2022.１月

● 見つけよう 新しい自分 素敵な仲間 ●

リニューアル

松井山手

造形絵画教室こどものひみつ基地
藤兼和子 こどものひみつ基地講師 4歳〜小学6年
幼児から小学生対象の造形絵画教室。立体
工作、平面構成、
絵画など五感を刺激し,子ど
も達の「描きたい気持ち」
「つくりたい気持ち」
を大切にして
「自由な発想や感性」
を引き出
します。

第4(木)17:00〜18:30
月額2,750円(税込)

1/27㈭・2/24㈭

2,750円
500円

かわいいこどものフラガール ケイキフラ
EIKO

Maka Onaona Hula studioインストラクター 小学生〜

1/25(火)・2/8(火)

ポップス・ミュージカルの指導をメイ
ンにご希望に沿ったレッスンをいたし
ます。
まずはご相談下さい。

1/26㈬・2/9㈬

フェイクスイーツデコ

1/15㈯・2/5㈯

2,200円

マクラメインテリア＆アクセサリー
松原ルミ

スイーツデコ講師

リアルで可愛いスイーツデコ作
品を粘土やホイップ等を使って
毎月1個作品を作ります。初め
ての方でも簡単に作れます。

楽習フォーラム
マクラメジュエリー認定講師

第1(木)10:00〜12:00
月額3,300円(税込)

1/14㈮・2/11㈮

2,750円

2/3㈭

1,650円

3,300円

Yu

4歳〜小学生

コースター 1,500円またはネックレス2,500円

〜暮らしの中の布箱〜

Atelier Shellen 主宰

2,860円

800円

宗村美記

仲本文絵

山田敬子

かわいく、かっこよく墨文字を書いてみ
たい方、筆ペンを使ってアートな文字
を描いてみよう！ハガキや色紙に描い
て送ったり、飾ったり楽しみましょう。

第1(木)10:00〜13:00
月額3,300円(税込)

第3(木)10:30〜12:00
月額2,750円(税込)

2/3㈭

1,650円

1/20㈭・2/17㈭

550円

裏千家流茶道（大人）
（こども）
田中宗悦

五感を磨き
運気もアップ

山口純子

裏千家教授

第1・3(火)14:00〜16:00
月額4,400円(税込)

︻こども︼

︻大人︼

初心者の方には基礎から丁寧にゆっくりと指導
いたします。座る事の苦手な方は立礼式(椅子)
で学んでいただけます。

第4(土)10:00〜11:30
月額1,760円(税込)

1/18㈫・2/1㈫

1/22㈯・2/26㈯

1,100円

1,100円

はじめてのドラム
出野博幸

初めてドラムされる方用のドラムレッス
ンです。基礎から楽しく学んでいきます。
曲も難しくない内容でレクチャーしてい
きます。
ストレス解消にドラムを！
［1回30分］※時間はお問い合せ下さい

西村利香

フルート奏者

フルートの有名な曲目から
ポップスまで幅広く、楽しく
アンサンブルしましょう

第2・4(日)15:00〜16:00
月額5,610円(税込)
1/23㈰・2/13㈰

四季折々の和文化講座

2,200円

〈全3回トライアルレッスン〉

ギター・DTMを始めよう
井上耕一

ギタリスト・作曲家

ギターを始めてみませんか？まずは3回か
ら気軽にレッスンしてみましょう。開講日は
ご自由にお決め頂けます。
ご相談ください。

第1・3(水)17:00〜20:00［1回30分］
※時間はお問い合せ下さい
1,650円

開沼建二郎

全3回10,890円(税込)

※時間はお問い合せ下さい

1/31㈪・2/7㈪

2,200円

脳トレピアノ®検定〜認定講師養成講座〜
鷲山和貴子

【全1回】

テキスト代1,650円

豆腐マイスター協会認定講師

ピアノゆうゆう塾 exective認定講師〈全2回〉

目からウロコのピアノコーチング！介護予防の
プログラム付の日常生活にも活かせる楽しい
メソッドを考案。検定終了後は自宅、施設等で
活かせるスキルが身につきます。

第2・4（金）各13:00〜16:00
全2回35,200円(税込)
1,100円(税込) ※認定料別途要 2/4㈮13:00〜14:00

特別
講座

要

入会不

【全1回】

1/29㈯・2/5㈯

2,200円

日本清掃収納協会 清掃マイスター 1級認定指導員【全1回】

清水

都

京都検定1級マイスター

【全1回】

京都の町の魅力をお伝えします。
京都検定を受けてみたい方にもお
ススメです。歴史・人々・神社仏閣・
しきたり・伝説など、知って見るとも
っと楽しい京都を再発見できます！

1/19㈬ 10:30〜12:00
全1回2,750円(税込)

資料代 50円

特別
講座

日本清掃収納協会 片づけ収納マイスター 1級認定講師【全1回】

全1回9,900円(税込)

テキスト代・認定料 9,900円

【オンライン】発達支援教育士認定講座

要

入会不

魚林佐起子 発達支援教育認定講師【全1回】

全1回16,500円(税込)

要

入会不

教材費・認定料 7,150円

［申込締切 2/5㈯］

当チラシに掲載の他にも
多数各種講座があります

全150講座以上
ホームページをご覧ください!

【入会と受講のご案内】●入会金は5,500円(税込)で何講座でも
受講できます。但し、各講座所定の受講料等は必要となりま
【全1回】 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3 ヵ月前納制です。
●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
は消費税を含みます。
●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。

はじめての数秘入門講座
Hiroko

はづき数秘認定講師

人類最高の智慧と言われているカバラ
数秘術。誕生日で導きだされる数字から
人生のシナリオを解読しませんか。

1/20㈭ 10:00〜11:30
［申込締切 1/17㈪］

中川智子

2/6㈰ 10:30〜16:30

特別
講座

京都大好き〜 楽しく学ぶ京都学

片づけ収納マイスター 2級認定講座

2/21㈪ 10:30〜13:30

特別
講座

要

要

入会不

2,530円

片づけられない心理の理解や物があふれる
仕組みを学びます。〜憂鬱な年末の大掃除。
ぜひこの機会にお片付け術を学んでみませ
んか？〜

1/23㈰・2/10㈭ 9:30〜16:00［申込締切 各1週間前］

入会不

特別
講座

今、お掃除は予防する時代に変わってきています。手
間ヒマかけずに予防する！楽にお掃除ができる術を
お教えいたします！3時間で2級認定講座が修得で
き、楽しくきれいな空間を手に入れる事ができます。

発達障害・グレーゾーンと言われる子どもたちの日々
の生活をサポートするためのアイデアやヒントをご紹
介します。子ども達が社会の中で、家庭の中で、役割を
持てる人に成長できるよう、関わりを持つ身近な人た
ちが子どもの自立を促す方法を一緒に考えます。

テキスト代、材料費、認定料 9,350円

水野弘子バレエ学園主宰

第1・3(土)11:00〜12:00
月額5,060円(税込)

1/22㈯ 10:30〜14:30［申込締切 1/15㈯］
全1回11,000円(税込)

800円

大人から始めるバレエレッスン
片山真瑛

清掃マイスター 2級認定講座
中川智子

2,860円

全くの初心者でも始められる入門・初級クラ
スです。美しい姿勢が身につき、心身と脳の
活性にも効果大です。
クラシックの音色に乗
って、優雅に踊ってみましょう。

テキスト代・認定料 9,900円［申込締切 2/20㈰］

豆腐マイスターベーシック講座
池戸利恵

1/26㈬・2/23㈬

2,200円

全1回9,900円(税込)

豆腐を選べる、使える、つくれる、
日本で初め
ての豆腐の食育資格。高い豆腐と安い豆腐
の違いや豆腐の歴史などについて試食を交
えながら学びます。講座では豆乳から手作り
豆腐を作ります。

第1・3(月)17:00〜20:00［1回45分］
月額8,470円(税込)

要

入会不

弾く場所や人を選ばない可愛らしい楽
器ウクレレ、
哀愁漂うギター。
初めて楽器
を弾く方、個人でじっくりとレッスンした
い方にお勧めです。

2,200円

全1回22,000円(税込)

特別
講座

ウクレレ講師

第4（水）10:30〜12:30
月額2,860円(税込)

関西二期会会員

1/26㈬・2/9㈬

1,980円

日本ヴォーグ社
ヘリテージDECO講師

「切る」
「貼る」
「塗る」の か ん た
ん3ステップでハイクオリティな
インテリアの出来上がりです。

月額6,380円(税込)

1/30㈰ 10:30〜17:30［申込締切 1/23㈰］

夜のウクレレ・ギター教室

ウクレレ講師

岩淵 都

山本利絵

第2・4(水)15:00〜20:30［1回30分］

アメリカ発の片付け方、
ライフオーガナイズを
学ぶ講座です。
『片づけ=捨てる』
ではなく空間
と物だけに着目するのではなく、
そこに住まう
『人』にとっての快適をみつけていきます。

3,300円

岸本幾美

1,980円

〜日本ヴォーグ社ヘリテージDECO 〜

楊名時健康太極拳指導員

1/26㈬・2/23㈬

4歳〜

暁書法学院講師

新しいデコパージュ

大人のヴォイストレーニング

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

子ども書道 水曜クラス

1/19㈬・2/2㈬

第2・4(水)10:00〜11:30
月額4,400円(税込)

ライフオーガナイザー 2級認定講座

幼児〜小学生

月額4,510円(税込)
16:00〜16:45 幼児クラス
月額4,730円(税込)
16:45〜17:45 小学生クラス
1/18㈫・2/15㈫ 〈幼児〉2,255円〈小学生〉2,365円

佐々木典子

楊名時健康太極拳は年齢や体力を問わずにできる
健康増進法です。体をゆっくり動かして、
身体と心を
元気にします。意識、呼吸、動作をひとつにすること
で、気の流れがよくなります。

2,310円

無料

第1・3(火)

1,100円

※時間はお問い合せ下さい

要

ダンサー
振付師

第1・3(水)16:00〜19:00
月額3,960円(税込)

美月

入会金

※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1・3(土)16:30〜17:30
月額4,070円(税込)

第1・3(金)10:00〜11:00
月額3,960円(税込)

入会不

豊田文緒

年長〜

個々の希望や年齢に合わせたヴォイス
トレーニングです。

韓国語講師

第2(木)・第4(金)15:30〜16:30
月額6,600円(税込)
1/28㈮・2/10㈭

2,750円

第2・4(金)10:00〜12:30
［1回45分]※時間はお問い合せ下さい
月額8,470円(税込)
1/28㈮・2/11㈮

〜今が始め時〜

月額4,180円(税込)
1/25㈫
月額4,510円(税込)
2/8㈫
月額4,510円(税込) 1,100円

ヨガの基本をバランス良く取り入れたクラ
スです。柔軟性を養い、体幹を鍛えることが
できます。丁寧にレッスンを進めますのでヨ
ガが初めてでも安心してご参加頂けます。

特別
講座

満65歳 以上の方は

㈪
2/28
まで

硬筆・毛筆が学べます。正しい持
ち方や書き順が身につき、美しい
文字とともに集中力も養えます。

全米ヨガライアンス認定講師・陰ヨガ指導者養成講座修了

1/21㈮・2/18㈮

憧れの韓国旅行へ行くために、文化を学
び、旅先でのマナーやコミュニケーション
を取る方法を楽しく学びましょう。
まだ韓国
に行ったことのない方大歓迎です。

第2(月)14:00〜15:30
月額2,750円(税込)
1/10㈪・2/14㈪

2,200円
500円

トラベル韓国語会話レッスン
山口千里

伝統行事や季節のおもてなし、
しつら
え、縁起の良いお茶など和文化をカジュ
アルに生活に取り入れてみませんか？邪
気払いでき、運気もアップしますよ！

ウクレレの持ち方・音の出し方から
丁寧にレッスンします。楽器がはじ
めての方でもたのしくメロディー
を奏でることができますよ。

第1・3(木)13:00〜17:00

フルートアンサンブル

1/14㈮・2/11㈮

紙代100円

和文化アンバサダー

森田ちひろ

1/20㈭・2/3㈭

第2(金)10:00〜12:00
月額3,080円(税込)

シニア 割

親子での参加もOK！ダンス経験不問！コミュニケ
ーションを大切に、簡単な振付で楽しく踊ります。
ダンスの基礎だけでなく創造力、表現力も身に
付きます。

テラダダンススタジオ・京都ダンス教師協会常任理事

1/26㈬・2/23㈬

特典

自分の足をパーカッションにして音楽を
奏でましょう。
リズム感を覚え、バランス
感覚を養いながら、気持ちの良いエクサ
サイズとしても楽しめます♪

楊名時健康太極拳

モーニングヨガ
伊藤淑恵

南米パラグアイの伝統工芸ニャンドゥ
ティアカデミーのカリキュラムにそって
基礎から上級まで学んで頂けます。

ウクレレ個人レッスン

ドラム講師

月額5,940円(税込)

2,750円

社交ダンス

ニャンドゥティアカデミー認定講師

JDAC認定ダンス指導員

1/29㈯・2/5㈯

第2・4(水)13:00〜14:00
月額4,620円(税込)

2/14㈪

Yukky

1,870円

第2(月)10:00〜12:00
月額2,860円(税込)

南米パラグアイの伝統工芸 ニャンドゥティ

陶芸と聞くと簡単に出来ない
難しいと思いがちですが泥遊
び感覚で楽しく自分の思うま
まに作品を作ってみませんか。

月額4,620円(税込)
月額7,480円(税込)

フランス生まれのおしゃれな手工芸。
厚紙を好きな大きさに切って箱を組み
立て、素敵な布や紙を飾って、
オリジナ
ルの箱を作りましょう。

字遊書道〜筆ペンアート文字〜
AtelierFuu主宰

第1・3(土)16:00〜17:00
月4回(土)17:00〜18:00

寺田和生

ピアノ講師

も
いつで

期間
2022年

こどもタップダンス

0歳半〜 3歳

誰でも踊れるテーマパークダンシング
年中〜

ダンサー ダンスインストラクター

社交ダンスをはじめて習う方、
ブランクの
長い方向けの講座です。簡単なステップ
から始めますので自信がない方でもご安
心して参加下さい。基本となる姿勢(立ち
方)ウォークからレッスンいたします。

自由に！
！陶芸教室
陶芸講師

1,430円

1/29㈯・2/19㈯

大森貴世

11:00〜11:40 0歳〜1歳
第2・4
11:50〜12:40 1歳〜2歳
(火)
12:50〜13:40 2歳〜3歳

楽しく身体を動かしながら、かっこよくダンスを踊ろ
う！優しい先生が丁寧に指導します。
ダンスが初めて
でもお任せください。

1,100円

半額

お子様の成長に合わせて、音楽を聴いたり・歌った
り・リズムで動いたり、感性を素直に伸ばすリトミッ
ク教室です。
フォレット
〈森〉の木々のように、すくす
く・ぐんぐん！さぁ、音楽とともだちになろう♪

HIPHOP DANCE

イギリス人講師

はじめてのカルトナージュ
柳原和美

マクラメとはひもを結ぶことにより装飾・模
様が生まれる編み方の技法のことです。基
本の約5作品の後は、
自由に作りたい作品
に取り組んでいただけます。

第2(金)14:00〜16:00
月額2,750円(税込)

1/25㈫・2/8㈫

2,145円

入会金

通常5,500円➡2,750円(税込)

ニュースも是非!

奈良県合気道連盟会長

月4回(火)17:00〜18:00［初級］
18:10〜19:10［中級］
月額5,720円(税込)

第1・3(土)10:00〜10:40
月額4,400円(税込)

月額7,260円(税込)

全日本合気道連盟理事

ル特典

リニューア

当会場の
TOPページは
こちらから

キッズリトミック教室 フォレット

5歳〜

合気道はあらゆることから身を護る武
道として人気が高く、礼儀作法・体力作
り・精神修養に役立ちます。

英国のネイティブスピーカーが楽しい
英語コースを提供します。
オリジナル教
材とゲームで遊びと勉強が同時にでき
ます。

第2・4(水)17:00〜20:30

1/22㈯・2/12㈯

武田章子

キット・ジェイミー

JEUGIAカルチャー

こども合気道
窪田育弘

Kid's English
小学生〜

ボイストレーナー

【電話受付】10時〜20時 ※土日祝18時迄

Maka Onaona Hula studioインストラクター

1/25(火)・2/8(火)

1,980円

［1回30分］
※時間はお問い合せ下さい

1,650円

EIKO

0774-64-7170

ホームページからもお申込み承ります

笑顔で踊る はじめてのハワイアンフラ

第2・4(火)19:30〜21:00
月額4,290円(税込)

大持秀康

月3回(土)
18:10〜19:10
月額4,950円(税込)

BRANCH松井山手2F

第2・4(火)18:30 〜 19:30
月額3,960円(税込)

キッズボーカル

音楽に合わせバトンを回しながら身体を動かします。
楽しさ・表現力・リズム感が自然に身につきます。
スマイル！

京都府京田辺市山手中央3-2

初めての方を対象に基本的なステップ、
指や手の動きから丁寧に教えます。
ハワイアンミュージックに合わせて楽し
いひと時をフラで過ごしませんか。

加納靖子

4歳〜小学生

BRANCH
松井山手

〒610-0356

初めての方でも大丈夫です。基本的なこ
とから丁寧に教えます。ハワイアンの音
楽にあわせて子供ならではの表現力、
笑顔で一緒にフラを踊りましょう。

キッズバトントワリング
ヤスコバトンスクール主宰

ブランチ

全1回3,300円(税込)

材料費1,750円
（カルテ付き）

受 ＝受講料 体 ＝体験料 材 ＝材料費・教材費等
［申込締切 1/18㈫］

JEUGIAカルチャーセンターは全国52会場有り［㈱十字屋／本社：京都市］

