JEUGIAこども表現教室
0〜3歳の音楽情操・リトミック

幼児・小学生のためのピアノのグループレッスン

おんがくランド
町野睦美

ミュージックスクール
町野睦美・木下めぐみ・村田美香

JEUGIAこども表現教室講師

3/30(月)･3/14(土)

1,000円

C-topキッズ体操教室

日本体操協会トランポリン公認指導員
C-topスポーツマックス代表

エアトランポリン、エアマット他特殊な器具
をふんだんに使用し、楽しく体育の克服から
専門技術まで学べます。

月3〜4回(土)
①15:00〜15:50
②16:00〜16:50
③17:00〜18:00
月額5,550円〜 (税別)
1,000円

キッズスポーツウエルネス吹矢

【小1〜】

實

一般社団法人
日本スポーツウエルネス吹矢協会上級公認指導員

誰でも性別年齢を問わず楽しめま
す。精神力＆集中力を高めること
ができ、ゲーム感覚で楽しみなが
らできる新しいスポーツです。ス
ポーツウエルネス吹矢式呼吸法に
よる健康効果を期待できます。

春日バレエ研究所教師

3/15･3/29･4/5(日)

日本耳つぼアーティスト協会認定

「耳つぼアーティスト講座」全1回
高松裕子

日本耳つぼアーティスト
協会認定講師

土曜書道(Do-Sho!)

【年長〜】

4/12(日)

10:30〜13:30

全1回15,000円(税別)

整理収納アドバイザー 2級認定講座
吉川裕子

全1回

整理収納アドバイザー 2級認定講師
整理収納ベーシックコーチ 二級建築士

大人1,500円
子供1,000円

栄養環境コーディネーター認定講座

ふくstyle主宰
栄養環境コーディネーター認定講師

捨てられないものと一緒にストレスを抱えて生活するなら、
不要なものは片づけてさっぱりした方がおトク。整理の理論
を習得、実践的な収納のコツをワー
クを通して楽しく学ぶことができ
ます。主婦ばかりでなく、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。
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。

2/23･3/22･4/26(日)
10:30〜17:30

全1回20,000円(税別)、テキスト代1,600円(税込)

森川由香

1,000円

ジュビラン㈱美容課長

4/1(水)人形で、基本練習・実践
4/15(水)お顔で、実践

5/24(日)

4/1･4/15(水)10:30〜12:00

ライフオーガナイザー 2級認定講座
都

3/11(水)10:30〜12:00

全1回

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

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。自分に合った方
法を見つけていきましょう。ライフオ
ーガナイズが考えるととのった家は、
あなたにとって暮らしやすい家。片づ
けたい気持ちはあるけれど何から始め
ればいいかわからない方、モノが多す
ぎて一人で片づける自信がない方、最
初の一歩が踏み出せます。
『捨てる』で
はなく『選ぶ力』が身につきます。

全1回20,000円(税別/認定料テキスト代込)
サブテキスト代1,500円(税別)

日本オセロ連盟

検索 JEUGIAカルチャー

パソコン教室ふうせん代表
バルーンネット株式会社代表取締役

ソーシャルマナー 3級認定講座

全1回

マナー OJTインストラクター

3/18(水)13:00〜16:00

3/28･4/4(土)

13:00〜14:30

子供1,000円(税別) 大人1,550円(税別)

ご入会受付中
体験・見学も承ります!

《お客様へ》当社から、教室の出席確認や講座情報や
各種サービスの告知、イベント案内のご案内を差し
上げる場合がございますので、ご了承ください。
JEUGIAカルチャーセンターは全国58会場有り
［十字屋Culture株式会社／本社：京都市］

各2,050円(税別)

全2回
羊毛フェルト
〜うちのニャンコを作ろう〜
羊毛フェルト作家

2,000円(税込)

憧れのレース編み
西川和子

Knitting.RayRay 主宰

「憧れのレース編みを始め
てみませんか?」繊細で素
敵なレース編み!編んでみ
たいけど道具もないしハ
ードルが高そうと考えて
しまいそうですが、最初に
必要な道具は糸とかぎ針
1本だけで始められます。

川口知子

LuxuryFivestarmezzotto
共同代表

可愛いフラワー曼
荼羅の塗り絵から
今のあなたの心が
見える!なりたい憧
れに近づくチャン
スが選んだ曼荼羅
と色で分かります。

各5,000円(税別)

京都伏見のブルワリー

「家守堂」で味わうクラフトビール

現地
講座

勇気

家守酒造

醸造責任者

※飲酒を含みますので20歳未満の方、
及びお車・バイクでのご来場は固く
お断りします。

1,000円(税別)

●入会金は5,000円(税別)で何講座でも受講できま
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。●消費税は別途要します。
●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。
…消費税は別途要します。
（税別表記）
…税別表記ですが、講座により税込
の場合もあります。

な

若柳吉寿扇

2,000円

日本シードビーズ協会
ビーズ・デコ刺しゅうインストラクター

地講座
全国ご当ます
!!
あり

facebook
あります!

ね！

いい

3/27･4/3･4/17(金)

奥野裕貴子・SIROCOフラメンコ教室
京都校ロス・タラントス

3/12･3/19･4/9(木)

はじめてのつまみ細工
村田一代

つまみ細工普及協会認定講師

ソープカービング教室
來山久美子

カービング教室チェンマイ主宰

第1･3(木)10:30〜12:30
月額4,200円(税別)

第4(水)10:30〜12:30
月額2,800円(税別)
2,100円
1,500円

京都市立芸術大学、ウィーン国立音楽大学卒業
京都音楽院講師

ヴォイストレーニング
大阪音楽大学

第1･3(火)13:30〜15:00
月額4,100円(税別)

第2･4(水)15:00〜16:00
月額3,100円(税別)

スポーツウエルネス吹矢
岸本

實

一般社団法人
日本スポーツウエルネス吹矢協会上級公認指導員

誰でも性別年齢を問わず楽しめます。精神力＆集中
力を高めることができ、ゲーム感覚で楽しみながら
できる新しいスポーツです。スポーツウエルネス吹
矢式呼吸法による健康効果を期待できます。

ジャズ＆ポピュラーピアノ
高橋賢一

【7歳〜】

3/18･4/1(水) 3/27･4/10(金)
【大人】2,000円【子供】1,000円

やさしいあみものレッスン
Knitting.RayRay 専任講師

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

将棋は、思考力、集中力、判断力、創造力、決断力など頭脳
のスポーツです。初段をめざして、
親切に指導します。

第2･4(月)13:30〜15:30
月額3,100円(税別)
3/9･3/23･4/13(月)
1,550円

レイイリマラニ フラ
カルチャーインストラクター

〜体メンテナンス〜

ピラティス
山本

孝

フィットネス企画Ｑ
健康運動指導士

テレビで紹介され話題に!!ピラティスで美しく、しなや
かな姿勢を身につけましょう。ダイエットや肩こり、腰痛
解消にも是非!

月3〜4回(水)
19:15〜20:15・20:30〜21:30
月額3,750円〜(税別)
1,800円

3/11･3/18･4/8(水)

1,250円

大人のための

二胡

フルート教室

二胡奏者

東洋のヴァイオリンとも称され、甘く切
ない音色が静かな人気の二胡。あなたも
弾いてみませんか?

時間は
お問い合わせ
下さい｡

脳トレ将棋教室
大山勝義

麻雀プロ

たなかかおる

ギタリスト

初心者の方でもゆっくり丁寧に指導いたしま
す。
「やりたい事」
「弾きたい曲」を実現させまし
ょう。エレキギター･アコースティックギターど
ちらでもレッスン可能です!

山崎かおり

ジャズピアニスト

女性のための健康マージャン

3/10･3/24･4/14(火)

第1･3(水) / 第2･4(金)
17:45〜21:30[1回45分] 月額8,100円(税別)
1,550円
レンタル代300円

1,500円

午後のひととき、ハワイアンミュージッ
クを聴きながらゆったりと身体を動か
して心と体をリフレッシュしませんか。

ギターレッスン
菱沼カンタ

3/12･3/26(木)

500円

大野美花

1,550円

マジシャン

第2･4(木)13:30〜15:00
月額3,800円(税別)

月2回(火)15:30〜16:30
月額3,600円(税別)

3/11･3/25･4/8(水)

マイルド山本

第1･3(火)19:15〜20:45
月額4,100円(税別)

美しいフラダンス

ヤスコバトンスクール主宰

やさしいマジック教室
輪ゴムやハンカチといった身近な
アイテムを使っていつでもどこで
も直ぐに出来るマジックを学びま
せんか。

3/16･4/6･4/20(月)

バトントワリング

1,000円

緻密に描き込まれた写真のような魅力的な
作品を描きましょう。普段慣れ親しんだ鉛
筆という画材の奥深さ､楽しさを体感して
下さい。

月2回(月)
10:15〜12:15・12:30〜14:30
月額4,100円(税別)

大人のための

忙しい時間の合間に体を動かし
てみませんか?小さい頃やって
いた方、経験のない方、どなたで
もレッツエンジョイ!

老若男女誰でも出来る!

デッサンスタジオ京都主宰

麻雀は脳トレゲームとして、とても人
気があります。ユニークな指導方法で
基本から丁寧にお教えします。

2,000円

囲碁は別名「手談」とも言われ、碁
盤の上で「会話」を楽しむゲーム
です。脳の活性化にも良いと言わ
れ注目されています。

2,050円

藤本崇幸

2,000円

4/6･4/20(月)

加納靖子

写実･細密鉛筆画講座

樫村昭裕

声楽科卒業

第1･3(月)
19:00〜21:30[1回30分]
月額5,700円(税別)

日本棋院京都府師範

〜大人のための〜

1,500円

正しい発声法で、心に刻まれた叙情歌
や世界の名曲を歌いましょう。歌は心
の安らぎと彩りを与えてくれます。

囲碁教室
山口哲洋

1,000円

静

1,500円

3/17･4/7･4/21(火)

3/25･4/22(水)
2,100円

伊藤

3/25･4/22(水)

2,800円

2,050円

石鹸に彫刻をして作品を仕上げま
す。道具はナイフ１本だけですので
初めての方も手軽に始められます。

3/15･4/5･4/19(日)

令和二年も

富永央子

ダンサー

ビーズ刺繍など様々な技法で煌め
きを加えた手縫いのポーチやバッ
グなど布小物を作りませんか。

第1･3(日)10:30〜12:30
月額3,100円(税別)

JEUGIAカルチャー
人気シリーズ

フラメンコ教室 中級クラス

第4(水)10:30〜12:30
月額2,273円(税別)

3/17･4/7･4/21(火)

【会員】5,170円【一般】5,390円（税込/食事代込）

大人のためのK-POPダンス

1,550円

月3回(木)13:30〜15:00
月額8,400円(税別)

〜初心者から経験者まで〜

※一部、
割引対象外の講座あり。
※他の割引との併用は出来ません。

3/17･3/31(火)

第1･3(金)20:00〜21:00
月額4,100円(税別)

日時はお問い合わせ下さい。

（税別）

第1･3(火)13:30〜15:00
月額3,100円(税別)

第1･3(水)14:00〜15:30
月額5,400円(税別)

月3回(金)
16:00〜20:00[1回30分]
月額7,650円〜(税別)

1,000 円 割引

1995年インド発生の笑いヨガは、いつで
もどこでも誰でも簡単に大笑いできる笑
いの健康体操です。

針も糸も使用しないので初心者の
方でも気軽に始められます。季節の
花を取り入れて小物やかんざし等
を作ります。

子どもから大人まで基礎から丁寧に
指導します。

あります!

第2･4(金)14:30〜15:30
月額5,000円(税別)

Laughter Yoga International University
認定ラフターヨガティーチャー・アンバサダー

フラメンコ経験者クラスです。基本
を見直しながら楽しくレッスンし
ましょう。

田代晶子

入会金

孝奴

あこがれのアイドルやＫ−ＰＯＰのダンス
を踊りましょう♪ストレッチや簡単なリズ
ムトレーニングから始めますので体がかた
くても大丈夫。元気!笑顔!楽しくをモットー
に指導します。

【年中〜】

または体

アドバンス上級講師

体の硬い方、床に座るのが辛い方、筋力に自信のない方も行える薬効高いハ
ーブを薫りながら五感に優しく働きかけます。

Sayuki

金曜日のピアノ♪

にご入会
体験当験日
の方
し
な でご入会

(一社)Herbalseason yoga 認定

3/13･3/27･4/10(金)

若柳流一級師範

3/19･4/2･4/16(木)

早割

上級講師

昨今、着物を着て頂く方が少な
くなり日本の文化である着物に
親しんで頂く為にも日本舞踊に
ちょっと触れてみませんか。

寺澤ひとみ

【期間】
2020年

ラフター (笑い)ヨガ

(一社)Herbalseason yoga 認定

1,800円

ビーズ刺しゅうで彩る布小物

集合:12:00 家守堂前(京都市伏見区中油掛町108)

色々なジャンルで
ご活躍されている
講師の方々を随時
募 集 し て い ま す。
詳 細 は、JEUGIA
カルチャーセンタ
ーホームページ
「講師募集」ページ
をご覧下さい。

鳥羽かおり
飯田奈々

1,500円

やさしい日本舞踊

申込締切:3/31(火)

講師募集

ピアノゆうゆう塾®関西支部統括部長
Executive認定講師

4/13･4/27(月)

〜笑って健康〜

ハーバルチェア(椅子)ヨガ

第2･4(月)10:30〜12:00
月額4,200円(税別)

4/22(水)

12:00〜15:00

発行日：2020.2.21

https://culture.jeugia.co.jp/

心身が向上する

歌って!笑って!音楽でアンチエイジング!青春時代、何度も歌ったあの曲、
一度歌ってみたかった憧れのあの曲･･･
うまく歌うより、心から
楽しく歌いましょう!

!
割引 3/31㈫

14:00〜15:30

森

冨島みち代

3/18･4/1･4/15(水)

お得

京都伏見のマイクロブルワリー｢家守堂｣は、歴史を重ね
た町家を復元してできた新しいブリューパブです。作り
たてのおいしさをそのまま味わえます。醸造所で作るビ
ールのこだわり、おつまみとできたてビールの飲み比べ
など、ビール好きにはたまらない魅力と愉しみ方を学ん
で頂きます。

10:15〜12:15

各2,500円(税別)

フラワー曼荼羅塗り絵&診断

3/29･4/26(日)

4/18･5/16･6/20(土)

全1回3,000円(税別)、認定証1,500円(税別)

15:00〜16:00

発行：十字屋Culture株式会社

歌って倶楽部─UTAKURA─

いい
ね！

ホームページ からもお申し込み承ります。

井上清貴

公認指導員

入会と受講のご案内

体験・見学・受講等
事前のご予約を
お願いいたします

【小学生〜】

ヤマハイングリッシュアカデミー

ホームページ

1,000円

キッズプログラミング講座

【6歳〜】

全2回4,600円(税別)

子育てが一段落し社会復帰
をお考えの主婦や学生の方
の面接対策やマナーに興味
のある方におすすめ!自己分
析、表 情 筋 ト レ ー ニ ン グ、姿
勢、挨拶、身だしなみなど3時
間の講座を受講するだけで
履歴書に書くことのできる
資格です。

5/10(日)10:30〜17:30

オセロ入門教室

ケイキフラ

からも
体験・見学・受講等
事前のご予約を お申し込み承ります。
お願いいたします 検索 JEUGIAカルチャー

新規

3/18･3/25･4/8(水)

1,000円

13:30〜15:30

1,000円

〜１ランク上の自分へ〜履歴書に書ける!
中川恵美理

3/8･4/12(日)

識

日本珠算連盟
珠算十段 暗算十段

月4回(水)
16:00〜18:30(1時間程度)
月額5,200円(税別)

4/3･4/24(金)

全2回6,000円(税別)

全1回15,000円(税別)
テキスト代・認定ライセンス料12,650円(税込)

辻浦千晶

【小1〜】

そろばんは右脳を
発育させ特に暗算
は日々の学習や受
験に大いに役立ち
ます。独自の教材で
個別指導をします。

お行儀から始めてお友
だちと楽しく踊ってみ
ませんか。

講師が作った土台
に、羊毛フェルトを
使って色付けをし
て頂きます。
可愛い
うちの子に仕上げ
て下さいね。

【ベージックマッサージ2回コース】

申込締切:3/22(日)

若柳流一級師範

1,000円

そろばん教室

【4歳〜】

中野順子

いつまでも美しくありた
い、誰かをキレイにして差
し上げたいと思う方にピ
ッタリの入門講座です。基
本を覚えて正しいマッサ
ージ方法を学びましょう。

3/29(日)

3/13･3/27･4/3(金)

1,000円

4/4(土)

エステマッサージ入門講座

全1回

(金)①16:00〜17:00 ②17:00〜18:30
月額5,200円(税別)

こどものための
やさしい日本舞踊

下村

日本空手道正明会中村塾 指導員

当教室ではお子様の身体
能力、集中力を身に付け
空手道を通し元気な体と
心を養いその過程で礼儀
作法を身に付け全国で活
躍出来る選手育成を目的
としております。

3/16･3/23･4/6(月)

若柳吉寿扇

①【4歳〜6歳】
②【小1〜小6】

「覚えるのは1分、極めるには一生」丁寧な指 2020年から小学校で必修化されるプログラ
ミング。マウスと簡単なキーボード操作で楽
導で誰でも楽しく学べます。
しめる「スクラッチ」を使って、
パソコンの基礎知識を身に付けましょう。

3/15･4/5･4/19(日)

乳幼児〜高齢者に使え
る食べ物を必要な時に
食べる力をつける環境
作りを整理収納の考え
方から学ぶ講座です。

岩淵

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

第1･3(日)14:00〜16:00
月額3,100円(税別)

10:30〜17:30
25,000円(税別)

【小１〜】

初段の資格を目標
に、資 格 認 定 が 出 来
る経験豊富なコーチ
スタッフによる将棋
指 導 講 座 で す。将 棋
を考えることによ
り、少 年 期 の 能 力 開
発にも役立ちます。

申込締切:5/17(日)
申込締切:4/1(水)

佐藤延嘉

第2･4(日)
11:00〜12:30
月額5,400円(税別)
1,000円

こども空手

京都市空手道連盟理事長

つまみ細工

● 見つけよう 新しい自分 素敵な仲間 ●

まで

美容・健康・ダイエットで話題の耳つぼ。資格取得で
プチ起業やアーティストとして活躍出来ます。
耳つぼを中医学の観点からどんな症状にも対応出
来るように学ぶ座学と耳つぼシー
ルの貼り方や耳のリフレを学ぶ実
技を1dayで習得。教材は今すぐ始
められる内容の豪華なセットとな
っています!(耳つぼ模型付)

バレエ教師

こども将棋教室
大山勝義

水明書道会審査員

3/21･4/4･4/18(土)

森永典子

石田絢子

3/16･3/30･4/6(月)
3/18･3/25･4/8(水)

1,000円

第1･3(土)
17:30〜18:30
月額4,100円(税別)
2,000円

①初級クラス ②中級クラス

月3〜4回(月)/(水)
①16:00〜17:00
月額4,500円〜 (税別)
②17:00〜18:00【週2回コースもあります】
月額4,950円〜 (税別)

筆を持つ楽しさと文字
絵画や工作をバランスよく取り入れた独自 を通して豊かな表現を
のカリキュラムで、のびのびとアートを楽 学びます。親子一緒の
しみ、感性を伸ばします。教材の持参は不要 レッスンもできます。
大人は毛筆・筆ペンな
で、気軽に通えます!
ど題材を選んでいただ
けます。
第2･4(土)

3/14･3/28･4/11(土)

1,000円

日本空手道正明会中村塾

【3歳〜】

月4回(月)18:00〜19:30
月額5,200円(税別)

豊かな心、美しい姿勢で綺麗なクラシック音楽
に合わせて楽しく踊ってみませんか? 初めてバ
レエを習われるお子様で
も楽しめるように進めて
いきます!

アートスクール専任講師

①10:15〜11:45
②12:30〜14:00
月額8,000円(税別)

能崎一範

こどもクラシックバレエ

①【3歳〜】②【小学生】

翠恵

①加藤安臣 ②SASUKE

①3/14･3/28･4/11(土)
②3/21･4/4･4/18(土)

1,000円

春日バレエ研究所
子供バレエ

堀

子供空手道教室

【小1〜】

歌って倶楽部─UTAKURA─

お申し込み受付中です

①【小学生】
②【年中〜年長】

1,000円

︽お電話・店頭・WEB にてご予約承ります︾

学研 城戸真亜子
アートスクール

無料体験申込受付中! ※詳細はお問合せください
3/5･3/12･3/19･4/2･4/9･4/16(木)

キッズカポエラ

19:30〜21:00
月額3,100円(税別)

3/13･3/27･4/3(金)

山内佐江子

4/2(木)

ランド16:00〜
クラブ17:00〜

礼儀作法、精神修行
カポエラは音楽に合わせて動き、子供から
に役立つ空手道を
楽しめるブラジルの格闘技です。親子での
始めてみませんか。
参加も大歓迎です!
呼吸法によって精
神を統一し、常に謙
虚な気持ちで武道
①第2･4(土)
の奥義を学びます｡
②第1･3(土)

月4回(日)
①13:00〜14:00
②14:00〜15:00
月額6,200円(税別)
1,000円
レンタル代300円

1,000円

保存版

★小2 〜小5

月3〜4回(木) 16:30〜18:00
月額6,930円〜（税別）

Capoeira Geraisインストラクター

ダンスが初めての方も大
歓 迎 で す。み ん な で 楽 し
く 体 を 動 か し ま し ょ う。
基 本 的 に 音 の 乗 り 方、体
の使い方の基礎などを中
心にていねいに楽しくや
っ て い る ク ラ ス で す。ま
ずは体験に!

バレエは心の芸術です。
楽
しく元気におけいこしな
がら何事も素直に感じる
事のできる子供達を目指
します。

第1･3(日)
10:30〜12:30
月額3,100円(税別)
3/15･4/5･4/19(日)

ダンスインストラクター

月4回(金)16:30〜17:30
月額5,200円(税別)

3/14･3/21･4/11(土)

岸本

【年少〜】

AYANO

ミュージカルクラブ

3/30(月)･4/3(金)･4/11(土)

Kid's Hip Hop

講座案内

外国人講師による、英語の
スキルと年齢にあわせたレ
ッスンです。

★年中〜小1

春期号

月3〜4回(木) 16:00〜17:15
月額6,480円〜（税別）

ピアノプライマリー 幼児・小学生

①【年少〜年長】②【年長〜小学校低学年】③【小学生】

岩崎篤史

ミュージカルランド

月3〜4回(月) 16:30〜17:30
月3〜4回(金) 17:15〜18:15
月3〜4回(土) 14:40〜15:40 月額5,580円〜（税別）

キンダークラス 2歳児 <2017.4.2〜2018.4.1生>
月3回(水)11:30〜12:30 月額4,350円(税別)

世界基準の小学生英語コース

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。

ピアノキッズ 3歳児(幼稚園年少)

月3〜4回(月) 15:30〜16:30
月3〜4回(土) 13:40〜14:40 月額5,130円〜（税別）

ピンキークラス 1歳児 <2018.4.2〜2019.4.1生>
月3回(水)10:30〜11:30 月額4,350円(税別)

3/11(水)

木下めぐみ

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。

ベビークラス 7ヶ月〜
月2回(水)12:30〜13:20 月額3,500円(税別)

ベ ピ キ

ブリティッシュ・カウンシル監修

JEUGIAこども表現教室講師

2020

体験・見学・ 入会

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。

ヤマハ英語教室
ヤマハイングリッシュアカデミー

歌おう!踊ろう!演技しよう!未来につながる可能性

第2･4(土)
13:00〜15:15[1回45分]
月額8,100円(税別)
3/14･3/28･4/11(土)

徳本早織

同志社女子大学音楽学科演奏専攻卒業
同大学音楽学会《頌啓会》特別専修生修了 フルーティスト

初心者大歓迎!あなたの目標に合わ
せて丁寧にレッスン致します。優雅
な音を一緒に楽しく奏でましょう。

第2･4(火)10:20〜14:00[1回50分]
月額8,100円(税別)
時間はお問い合わせ下さい｡

3/17･4/14･4/28(火)

【大人】2,000円【子供】1,000円

2,000円

テディベア教室

楽しむガーデニング教室

山根智子

小林

テディベア作家

健

(一社)日本ハンギングバスケット協会 公認講師 &
(公社)日本家庭園芸普及協会 グリーンアドバイザー

楽しく自由にピアノを弾いてみ
ませんか?楽譜が読めなくても
大丈夫。一緒にあなたの音楽を作
っていきましょう。

初めての方でも基礎から丁寧に
お教えします。小物から編み始め
てみましょう。初心者の方も楽し
く編めます♪

可愛いテディベアをドイツモヘア
やジャパンモヘアを使って楽しみ
ながら制作します。

初心者でも簡単に作品が作れて、
飾って楽しむこともできる教室
です。デザイン・材料を提示しア
レンジも可能。

第1･3(水)10:30〜14:00[1回45分]
月額7,100円(税別)

第1(土)10:15〜12:15
月額2,100円(税別)

第4(火)10:30〜12:30
月額2,600円(税別)

第2(水)10:30〜12:30
月額2,100円(税別)

3/18･4/1･4/15(水)

1,500円

3/7･4/4(土)

2,100円

500円

3/24･4/28(火)
2,600円

4,500円(税別)程度

3/11･4/8(水)

2,100円
2,500円〜3,000円

