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犬服・ドッグウェアソーイング
新庄春美

レッツかんたんソーイング
新庄春美

大阪モード学園卒 スタジオはるみ主宰

愛犬に手作りの服を着せてお散歩
しませんか。思い描いた服や小物を
作るお手伝いをさせて頂きます。
お 気 に 入りの 洋 服 を 愛 犬 の 服 に
リメイク！

ミシン、お洋服作り未経験の方でも
簡単で素敵なお洋服作りができる
お手伝いをさせて頂きます。
［女性用の洋服を作ります。］

第2・4（日）13:00〜15:00
月額6,600円（税込）

9/12・26（日）10:30〜

1,650円

体美線T-HIRO代表
コンディショニングインストラクター

第1・3（金）14:15〜15:15
月額4,400円（税込）

第1・3（火）10:00〜11:00
月額4,070円（税込）

第2・4（木）11:10〜12:00
月額5,170円（税込）

9/7・21（火）10:00〜

2,200円

小西京美 監修
神村加代子

体美線T-HIRO代表
フィットネスインストラクター

多田裕子

健康維持を目標にフラダンス
を始めてみたい方向けの講座
です。ハワイアン音楽に合わ
せて身も心もリフレッシュ!

第1・3（金）13:00〜14:00
月額4,400円（税込）

第1・3（日）13:45〜14:45
月額4,840円（税込）

藤原萠乃

滋賀文教短期大学国文学科講師

9/13・10/11（月）10:00〜

ハワイアンリボンレイ

075-584-1512

山本素士

［電話受付］
10:00〜20:00

〒607-8075 京都市山科区音羽野田町1番地
西友山科店別館2F
総合TOPページは
こちらから

当会場の
TOPページは
こちらから

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!

検索 JEUGIAカルチャー

または体

入会金

円

https://culture.jeugia.co.jp

京都山本製革店

安恵隆司

革職人

嶋村愛香

全国大会5度優勝
2017年3バトン女子シニア世界第1位

多田裕子

体美線T-HIRO代表
フープダンスインストラクター

バトンを回してみたり、投げ
てみたり、色々なことにチャ
レンジします。見ている人を
驚 か せられる特 技 を 手 に
入れませんか。

フラフープで体幹を鍛えながら
楽しく踊ります♪こどもの成長期
による姿勢や筋力を整えていき
ます。音楽に合わせて踊ることで
リズム感も養えます。

第2・4（水）19:00〜20:30
月額5,060円（税込）

第2・4（土）10:00〜11:00
月額4,400円（税込）

9/8・22（水）19:00〜

こどものための書道教室

【硬筆・毛筆】
早川髙雲

年長〜中3

洋画家

絵画や工作など、
自ら創り出す
経験や達成感を通し、子供達
の感性を重視した自由で素直
な表現力を養います。中学生
の方にはご希望によりデッサ
ンの指導も致します。

第1・2・3（火）16：30〜18：30
月額5,280円（税込）

第1・3（木）18:45〜20:45
月額6,380円（税込）
1,760円

サックス♪レッスン
山下 楓

小4〜大人

第1（火）15:00〜17:00
月額2,970円（税込）

9/6・20（月）10:30〜

3,190円
250円

バイオリン教室【月曜日】 3歳〜

月3〜4回（月）
①15:00〜21:00の間（1回30分）
②15:00〜21:00の間（1回45分）
月額①11,000円〜（税込）②13,200円〜（税込）
9/6・13・20（月）15:00〜
2,200円

浅井 誠

原 三耶子

俳優

緒方順一

英語講師

田中小百合

第1・3（土）11:00〜12:30
月額6,270円（税込）

第1・3（木）12:30〜13:30
月額5,230円（税込）

第4（木）13:00〜15:00
月額2,970円（税込）

3,135円

粘土が銀になる！銀粘土アクセサリー
橋爪則子

日本貴金属粘土協会認定講師

銀 粘 土 を 好 き な 形 にし、
電 気 炉で 焼き上 げ、磨き、
オリジ ナ ル アクセ サリー
を作っていただけます。

2,640円

暮らしにお花を いけばな草月流
音羽富士桜

第2・4（水）10:00〜12:00
月額4,620円（税込）

2,805円
1,700円〜

9/13・27（水）10:00〜

日程はお問合せください。

9/23・10/28（木）13:00〜

こども体操教室

2,970円
①年少〜小2
②年長〜小5
③小学生

月額7,040円（税込）

花材費

2,310円
1,080円

③17:40〜18:30

9/1・8・15・22（水）各クラス

1,925円

毎月第1（金）13:00〜15:00

申込締切 各日3日前

【各講座全1回】5,500円（税込）

8,800円（税込/修了証込）

講座

藤田たかえ

ピンキークラス

キンダークラス

1,650円

山本さやか

9/21・10/19・11/16・12/21（火）
13:00〜18:00

【全1回】20,900円（税込/材料費・認定料込）

申込締切 各日10日前

JEUGIAこども表現教室講師

ピアノキッズ

ピアノプライマリー

3歳児（幼稚園年少） 幼児・小学生
月3〜4回
（水）
月3〜4回
（水）
（1年目）17:00〜 月額7,370円（税込）
15:00〜
月額6,820円（税込）（2年目）16:00〜 月額7,920円（税込）
ピアノキッズ … 9/22（水）15:00〜
ピアノプライマリー① … 9/22（水）17:00〜 1,650円

整理収納アドバイザー
2級認定講師

1日の受講で整理収納の基礎理論
から応用実例まで具体的な方法、
手順、
コツ、習慣、意識を学びます。
実例も多く片付けが苦手な方から
仕事に活かしたい方まで、
どなた
でも分かりやすい講座です。

8/31（火）
・9/26（日）
・10/31（日）
10:00〜17:00

申込締切 各日1週間前

全1回17,600円（税込） 7,100円（税込/テキスト代・認定料込）

練り切りアート®認定講師講座
西村淳子

TCマスタートレーナー

カラーボトルは心を映す
鏡！自 分と自 分 の 周りの
人の自己成長を手助けす
る色のメッセージを学び
ましょう！

2,200円

整理収納アドバイザー 2級認定講座

講座

TCカラーセラピスト講座

音楽への興味を引き出しながら楽しくピア
ノを学習します。音感の発達が著しいこの
時期に始めましょう。

7ヶ月〜
1 〜 2歳児
2 〜 3歳児
1年間・月3回（金）1年間・月3回（金）
月2回（金）
10:45〜11:45
11:45〜12:45
9:55〜10:45
月額4,290円（税込） 月額5,313円（税込） 月額5,313円（税込）
9/17（金）各クラス

1日

水嵜綾乃

JEUGIAこども表現教室講師

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。

ベビークラス

9/7・21（火）10:00〜11:00

ミュージックスクール

おんがくランド
水嵜綾乃

全4回35,200円（税込）メソッド代 1,100円（税込）認定料別途要

一社）国際トータルセラピスト協会・理事

日々疲れている頭皮・ハンド・足のマッサージを簡単に
しっかりとまなびませんか。資格講座なので他の方へも
施術ができます。
また、自身のスキルアップにも！
［水を使わない頭皮美容・ヘッドスパマッサージ基礎講座］
頭皮の血流と育毛効果・自律神経を整え、フェイスラインを美しく整えます。
［英国式ハンドリフレクソロジー初級講座］
脳の活性に効果があります。セルフマッサージとペアマッサージの両方が学べます。
［英国式フットリフレクソロジー基礎講座］
足裏の反射区を刺激し身体の不調を改善するコツや基礎知識を学びます。

小出勇輝 ファイブM講師
森本純矢
体操はあらゆるスポーツの
基 礎 を 作りま す。
マット・鉄
棒・トランポリン・平均台など
を利用し楽しく運動能力を高
（水）
めます。
プラス思考の指導で、月3〜4回
自信をもち積極的な人間に ①15:40〜16:30
成長するお手伝いをします。 ②16:40〜17:30

草月流顧問

いつでも、
どこでも、だれにでも
生けられる草月流。もう一度お
花をやってみ た い 方 や 気 軽 に
始めたい方向けの自由花クラス
で す。
この 他、昼クラス・夜クラ
スもあります。

第1・3（土）17:00〜19:00
月額5,610円（税込）
9/4・18（土）17:00〜

9/2・23（木）12:30〜

セラピスト基礎養成講座

［ヘッド・ハンド・フット］

1日

ピアノゆうゆう塾®Executive認定講師

【全4回】10/5・19・11/2・16（火）10:00〜11:30

1,650円〜2,200円（税込）

9/10・24（金）10:40〜

2,640円

目からウロコのピアノコーチング。脳が
いきいき若返る介護予防プログラムつ
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できます。
申込締切 1週間前

二胡講師

第2・4（金）
10:40〜15:50の間（1回30分）
月額7,370円（税込）

初心者から認定講師希望の方まで
西村弘美

釋 百恵

座り方や弓の持ち方などの基
本 を 中 心 に、日本 の 聞 き馴 染
みのある曲から譜面に慣れる
ようにすすめていきます。

脳トレピアノ®検定

全17回

日本カラーワイヤークラフト協会認定講師

第4（火）10:00〜12:00
月額2,860円（税込）

俳人協会会員

9/6・20（月）13:30〜

2,200円

カラーワイヤークラフトの技術を
基礎から身につけたい方の為の講
座です。初心者の方も安心して学
べ ま す 。カリキュラ ム を 通 じ て
［Basic5作品］
［ Advance7作品］
［Master 5作品］
と作品を作りなが
ら技術が学べます。
【全17回】

講座

楽しく歌って心と体をいきいき
させましょう。70'ポップスや歌
謡 曲 など聞き覚えのある懐 か
しい曲を歌います。楽譜が読め
なくても大丈夫！和やかなグル
ープレッスンです。

2,200円

二胡

ピアノゆうゆう塾® Executive認定講師

第1・3（月）13:30〜15:00
月額5,280円（税込）

カラーワイヤークラフト基礎講座

小5〜

1日

俳 句 がくらしの 一 部 に なると
ふだん目を留めないものに気
づくように なります。俳 句と親
しんでみませんか。

西村弘美

9/11・18・25（土）14:00〜

2,200円

歌って倶楽部 -UTAKURA-

大阪音楽大学 声楽科卒業

福田香里

基礎からゆっくり学びながら話せる
力を身につけていきます。みんなで
楽しい時間を過ごすなかでレ ベル
アップを目指しましょう。

9/11・18・25（土）16:00〜

1,540円

声楽・ソルフェージュ

ベーシスト

ＴＶや映画でおなじみのチャン
バラを誰でも楽しく簡単に安全
に。現役俳優が優しく指導します。
スター気分で楽しみましょう。

9/4・18（土）11:00〜

月3〜4回（土）14:00〜15:00
月額7,700円（税込）

9/8・22（水）10:00〜

第2・4（木）18:00〜21:00の間（1回30分）
月額9,020円〜（税込）
9/9・23（木）18:00〜
2,200円

大人リーナ

月3〜4回（土）16:00〜17:00
月額7,700円（税込）

2,035円

ベースがないと始まらないっ！と言わ
れるほど、アンサンブルの要となる
エレキベース。そして今注目のウクレ
レベース。楽譜が読めなくても大丈
夫。あなたのやってみたいを叶えます。
リズム感と音感を
身につけることができるのでお子さまにもオススメです。

小1〜高3

月3〜4回（土）15:00〜15:45
月額5,500円（税込）

第2・4（水）
10:00〜13:00の間（1回30分）
月額7,370円（税込）

ベース教室＆ウクレレ

ジュニアバレエ

健康で美しく華やかに!をモットーに、美しい所作や
美姿勢をバレエレッスンで手に入れませんか。バーレッ
スンから始まり、バレエステップ
や回転、歩き方や立ち姿のレッ
スンをみんなで楽しみましょう。

歌は心に潤いと安らぎを与えてくれます。正しい発声法で
日本の抒情歌や世界の名曲を歌いましょう♪お腹の底から
声を出して歌いましょう！楽譜が
読めなくても大丈夫です。
ソルフ
ェージュの指導も可能です。

レッツ俳句

やさしい英語・英会話

大人のための
クラシックバレエ

伊藤 静

［エレキベース・ウクレレベース］
土井重彰

愛知県立芸術大学卒業

キッズバレエ

公益社団法人日本バレエ協会会員
Mai École de Ballet主宰

解剖学を用いて科学的にバレエ
の基礎を学び、個人の発育に合
わせてトゥ・シューズレッスンも
行います。

ダンサー

9/11・25（土）18:50〜

第2・4（土）
17:30〜21:00の間（1回30分）
月額9,240円〜（税込）
9/11・25（土）17:30〜

中1〜大人

小1〜大人

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!
鳥居 舞

9/11・18・25（土）15:00〜

アイドルダンス〜J-POPで踊ろう!〜

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!

講座検索
ページは
こちら▶▶

Mai École de Ballet（マイ エコール ド バレエ）
3歳〜6歳

2,970円
900円

9/7・10/5（火）15:00〜

2,585円

憧れのお稽古事バレエでは、基礎
レッスンやストレッチで美姿勢・
リズ ム 感・行 儀 作 法 を 学 び 輝く
子供に変身!

2,200円

第2・4（土）18:50〜19：50
月額4,070円（税込）

小さなお子さまから、初心者・大人の方
まで好きな曲をバイオリンで演奏できま
すよ♪プロが楽しく丁寧に指導致します。

大人のチャンバラ教室

9/11・25（土）11:15〜

SAYUKI

サックスに触れることが初めての方から経験者の
方まで、一人一人のご希望に合わせてのレッスン
を致します。

2,200円

体美線T-HIRO代表
フィットネスインストラクター

あこがれのアイドルになりきって
元気にダンス!!今流行りのアイド
ルやJ-POPの曲に合わせて踊り
ましょう♪キラキラの笑顔で楽
しくステップをふめば、みんなが
アイドルです。

9/2・16（木）18:45〜

千葉安純

サキソフォンインストラクター

4歳〜小6

新制作協会協友

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
むけさせるよう指導致します。書の
書き方や字の形のコツを教えて、
個別に丁寧に指導していきます。

9/7・14・21（火）16:30〜

2,200円

たおだ由里子

ローズウィンドウ

平田朝子認定ローズウィンドウ講師
光のアートOnde 〜認定アドバイザー

第1・3（月）10:30〜12:30
月額5,170円（税込）

5歳〜10歳

第2・4（土）11:15〜12:15
月額4,400円（税込）

こども美術アトリエ
能勢まゆ子

明和書道代表
文化教育書道連盟関西支局長

多田裕子

〜ヨーロッパ発の切り絵〜

京都日本画家協会理事 日本美術院研究会員
兵庫県日本画家連盟理事長

第2・4（土）19:00〜20:30
月額5,940円（税込）
2,970円
800円

3,300円
1,000円

9/7・10/5（火）10:00〜

薄い色紙を切って重ねて教
会のステンドグラスのような
作品を作ります。
身近にある
工作の材料で気軽に楽しめ
ます。美しい色合いを楽しみ
ましょう。

9/11・25（土）19:00〜

Kids リズムダンス

3,135円
500円

第1（火）10:00〜12:00
月額3,300円（税込）

日本画を難しく考えず、
まずは
絵を描く楽しさを共に味わって
みませんか。
スケッチのポイン
トから指導します。

割引

ヒット曲に合わせて踊りな
がらス ポ ー ツ に も役 立 つ
リズム感や体力アップに繋
げます。こどもの 成 長 期 に
大 切 な 体 力・筋 力・リズ ム
感を養います。

9/11・25（土）10:00〜

2,530円

小1〜小6

※写真はイメージです。

自分だけのオリジナル革小物や
鞄を作ってみませんか。
初心者の方から、
本格的技術を
学びたい方まで、
歓迎いたします！

（税込）

Kids フープダンス

つまみ細工普及協会認定講師

針や糸を使わずボンドを使用し
基本のつまみ方から進めていき
ます。
季節の花を取り入れた小物
やアクセサリーなどを制作します。
初めての方も気軽に始められます。

やさしい日本画

●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。

バトントワーリング教室 3歳〜小6

村田一代

9/ 2・16（木）13:00〜
9/10・24（金）19:00〜

2,750円

1,980円

はじめてのつまみ細工

占術師

第1・3（木）13:00〜14:30
第2・4（金）19:00〜20:30
月額6,270円（税込）

革職人とつくるレザークラフト

●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》

9/6・20（月）13:30〜

2,420円

イーチン（易）タロットは、
64枚のカードから偶然に
引 い た 結 果を読 み 取りま
す。絵にかくされた秘密は。

第2（月）10:00〜11:30
月額2,750円（税込）

パフォーマー

第1・3（月）13:30〜14:30
月額3,960円（税込）

イーチン（易）タロットをまなぼう

気軽に 源氏物語
「光源氏という名前は誰がつけたのか」
など、
毎回テーマを設定して楽しみながら
各巻の魅力に迫ります。
源氏物語を読む
ことで日本人が大切にしてきた
考えや伝統・日本語の魅力を再
発見していきます。

土曜こども書道

パーカーズ

日常の動きが基になっているパントマイム。見た目
に無駄のない動きを目指していく中で美しく健康的
な動作を身につけていき
ます。パントマイムを通し
て自分の身体を好きにな
りましょう!

9/5・10/3・17・31（日）13:45〜

2,200円

2,585円

パントマイム講座

ハーラウ フラ オ マカロコマイカイ主宰
小西京美 監修

ヒット曲に合わせて楽しく踊りな
がら全身運動をすることで日ごろ
使わない筋肉を刺激し燃焼力を
アップ!脂肪やむくみ、
ストレスを
ダンスで発散・燃焼させましょう!

はじめてのエレキギター＆アコースティックギター

9/9・23（木）11:10〜

2,035円

シニアの為の健康フラダンス

ダイエット アイドルダンス

池田大輔

はじめてのデコパージュ

THD,Japan 〜日本総合健康指導協会〜
公認認定カキラリスト

身体のカタイ方でも椅子に座って
楽々。ゆっくり自然な動きでろっ骨
などの関節を動かし、慢性不調も
改善。音楽に合わせてどなたでも
楽しく続けられます。

クラフトバンド基礎講座

レザークラフト

武田木綿子

アロマの香りに包まれなが
ら行うヨガ で す。たっぷり
呼 吸 をして 心 身 の 疲 れ を
癒しましょう。

9/3・17（金）13:00〜
アロマヨガ

〜椅子カキラ〜

ヨガインストラクター

やわらかいボールを使って身体の
機能を整えます。
筋肉疲労やカラダ
の不調が気になる方へオススメし
ます。
日常生活を快適にラクに動け
る身体作りを目指しましょう。

9/3・17（金）14:15〜

犬服ドッグウェア

RICA

1,650円

座ったままで無理なく健康体操

アロマヨガ

ちびボールで楽々たいそう

絵画造形教室こどものひみつ基地

※体験作品です

第2・4（日）10:30〜12:30
月額6,380円（税込）

9/12・26（日）13:00〜

多田裕子

大阪モード学園卒 スタジオはるみ主宰

JSA練り切りアート® 講師

日本の伝統文化である和菓子の講
師になってみませんか。初心者でも
お店に並んでいるような和菓子が
出来ます。12時間で40種類の必要
な技術が学べます。資格取得後は
教室や講師養成講座を開催できます。

【全3回】

［土曜日コース］申込締切 9/11（土）まで

9/18・10/30・11/20（土）13:00〜17:00

［日曜日コース］申込締切 9/12（日）まで

【全3回】79,200円（税込）

36,223円（税込）

9/19・10/3・31（日）13:00〜17:00 22,000円（税込）

歌おう！踊ろう！演技しよう！未来につながる可能性

木下めぐみ

こどもläraミュージカル
専任講師

幼児から小学生対象のステージパフォ
ーマンスクラス。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いきます。

ミュージカルランド
ミュージカルクラブ
【年中〜小1】
【小2〜小5】
月3〜4回（月）15:40〜16:55 月3〜4回（月）16:20〜17:50
月額8,470円（税込）
月額9,020円（税込）
9/27（月）各クラス

1,650円

