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● 見つけよう 新しい自分 素敵な仲間 ●

発行月：2022年2月

レザークラフト
石橋孝生

戸塚刺しゅう [月1回クラス]

高校生以上

岡本朋子

レザークラフト1級講師

世界に一つの作品を楽しく作りましょう！初歩から順
を追って指導致します。マイペースで楽しみながら
小物からカバン等お好みのオリジナル作品が制作
できます。
インストラクターの資格取得も可能。

第2・4（月）13:00〜15:00
第2・4（土）16:00〜18:00 /18:30〜20:30
月額6,160円（税込）

2,750円

第3（月）13:00〜15:30
月額3,850円（税込）

1,000円程度

2/28・3/14・28（月）13:00〜 3/12・26（土）16:00〜 3/12・26（土）18:30〜

ゴスペル♪エクササイズ
永谷

聡

ベース教室＆ウクレレベース

太極拳のゆるやかな円を描く動作を基本とし専用の
ラケットと砂の入ったボールを使用して音楽に合わ
せて気持ちよくボールをキャッチします。ゆっくりと
ラケットでボールをキャッチすることで身体に程
よい負荷を与える健康スポーツです。

第1・3（土）19:30〜21:00
月額6,270円（税込）

第1・3（火）15:00〜16:15
月額4,400円（税込）
3/1・15・4/5・19（火）15:00〜

2,200円

ホルン講座
浅野茉友香

12歳〜

和久井カツヒデ

3/8・22・4/12・26（火）15:00〜

和紙ちぎり絵

第1・3（木）14:45〜16:15
第2・4（金）19:00〜20:30
月額6,270円（税込）

初めてのドラム【月曜】

〒607-8075 京都市山科区音羽野田町1番地
西友山科店別館2F

ご入会
体験当日

★割引キャンペーン★

3/31㈭

まで

期間：2022年

または体

入会金

円

https://culture.jeugia.co.jp

検索 JEUGIAカルチャー

割引

いつでも特典

会員様のご家族は

同時入会

2名 様以上

（税込）

「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!

に
入会の方
験なしでご

で

入会金 みんなでお得!

550 円 割引
（税込）

シニア割 入会金
65歳以上 無料

いつでも特典

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

出野博幸

多田裕子

ドラム講師

基礎から演奏テクニックの習得
まで、初心者も楽しく学べます。
お子さまからシニア・ミドルの方
まで。バンドをやりたい方、テクニ
ックを磨きたい方も大歓迎!

第1・3（月）
15:30〜18:00 の間（1回30分）
月額5,950円（税込）
3/21（月）15:30〜

書道・漢字・硬筆教室

今井詠子

北村東暉

Classroom KiraKira主宰

水明書道会評議委員
京都書道連盟理事

吹留月子

ブルームＮ認定講師

クラフトバンド(丈夫で水にも強い紙
でできた紐)を使って、小物入れやカ
ゴやバッグを作ります。竹かごを編む
ようにクラフトバンドを編んだり貼っ
たりして製作します。色々な編み方を
基礎から学べます。

水 明 書 道 会 の "生 活 の 中 に 書 道 を”
の 言 葉 通り、月刊”水 明"誌を中 心 に
して、書 道 に親しんで い た だき勉 強
します。

樹脂粘土と絵の具を基本
材料とし、
自然乾燥だけ
で 透 明 感 の ある花々や
季節のクラフトをつくり
ます。

第1（月）13:00〜15:00
月額2,750円（税込）

第2・4（水）13:00〜15:00
月額5,170円（税込）

第3（火）10:00〜12:30
月額3,520円（税込）

2,750円
800円

3/7・4/4（月）13:00〜

ベリーダンス
町田玲伊

3/9・23（水）13:00〜

西川マリコ

全ての女性が持っている美しさ
を最 大 限 に 引き出 せるベリー
ダンス。内 面 外 見、共 に 美しく
なりましょう♡

小西京美

Ka Pa Ha'a O Napuaonipoa主宰

タヒチアンミュージックやドラム
ビートに乗せてベーシックステップ
(基礎)から、曲・リズムに合わせての
踊りを習得します。

月4回（木）13:30〜14:30
月額9,460円（税込）

小学生からの

KIDS英語

楽しいボイストレーニング 小1〜中3

伊豆田弘子

元 宝塚歌劇団

姿勢や口の開け方など、発声を通
して元宝塚歌劇団の講師が丁寧に
指導致します。ボイストレーニング
を中 心 に様々な 歌を歌うた め の
基礎力をつけましょう♪

田中京子

英語講師

身近な物の名前やいつも話している会話などから
アルファベットの文字や言葉に親しんでいきます。

月3〜4回（金）【初級】月額7,480円（税込）
15:45〜16:35 【中級】月額8,580円（税込）
16:40〜17:30 【上級】月額9,680円（税込）
17:30〜18:20 ※レベルはお問い合わせください。

第1・3（火）
18:00〜20:30の間（1回30分）
月額7,370円（税込）
3/1・15（火）18:00〜

3/4・11・18
（金）各クラス

2,200円

※商工会議所検定試験資格取得可

月4回（木）17:15〜18:15 月額6,380円（税込）
第1･3（土）10:00〜11:00 月額3,630円（税込）
3/10・17・24・31（木）17:15〜
1,595円
3/5・19（土）10:00〜

【初級】2,244円
【中級】2,574円
【上級】2,904円

シニアの為の30分体操

カラーワイヤークラフト基礎講座

痛み改善 脳トレ体操 バランスダイエットコース イス ☆ 楽体操
濱口美由紀

㈱ファイブＭ
インストラクター

頭を使いながら身体を動かす脳
トレ体操です。腰痛・ひざ痛・肩痛
を改善して若返りましょう。

月3〜4回（水）10:10〜11:00
月額7,040円（税込） 3月末まで

1,100円

1,925円

いつまでも若々しく、美しく、男性
はたくましく。前後左右身体のバ
ランスを整え理想のボディを目指
すコースです。

体力に自信のない方、腰痛やひざ
痛がつらい方、足腰が弱ってきた
と思われる方へおすすめの体操で
す。
イスに 座 れる方
ならどなたでもOK!

月3〜4回（水）
11:10〜12:00
月額7,040円（税込）

月3〜4回（水）
12:45〜13:15
月額4,895円（税込）

3/2・9・16・23（水）各クラス

1,100円

1日
講座

550円

定員10名

人気高まる京都トレイルのうち、
今回は新緑薫る清滝川の流れに
沿って下り、錦雲渓や金鈴峡を
堪能しましょう。
◆ 歩行距離：約8.9キロ ◆ 歩行時間：約4時間半

【槙ﾉ尾バス停】…【神護寺】…【錦雲渓】…【清滝】…【落合】…【JR保津峡駅】
集合

当日移動交通費

京都駅烏丸中央口
JRバス：230円
JRバス JR3乗場
JR電車：240円
8：30（9：00発のバスに乗車） 拝観料：600円

3,410円（税込/保険料込） 会員 2,860円（税込/保険料込）

村上文彦

日本写真家協会会員(JPS） 全2回
ご当地
京都写真家協会会員(KPS） 定員10名 講座

身近な神社「お稲荷さん」の総本
宮である伏見稲荷大社で撮影会。
朱塗りの美しい”千本鳥居”や楼門
(重文)や様々なキツネの像など撮影
に 最 適 な 場 所 が 満 載 で す。翌 日
(4/22)は教室にて講評会を行います。

4/21㈭ 10:00〜12:00 撮影会
集合 伏見稲荷大社正面鳥居前

1,650円〜2,200円（税込）

源氏物語ミュージアムから紫式部の墓まで、お手製の冊子とともに
楽しい解説を聞きながらゆかりの地を巡ります。 定員

池田大輔

滋賀文教短期大学講師

各15名

ご当地
講座

2級認定講座
吉川晶子・小林志保

3/2・9・16
（水）各クラス

1,892円

整理収納アドバイザー
整理収納アドバイザー 2級認定講師

③17:40〜18:30

月額7,040円（税込）

1日
講座

1,925円

発達支援教育士認定講座
藤丸直子

整理収納教育士認定講師・発達支援教育士認定講師
心理カウンセラー・産業カウンセラー

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1日で学べる講座です。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、子どもとの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。

3/1・15（火）10:00〜11:00 お問合せください。

全1回17,600円（税込） 7,100円（税込/テキスト代・認定料込）

全1回16,700円（税込） 7,150円（税込/教材費・認定料込）

セラピスト基礎養成講座

1日

4月以降の説明会は

［ヘッド・ハンド・フット］

申込締切日各日前日

講座

TCカラーセラピスト講座
藤田たかえ

一社）国際トータルセラピスト協会・理事

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！

日程はお問合せください。

3/15・4/19・5/17・6/21（火）
13:00〜18:00

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）

申込締切 各日1週間前

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

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基礎講座］
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。

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。
申込締切 各日10日前

【全1回】20,900円（税込/材料費・認定料込）

3/13㈰ 13:00〜14:00
3/19㈯ 13:00〜15:00
集合 JR嵯峨野線二条駅改札前

3/26㈯ 12:45〜16:00

当日移動交通費
其の四「逢坂の関から石山寺を巡る」 ：240円
拝観料：600円
集合 京阪電車京津線大谷駅改札前

水嵜綾乃

ベビークラス

申込締切 各日1週間前

其の三「光源氏の母の生活圏を巡る」

各日3,410円（税込/保険料込）

会員

ミュージックスクール

おんがくランド

各日2,860円（税込/保険料込）

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。

其の二「紫式部の墓を巡る」
集合 京都市営地下鉄烏丸線鞍馬口駅改札前

申込締切 1週間前

講座

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

【全3回】日程はお問合せください。
【全3回】79,200円（税込） 36,223円（税込） 22,000円（税込）

『源氏物語』ゆかりの地を巡る

其の一「宇治十帖を巡る」京阪電車宇治駅から
源氏物語ミュージアムを訪ねて。
集合 京阪電車宇治線宇治駅改札前 ※当日別途拝観料：600円

全2回 6,380円（税込/保険料込）
会員
会場 JEUGIAカルチャーセンター西友山科 全2回 5,610円（税込/保険料込）

4/22㈮ 10:00〜12:00 講評会

申込締切 1週間前

月額6,930円（税込）

①年少〜小2
②年長〜小5
③小学生

こども体操教室

3/6・4/3・5/1（日）
10:30〜17:00

田中小百合

3/6㈰ 13:00〜16:00

◆ デジタルカメラ要 ※スマホは不可

全 2回

◆休憩含め行動時間約5時間40分 ※天候等により、
多少のコース変更が生じることもあります

デジカメで今注目の京都を撮ろう!

『伏見稲荷大社』ｰ 撮影会＆講評会 ｰ

ご当地
講座

第4
（火）10:00〜12:00
月額2,860円（税込）

国際空手道円心会館滋賀支部支部長
円心会館2001世界チャンピオン

1,760円

3/20・4/17・5/15・6/19・7/17（日）
10:00〜17:00

全4回35,200円（税込）メソッド代 1,100円（税込）認定料別途要

講座

1日

3/1・8・15（火）16:30〜

2,035円

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。

【全4回】第1・3（火）10:00〜11:30

1日

第1・2・3（火）16：30〜18：30
月額5,280円（税込）

3/3・10・17・24・31
（木）各クラス

ピアノゆうゆう塾® Executive認定講師

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。

日本カラーワイヤークラフト協会認定講師

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】

3月末まで

1,375円

全17回

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。

楽しく厳しい稽古で自然と礼
節も身につく空手です。
また、
心身共に強くなるよう丁寧に
指導していきます。

1,947円

年長〜中3

明和書道代表
文化教育書道連盟関西支局長

早川髙雲

京都

京都

京都

新緑のトレッキング 京都トレイル特選コース
京都・関西山歩きガイド
山本時夫 日本スポーツ協会山岳指導員

福田香里

パーソナルストレッチ【個人25分】
全1回 曜日時間はお問合せください 【全1回】
2,410円（税込）

〜高雄から保津峡まで新緑の渓谷歩き〜

4/28㈭
8:30〜15：40

3月末まで

1,925円

西村弘美

小嶋朱蝶

書団薫会 書団三耀社師範
京都市後援 京都・名古屋書道展主催・実行委員

月3〜4回（木）

初心者から認定講師希望の方まで

日本商工会議所 珠算総合初段

書団薫会会長 日本書学研究会一先会師範 書団三耀社師範
京都市後援 京都・名古屋書道展主催・実行委員長

矢頭裕二

脳トレピアノ®検定

小1〜中3

小嶋朱月

【4歳〜】 16:00〜17:15
【小学生】17:45〜19:00
【中学生】19:30〜20:45

3/4・11・18
（金）各クラス

そろばんは計算が早くなるだけで
はありません。
右脳が刺激され、
創
造力や記憶力が高まり、集中力が
養われます。一人ひとりを指導し、
テキストで能力アップ。

（児童英検各グレード対応）グループ・個人レッスンに対応しています。

滋賀大学スポーツ科学非常勤講師
元日本体育大学チアリーダー

こどものための書道教室

【硬筆・毛筆】

年中〜中3

こどもの為の実践空手4歳〜中学生

4歳〜小6

月額6,490円（税込）

2,585円

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!

3/12・26
（土）
各クラス

月3〜4回（金）

楽しいそろばん教室

4歳〜小6

2,200円
1,100円

【4歳〜小1】15:50〜16:50
【小2〜小6】17:00〜18:00

3/6・20（日）12:15〜

2,915円

花材費

2,013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!

講座検索
ページは
こちら▶▶

第2・4（土）10:00〜11:00
11:00〜12:00
月額4,070円（税込）

チアを通して、身体能力・協調性・集中力・リズム感を
学びましょう。発育期のダンス学習は創造力向上に
有効です。

第1・3（日）12:15〜13:30
月額5,170円（税込）

3/9・23（水）14:00〜

2,365円

川井千枝

ハーラウ フラ オ マカロコマイカイ主宰

3/1・8・15・22（火）11:30〜

2,200円

書道は美しい文字と共に集中
力も育ちます。毎年教範・師範
取得者が出る程本格的に書道
を基礎から学べます。

キッズチアダンス

中1〜30歳代

中 学 生 か ら 始 め ら れ るクラス
で す。楽 器 なども使 い な がら楽
しく、美しいフラを 学 んで い き
ます。

第2･4（水）14:00〜15:00
月額5,830円（税込）

3/3・10・17・24（木）13:30〜

北澤珠里

ハワイアンフラ ヤング

3/22（火）17:00〜

ピラティスインストラクター

月3〜4回（火）
11:30〜12:45
月額6,710円（税込）

こども書道【土曜日】

草月流顧問

第4（火）17:00〜18:30 の間
月額2,200円（税込）
2,970円
1,500円

杉浦能理子

体幹を整え強化するストレッチとエクササイズです。
後半はチューブを使い簡単なトレーニングをします。

3/4・18（金）13:00〜

幼稚園児から学べるいけばな
教室です。草月流いけばなをメ
インに季節のお花をアレンジ
します。お 子さまが 楽しめる
いけばな教室です。

3/15・4/19（火）10:00〜

2,585円

タヒチアンダンス

Rose Bellydance 主宰

音羽富士桜

ビューティーピラティス

第1・3（金）13:00〜14:00
月額4,400円（税込）
2,200円

3,135円
500円

4/7・21（木）13:00〜

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!

〜草月流〜こどもの為のいけばな＆
フラワーアレンジ教室 4歳〜小6

花のクレイクラフト

3,135円
500円

第1・3（木）13:00〜14:30
月額6,270円（税込）

体美線T-HIRO代表
フィットネスインストラクター

●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。

クラフトバンド基礎講座

※写真はイメージです。

ダイエット アイドルダンス

4歳〜

鑑定士

今年は何をしよう。今年の運
気 は？迷った 時 の 道しる べ
四柱推命で占いを始めてみ
ませんか。

4/7・21（木）14:45〜
4/8・22（金）19:00〜

1,650円

人生が楽しくなる 四柱推命入門
藤原萠乃

第1・3（水）10:30〜12:00
月額4,510円（税込）
3/2・16（水）10:30〜

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）
3/7・14・21・28（月）15:00〜
2,200円

占術師

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。

●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》

075-584-1512

藤原萠乃

一社）
日本朗読協会パートナースクール講師

愛知県立芸術大学卒業

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。

イーチン（易）タロットをまなぼう

呼吸法や発声の基本を学び
つつ楽しく声を出してみませ
んか。活き活きと“読み”を楽し
み新しい声を発見しましょう。

キッズチア

［電話受付］
10:00〜20:00

2,200円

千葉安純

ギタリスト

第1・3（木）14:30〜21:00 の間（1回30分）
第2・4（日）10:00〜18:00 の間（1回30分）
月額9,020円〜（税込）
3/ 3・17（木）14:30〜
2,200円
3/13・27
（日）10:00〜

朗読教室 〜Tea time 〜
茶子

パントマイム

（面談）

2,200円

バイオリン教室【月曜日】 3歳〜

中1〜

初 心 者 大 歓 迎で す。経 験 者も
ステップアップ やスキルアッ
プ、アドリブ や 音 楽 理 論 まで
対応します。

第2・4（火）
15:00〜20:50 の間（1回50分）
月額10,010円（税込）

月曜書道

日曜・木曜ギター教室

【エレキ・アコースティック】

京都市立芸術大学音楽学部卒業

1,100円

特定非営利活動法人日本太極柔力球連盟
太極柔力球普及指導員

山本ゆみ子

お腹から発声するためのストレッチや、曲に合わせた
振付でステップを踏みながら、
身体を動かします。英会
話スクールで指導経験のあるゴスペルシンガーの講師
が、英語の発音も指導しながら歌います。楽しみながら
歌う喜びのゴスペルソングを皆で歌いましょう♪

アイシングクッキー

ご当地講座「伏見稲荷大社」撮影会＆講評会

3,850円

ロウリーボール [太極柔力球]

中1〜大人

初心者の方から経験者の方まで、
一人ひとりに合わせたレッスンを
致します。一 緒 にホ ルンを楽しみ
ましょう♪

カラーワイヤークラフト基礎講座

3/21・4/18（月）13:00〜

ゴスペルシンガー

3/19（土）19:30〜

〜草月流〜 こどもの為のいけばな＆フラワーアレンジ教室

戸塚刺しゅう協会師範

一針一針積み重ねて、あなたの手の中の小宇宙を
楽しみ な がら、日常 を 華 や か に 過ごしましょう。
人 気 の 戸 塚 刺しゅうの 増 設クラスで す。月1回 の
レッスンでゆっくり刺繍を楽しみましょう。初心者
の方も気軽に受講していただけるクラスです。

ピンキークラス

キンダークラス

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）
3/25（金）各クラス

JEUGIAこども表現教室講師

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。

1,650円

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）16:00〜 月額7,370円（税込）
15:00〜
月額6,820円（税込）（2年目）17:00〜 月額7,920円（税込）
ピアノキッズ … 4/6（水）15:00〜
ピアノプライマリー1年目… 4/6（水）16:00〜 1,650円

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）
ランド …15:40 〜

4/4・5/9（月）クラブ …16:55 〜

1,650円

