）

2,035円

ViVi Paletts主宰 T.Mパフォーマンス
プロ所属A.A.P登録ダンサー

3/18、25、4/1、8、15（木）

岸本典子

大山勝義

マット、跳び箱、鉄棒などの運動器
具や用具を使用し、楽しみながら
基礎運動能力の向上を目指します。

月3〜4回（月）
15:40〜16:30
16:40〜17:30
【小学1〜6年】 17:40〜18:30
月額6,912円（税込）

日本将棋連盟公認棋道指導員南丹支部支部長
京都府連理事

4/5、19、5/17、31（月）

〜算数嫌いに
ならないように〜 そろばん教室

こども絵画・造形教室
こどもお絵かき教室

西村光也

吉田朋乎

【年長〜】

日本珠算連盟京都珠算振興会会員

指先を動かすことにより右脳が刺激され
ます。刺激を与えることによって脳は成長
します。暗算力・計算力・集中力をアップ
させましょう。
そろばん・暗算の力をつけ
て検定試験にも挑戦しよう！

【小学1年〜】

【年少〜小学生】18:00〜19:00

月額6,912円（税込）

3/23、30、4/6、13、20（火）

1,610円

草野派糸東流 子供空手教室
全日本空手道連盟公認五段
草野派錬士六段 副師範代

【3歳〜小学生】

2,530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!

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!

空手道四大流派のひとつ、糸
東流の流れをくむ拳法空手道
会です。心身を鍛え、礼儀作法
が身につきます。幼児クラスで
は親子参加で割引があります。
【親子・幼児〜小学生】

【子供】

【小学生〜】

【親子ペア】

月3〜4回（土）16:30〜18:30 月額6,407円（税込）

月3〜4回（土）18:45〜20:45 月額10,945円（税込）〜

硬筆もできるこども書道教室
渡辺富美代

日展 水穂会総務
読売書法会理事

1,430円
【4歳〜】

仁科会 会友

【4歳〜小学生】

【こどもお絵かき教室】
【こども絵画・造形教室】
のびのびと絵を描いたり工作をした 心の世界を色彩で表現
り…楽しい課題がいっぱいです。自分 することで、子どもは夢を
の手で何かを造り上げ・喜びを感じた 広げます。創造力・集中力
時、お子様はまた新しい喜びを求め、 の芽を育てましょう。
成長していくでしょう。

第2・4（月）
第1・3（木）
月4回（水）
・月4回（金）
17:00〜17:50・18:00〜18:50
17:00〜17:50
17:00〜18:00
月額4,070円
（税込）
月額4,070円
（税込）
月額5,280円（税込）
18:00〜19:00
3/22
（
月）
3/18
（
木）
、
3/24、31、4/7、14、21（水）
2,035円
350円
4/12、26（月）4/1、15（木）
3/19、26、4/2、9、16（金）

お問い合わせください。

こどもチョークアート

5・6歳児〜

※個人レッスンは要相談

7

ヵ月〜 ベビークラス
《6カ月間・月2回》

①月3回（水）お問い合わせください
②月3回（木）お問い合わせください
月額6,963円
（税込）
年間教材費 6,710円（税込）

（金）12:20〜13:10
月額4,290円（税込）

お問い合わせください。

【5歳〜】

デコクレイ

m-Flowers.主宰

第4（月）17:00〜18:00
月額3,355円（税込）
3,355円
300円

（金）10:20〜11:20
月額5,313円（税込）

JEUGIAこども表現教室講師

1日 4/7 （水）16:00〜17:00
講座

年間教材費6,600円（税込）

5/21（金）15:00〜16:00
6/23（水）16:00〜17:00

各日2,310円（税込/教材費込）保険料110円

1,650円

はじめてのタップダンス

金曜日のリラックスヨーガ

EMI

野口泰史

タップダンスインストラクター

日本ヨーガ禅道友会

DECOオリジナルの粘土で可
愛いお花や小物を作ります。
世界に1つだけの素敵な作品
を楽しく作りましょう♪

音楽に合わせて基礎ステップ、
リズム遊びや振付などを少しず
つ学び、マイペースに楽しめる
講座です。様々なジャンルの音
楽で踊りましょう♪

仕事や家事で疲れている身
体を気持ち良く動かし、心身
共にリラックスしましょう。
無理なく楽しくやさしく、共
に味わいましょう。

第3（木）10:30〜12:30
月額2,750円（税込）〜

第2・4（水）19:40〜20:50
月額5,610円（税込）

第1・3（金）19:30〜21:00
月額4,070円（税込）

3/18、4/15（木）

2,200円

3/24、4/14、28（水）

550円

整理収納アドバイザー
全1回
２級認定講座

〜アメリカ発の片付け法〜
岩淵

都

日本ライフオーガナイザー協会
マスターライフオーガナイザー

佐々木優子

1日 4/25(日)・6/20(日)

1日 4/18(日)・6/20(日)

講座

講座

10:30〜17:30

22,000円（認定料・テキスト代含む/税込）
1,650円（サブテキスト代/税込）

Basic認定講座

親子の片づけマスター
インストラクター

西村仍里

栄養環境コーディネーター
認定講座

全1回

時短家事コーディネーター ®Basic認定講師

子どもの片付けに関して整理
収納の正しい知識を学ぶ事
で上手くいかなかった原因と
解決方法が明らかになりま
す。受講後、家に帰ってすぐに
実施することを学びます。

あなたは家事を一人で抱えて無理をしていませんか？
毎日頑張りすぎて疲れていませんか？時短家事コーディ
ネーター Basic認定講座では自分ら
しく、ゆとりある暮らしを手に入れる
ための時短家事の仕組みと考え方
を身に付けることができます。

1日 4/25(日)・5/23(日) 10:30〜16:30
講座

1日 5/16(日) 10:30〜16:30
講座

19,950円（税込）

10:30〜17:30

19,800円（税込）
20,900円（税込）

時短家事コーディネーター

全1回

1,650円（税込）

全1回

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

1日で資格が取れ、ハンドケアを通じてたくさんの人
を笑顔にできます。
自宅教室にも最適で、家庭、友人
など身近な人への活用ができるのはもちろん、医療・
介護・ボランティアなど多方面でも役立つ資格です。

親・子の片づけインストラクター

25,850円（税込/認定料込）

ハンドトリートメント
検定講座

全1回

2,035円

アメリカ発の片付け法ライフオーガ
ナイズを学ぶ講座です。
自分に合ったたのしい方法をみつ
けていきましょう！
！

23,100円（認定料・教材費含む/税込）
1,600円（テキスト代/税込）

2級認定講座

3/19、4/2、16（金）

2,805円

ライフオーガナイザー２級認定講座

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

カワバタキョウコ

クレヨンのようなパステルと指
を使って描くとってもおもしろ
いアート!!お子様でも簡単に楽
しめます。お絵かきが苦手で
も大丈夫！
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お問い合わせください。

1,650円

1日 4/4(日)・5/1(土)・6/5(土) 10:30〜17:30
講座

1,650円

1

伸びる可能性を音楽の力で大きく育てる

「おんがくランド」に夕方クラスが登場！

子供の健やかな発育と音楽を通し
て新しい可能性を育てる「おんがく
ランド」に夕方クラスが登場！働くマ
マがなかなか踏み出せなかった1歩
を全力で後押しします。保育園帰り、たくさんの音楽に
ふれ合う時間をお子様の成長に活かしてみませんか。

歳児 ピンキークラス
歳児 キンダークラス
《1年間・月3回・60分》 《1年間・月3回・60分》
（金）11:20〜12:20
月額5,313円（税込）

3,410円
500円

保育園おかえ
りクラス
おんがくランド【1〜3歳】

佐竹彩子

JEUGIAこども表現教室講師

年間教材費2,420円（税込） 年間教材費6,600円（税込）

※個人レッスンは要相談

〜粘土で作る花と小物〜

JEUGIAこども表現教室

0〜3歳のための音楽情操・リトミック

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。

アレグロクラス 小学校低学年

①月3回（水）15:00〜16:00
②月3回（木）15:00〜16:00
月額6,303円（税込）
年間教材費 6,050円（税込）

3/19、4/16、5/21（金）

おんがくランド
佐竹彩子

JEUGIAこども表現教室講師

主婦に人気！NPO法人ハウスキーピン
グ協会が認定する
「整理収納アドバイザ
ー２級」の資格を1日で取得できます。建
築・インテリア等、住まいに関わるプロ
の方も多数受講している資格講座です。

CAA日本チョークアーティスト協会
ME認定講師

3/22、4/26（月）

JEUGIAこども表現教室

幼児・小学生のピアノ入門コース

ドレミファらんど

吉川裕子

月3回（水）16:30〜20:30 の間[60分]
月3回（土）17:00〜20:30の間[60分]
月3回（日）10:00〜13:00の間[60分]
月額4,686円（税込）

長谷川真美

JEUGIAこども表現教室

CRAFT協会公認インストラクター

第3（金）10:30〜13:00
月額3,410円（税込）

3,080円
3,500円

3/24、31、4/14、28（水）

ハワイ州HOKU

ハワイアンリボンレイの技法を使ったアレ
ンジ小物をお楽しみ下さい。
本格的なレイ
も楽しんで頂けます。
バッグチャームやブレ
スレット、
チョーカーなどの小物から、
クリス
マスリース、
しめ縄などの季節のインテリア
小物まで色々な物を作って頂きます。

第2・4（水）10:15〜12:30
月額6,160円（税込）

南野深奈子

正しく美しい文字を学びながら集中力を高め、
一人一人に合わせた指導で漢字力もＵＰ！
毛筆・硬筆どちらも受講可能です。小さい
頃からきれいな字を学んでおきましょう。

第1・3（月）
【入門】16:30〜17:30
月額2,860円（税込）
【初級】17:30〜19:30
月額4,070円（税込）
1,885円

3/27、4/10、24、5/8（土）

3,080円

講座検索
ページは
こちら▶▶

創作ソーイング主宰

ピッコロクラス 3・4歳児

3/27、4/3、10、17（土）

将棋は年齢差を超えて楽しめる知的ゲームです。
入門クラスでは、まずは駒の種類や動き、ルール
を学びます。初級のクラスでは、初段の資格を目
標に、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
いたします。少年期の能力開発にも役立ちます。

【年少〜年長】
【年中〜小学3年】

3/22、29、4/5、12、19（月）

18:45〜20:00
月額7,920円（税込）

【年中〜年長】1,650円 ・【小学生〜】2,160円

こども将棋教室

3/22、4/12、26、5/10
（月）

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合わせた新しいスタ
イルのピアノ導入コースです。

月額5,903円（税込）
月額6,912円（税込）

浅井敬央

【小学5年生〜】月3〜4回
（木）

ちびっこ体操教室

第2・4（土）10:30〜12:00
月額5,060円（税込）

075-623-5371

①佐竹彩子・②後藤暁子

【小学生3年〜中学生】18:20〜19:20

【年少〜小学低学年】17:30〜18:15

3/21、4/4、18（日）

月額7,920円（税込）

大阪体育大学卒業 体操教室講師

京都学生祭典全国おどりコンテスト優勝
emyjo kids crew代表

【土曜日クラス】月3〜4回 ※土曜クラスの体験日はお問い合わせください。

【小学低学年】17:25〜18:40

1,573円

3/18、4/15（木）

1,650円（会員）
2,200円（非会員）
/ 通常は2,750円
1,650円

ヒップホップの基礎をベースに、体の幹
から大きく表現できるキッズを育てま
す。初めてさん大歓迎！ほんの少し勇気
を出して一緒にはじめてみませんか？
【火曜日クラス】月3〜4回

【小学生〜】
Kid's Stage JAZZ 【年中〜年長】
Teen's Free Style JAZZ 【小学5年生以上】

月額5,500円（税込）

（個人レッスンはご相談ください）

第2・4（月）10:30〜12:00
月額6,160円（税込）

洋裁経験50年の講師による新しいクラスです。
着やすく、
どんなデザインも個人個人の体形に合
わせて、世界に一着しかない作品を作って楽しみ
ます。経験のある方、初心者の方も、お気軽にお越
しください。

emyjo

【5歳〜】

ダンサー

【年中〜年長】16:30〜17:20

合唱の楽しさ、ハモることの
楽しさを一 緒 に体 感しませ
ん か？歌うことが 好 き！これ
だ けでOKで す。ぜ ひ 一 緒 に
歌いましょう！

山根理恵

新しいヒップホップクラスの登場です！未経験者、 【Kid's Stage JAZZ】
基礎のストレッチ、
リズムトレ 【Teen's Free Style JAZZ】
初心者からインストラクターを目指す
ーニングをしな がら、J-POP ダンスに必要な基礎とセンス
方まで大歓迎です。
リズムの取り方や
から洋楽まで楽しくはじけて を身につけて、様々なスタイ
踊りましょう！
基本をマスターしてかっこよく踊ろう！
ルのジャズをキレと流れを大
月3〜4回（木）
只今、初心者を中心に開講中！
切にカッコよく踊りましょう！

月3〜4回（金）17:30〜18:30
月額5,243円（税込）

大阪芸術大学演奏学科卒

上田ミチヨ

葉ちっく認定講師

ＳＡＹＵＫＩ

森井裕子

emyjo kids crew師範

大井麻衣

ピアノゆうゆう塾®京都洛南支部長
Executive認定講師

久野祐香理

憧れのアイドルになりきって元気
にダンス♪キラキラの笑顔で楽
しく踊れば、みんなアイドルです。
6〜10歳ぐらいのお友達同士で
わいわいやってます。

【5歳〜】

楽しくハモろう！合唱教室

脳を活性化させるための独自のメ
ソッドで、いきいきした音楽ライフ
を始めてみませんか？楽譜が読めな
くても心配はいりません。初心者に
は一本指から、経験者にはレベルに
合わせた奏法でご指導いたします。

2,585円

3,080円

時間はお問い合わせください。

ハワイアンリボンレイ アーヌエヌエ教室

はじめてのHIPHOP【年少〜中学生】

月額7,480円（税込） 第1・3（日）
月額8,800円（税込） 12:00〜13:00
月額4,070円（税込）
1,870円
3/20、27、4/3、
10、17（土）

2,585円

洋裁教室

アイドルダンスを踊ろう♥

月4回（土）
【幼児〜低学年】 14:00〜15:00
【中学年〜高学年】15:00〜16:00

10時〜20時

第1・3（日）9:50〜（個人40分）
第1・3（月）15:00〜17:40（個人40分）
月額6,160円（税込）
3/21、4/4、18（日）3/15、4/5、19（月）

葉ちっく つまみ細工教室

第3（木）10:30〜12:30
月額2,750円（税込）

2,860円
1,000円

4/13、27、5/11、25（火）

※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。

伝統技法にアレンジを加えた新しいつまみ細工です。
針も糸も使いません！季節に合わせた、花をモチーフ
にした作品を中心に初級を学びます。
お着物に合わせて使う髪飾りや帯どめ、又洋服でも使
えるようなアクセサリーなども作っていきます。
体験会では「ミツバチのラッキーチャーム」
を作ります。

クッキーにお砂糖と卵白で作ったクリームに色を
つけ、焼いたクッキーにデコレーション。心のこも
ったオンリーワンのプレゼントにいかがですか？

2F

ヴォイストレーナー シンガ―

ボイストレーニングから歌唱法まで、
基礎からしっかり個人レッスンしま
す。大好きな歌を、
もっと上手く歌い
たい！って思いませんか？姿勢や発声
法・呼吸法など丁寧に指導します。

月額5,170円（税込）

真弓ヒロ子

4/1、15、5/6、20（木）

ニュースも是非!

石橋康明

相愛大学音楽学部器楽学科ピアノ科卒

第2・4（火）
10:30〜12:00

歌声サロン健康唱歌認定講師
音楽療法インストラクター

2,585円

キッズボーカルレッスン【小学生〜】

〜音楽でアンチエイジング〜

第1・3（木）10:30〜12:00
月額5,170円（税込）

当会場の
TOPページは
こちらから

3/18、4/1、15、5/6、20（木）

2,310円

シニアのための脳トレピアノ®

〜健康増進＆ストレス発散〜懐かし
の名曲の数々を、ピアノの生演奏で
楽しく歌いましょう♪音楽経験がな
くても大丈夫。1人で歌うのは不安・・
という方も、
アットホームな雰囲気で
皆さん一緒に歌いましょう。楽しい脳
トレも取り入れていますよ。

●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。

第1・3（木）10:30〜11:40
月額5,170円（税込）

初めてでも大丈夫！片手でも大丈夫！キーボ
ードで楽しく素敵に演奏しましょう！各自の
レベルに応じたレッスンでゆっくり進めてい
きますので、お気軽にお越しください。グル
ープレッスンならではの、キーボードの合奏
にチャレンジ！音が合わさると楽しいですよ！

懐かしの歌声サロン
ありたみちよ

3/26、
4/9、
23、
5/14、
28
（金）
2,035円
月額4,070円（税込）

はじめよう！

国立音楽大学卒
元東京交響楽団員

FTPマットピラティス認定インストラクター

ピラティスで本来の正しい
姿勢、正しい呼吸法を習得
し不明な不調を改善しま
しょう。
健康で過ごせる毎日を。

キーボードアンサンブル

【3歳〜】

月額10,193円（税込）〜
ハワイアンリボンレイ

奥山久美子

17:30〜18:30
【親子】 16:30〜17:30
月額4,620円（税込）
17:30〜18:30
【小学中学年〜】

月3〜4回（水）14:00〜21:00（個人30分）
月3〜4回（木）14:00〜18:00（個人30分）

カポエラ・キッズカポエラ

ハワイアンフラ
インストラクター

【5歳〜】16:30〜17:30

1,540円

マットピラティス

ハワイの伝統文化「フラ」を基本から楽し
く学び、自然の大切さ、想像力、礼儀、
リズ
ム感を育みましょう。情緒豊かな心の成
長に、ぜひおススメします。親子での参加
も可能です。軽快なハワイアンのリズム
に合わせて、親子で楽しく踊りましょう！

ヴァイオリン
斉藤千代

3/28、4/4、11、18（日）

月額4,620円（税込）

親子ヨガ 【首がすわったお子さま〜
未就園児のお子様とママ】

美しい音色で人気のヴァイオリ
ン。体、頭の柔かい3歳頃から始
められ、大人でもすぐに出来るよ
うになります。みんなで合奏する
と最高に楽しいですよ。
人気講座につき木曜日に増設しました。

絵画教室

2,035円
300円

3/20、4/3、17（土）

お子様と一緒に楽しめるヨガク
ラスです。ママの身体の不調改
善・産後の骨盤ケア・スタイルア
ップのエクササイズと、お子様と
のふれあい遊びを行ないます。

アイシングクッキー

14:00〜15:00
15:15〜16:15

【4歳〜小学低学年】

3/17、4/7、21、5/12、19（水）

洋裁教室

ダンサー

みんなで楽しくヒップホップダンスを踊りましょう！
初めての方も、経験のある方も、気軽に体験レッスン
にお越しください。

第1・3（水）10:15〜11:15
月額4,510円（税込）

楽しく踊ろう！HIP HOP

3/21、4/4、18、5/2、16（日）

2,035円

楽しく踊ろう！ヒップホップダンス

【4歳〜小学生】

身近な素材を用いて子ども達の感性
を重視し自由で素直な表現力を養いま
す。絵画・工作など1レッスンで1作品を
仕上げ、お持ち帰りいただけます。
（内
容により、2回のレッスンで1作品仕上
げる場合もございます。）

清谷慶子

第1・3（日）17:00〜18:30
月額4,070円（税込）

こどもアトリエ
能勢まゆ子

Capoeira Geraisインストラクター

7,050円（テキスト代・認定料含む/税込）

森永典子

全1回

栄養環境コーディネーター認定講師

高齢者福祉、管理栄養を学ばれている方だけでなく 乳幼児、成長期
のお子様のママ、自宅介護の方へのお食事の栄養を考えている方に
も受講して頂きたい認定講座。最新のサイエンスをベースに、整理の
基礎理論から栄養の管理を応用したメソッド。どな
たでも分かりやすく
「必要と不必要の区別」を「食品
と健康状態の組み合わせ」を応用しならがら栄養を
コーディネートする力を身につけて頂きます。

1日 5/16(日) 10:30〜17:30
講座

16,500円（税込）
12,650円（税込/テキスト代、認定ライセンス料込）

