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た

アクロバット教室
バク転・バク宙

て

侍道 殺陣塾入門
松井克之

侍道‑殺陣塾で古き良き生活習慣を
学び、立ち居振る舞い、所作、気配り、
礼儀作法、そして人を思いやる
人間性を養い、
日本の伝承文化
としての「侍道」を楽しみましょう。

第1・3
（土）
子供クラス 15：15〜16：45
大人クラス 17：00〜18：30
月額5,500円(税込)

3/19・4/16
5/21（土）

2,750円

第2・4（土）18:00〜19:00
月額4,070円(税込)

望月えみこ

（一社）
日本朗読協会
パートナースクール講師

美しいフラダンス

ハワイアンリボンレイアーヌエヌエ教室

長森奈津子

國井愉希子

やさしいあみものレッスン

3/11・4/22・5/13（金）

2,200円

佐々木優子

俳句の基礎や季語の解説など、俳句のいろ
はを学び今日からあなたも俳人に。作品の
講評はもちろん、鑑賞の楽しみ方もお教え
します。
俳 句をとおして、
日々の生活をより楽しく豊
かなものにしませんか。

第1（木）13:00〜15：00
月額2,970円(税込)
3/3･4/7･5/5
（木）
手がきで送ろう絵手紙

ゼロから始める仏画教室

［電話受付］
10時〜21時

吉川裕子

〒615-0035 京都市右京区西院追分町25-1-127
イオンモール京都五条3F
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

「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

Yuri

①加藤安臣 ②SASUKE

KAWAI DANCE AGENCY
インストラクター

今、お子様に大人気のチアダンス！
ダンスは初めてというお子様に
オススメです！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。

月3〜4回（水）
初級クラス 18:10〜19:00
中級クラス 19:00〜19:50
月額5,487円〜(税込)

3/9・4/20
5/11（水）

1,829円

J-POPダンス入門
SAYUKI

【年長〜】

テレビでよく聞くあの曲で
アーティストに なりきって
踊りましょう！
楽しく体を動かします。
レッツダンス！

①3/12・4/9・5/14（土）
②3/19・4/16・5/21（土）

2,035円

春日バレエ研究所 子供バレエ
①【3歳〜】
②【小学生】

春日バレエ研究所教師

1,760円

こども ケイキ フラ

【年少〜小学校低学年】

レイイリマラニ フラ カルチャー インストラクター

ハワイの音楽と伝統か
ら、子供の創造力、
自然
の大切さ、礼儀、
リズム
感を育てませんか。

3/6・4/10・5/15（日）

【小3〜】

〜まんが家になってみよう〜

講座

発達支援教育士認定講座
藤丸直子

まん がジ！
ン
チャレ

第1・3（土）13:00〜14:30
月額4,730円(税込)

3/8・4/12・5/24（火）

1,980円

わくわく金曜書道

【年長〜高校生】

3/19・4/2・5/21（土）

毛筆・硬筆など文字を書き
ながら、個性や能力を引き
出します。
一緒に楽しく学びましょう。

第1・3（金）16:00〜18:00
月額5,170円(税込)
3/18・4/15・5/20（金）

2,585円

3/16・4/20・5/11（水）

1,595円

ヒップホップダンスジュテ【年長〜】
suzuka

ダンスジュテ
インストラクター

3/22・4/19・5/17（火）

1,540円

池坊いけばな【月1回クラス】
華道家元池坊・池坊短期大学 華道講師

四季折々のお花で生活の中に潤いを
プラスしてみませんか！
子供たちには、心を豊かにする
情操教育のツールとして、
池坊いけばなを楽しく指導します。

2,365円

【小1〜】

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

3/5・4/2・5/7
（土）

発達支援教育士認定講師
心理カウンセラー

子供 アートクラブ
山田 葵

他

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。

絵画表現を基本とした制作を
行います。
紙だけでなく木・石
等色々なものに絵を描きま
す。
想像力や独創性を大切に
すると共に、
よく観察する眼を
育んでいきたいと思います。

第1・3（日）14:00〜16:00
月額4,070円(税込)

第1・3／第2・4（水）
16:00〜18:00 月額5,170円(税込)

3/20・4/3・5/15（日）

2,035円

6回

はじめての手相入門教室

4/20, 5/18, 6/1,
6/15, 6/29, 7/6
（水）10:30〜12:00

全6回 16,500円（税込）
1,000円（税込）

ストレッチバレエ

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

後藤暁子

ミュージックスクール

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 7ヶ月〜

月2回(水)12:40〜13:30 月額4,290円(税込)

ピンキークラス 1歳児<2020.4.2〜2021.4.1生>

月3回(水)10:30〜11:30 月額5,313円(税込)

キンダークラス 2歳児<2019.4.2〜2020.4.1生>

月3回(水)11:30〜12:30 月額5,313円(税込)

3/23・4/6（水）

町野睦美・木下めぐみ・村田美香

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。
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6,138円〜（税込）
ピアノプライマリー 幼児・小学生
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6,633円〜（税込）
●ピアノキッズ

1,650円

JEUGIA こども
表現教室講師

3/9・4/13・5/11（水）

●ピアノプライマリー

1,650円
・3/19（土）
・4/4（月）
3/14（月）
3/14（月）
・3/19（土）
・4/1（金）
・4/4（月）

こどもläraミュージカル専任講師

3/15・4/19・5/17（火）

ミュージカルクラブ ★小2〜小5
月3〜4回(木) 16:45〜18:15
月額8,118円〜（税込）

ュージカルランド 16：00〜
5/5･5/12(木) ミ
ミュージカルクラブ 17：00〜

2,200円

JAZZ DANCE

1,650円

人生が楽しくなる

選べる占い教室

4/6（水）

2,750円

大人のためのバトントワリング

3/13・4/24・5/8（日）

3/23・4/13・5/11（水）

吉塚寿幸

2,035円

アトリエ葵主宰

3/14・4/18・5/16
（月）

2,420円

無我戸山流居合抜刀術師範
葛城修験者

【高1〜】

水 彩・油 絵・デッサ
ン・絵 手 紙 他、
あな
たのやってみたい
を応援します。初心
者大歓迎！ 中学生
から受講できます。

3/18・4/15・5/20（金）

元ダンサー

月4回（水）11:55〜12:45
月額6,820円(税込)
3/16・4/20・5/11（水）

1,705円

やさしい日本舞踊
若柳流一級師範

3/15・4/19・5/17
（火）

3/16・4/20・5/18（水）

3,300円

大人のためのK-POPダンス
SAY U KI

ダンスインストラクター

3/18・4/15・5/20（金）

2,585円

脳トレ将棋教室

囲碁教室 〜初心者から経験者まで〜

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

山口哲洋

日本棋院京都府師範

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。

第2・4（月）
13:30〜15:30
月額4,070円(税込)
3/14・4/11・5/9（月）

第1・3
（水）
13:00〜14:00
月額6,600円(税込)

第1・3（金）20:00〜21:00
月額5,170円(税込)

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。

3,135円

大人の TAPダンス

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。

2,530円

大山勝義

4/6（水）

2,750円

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。

第1・3（火）
19:30〜21:00
月額5,060円(税込)
1,925円

全6回 16,500円（税込）
1,000円（税込）

若柳吉寿扇

LEIHUALINANI Hula Studio

基礎から丁寧に教えていき
ます。
刀・居合という伝統文
化を通して、
心体を鍛え礼儀
作法も学ぶことができます。

第1・2・4（水）
10:15〜11:30
月額5,775円(税込)

4/20, 5/18, 6/1,
6/15, 6/29, 7/6
（水）14:45〜16:15

自分でリズムを作り出す
楽しさを学んで
みませんか？
アステアのように
軽やかにレッツ TAP！

はじめませんか！居合道・武士道教室

楊名時健康太極拳準師範

イーチン
（易）
タロット教室

EMI

ヤスコバトンスクール主宰

月3回（月）
19:45〜21:15
月額7,260円(税込)

6回

鑑定士

人生の道しるべ

イーチンタロットとは、中国に古くから伝わる易経を
64枚のカードにしたものです。
初心者にわかりやすいよう
タロットカードの形をした現代版になっています。
64枚の
カードは人生の体験を物語に
しており偶然に引いた1枚の
カードからメッセージを占います。

4/20, 5/18, 6/1,
6/15, 6/29, 7/6（水）13:00〜14:30
全6回 16,500円（税込）
1,000円（税込）

12,930円（税/認定料込）

藤原萠乃
講座

占いを習ってみたいけど、難しそうだっ
たり不安がある方にお勧めの講座です。
手相＆人相、易タロットカード、
姓名判断、
九星気学と月ごとに占いのメニューが
変わります。
まずはご自身の手相を
観て近未来3 ヶ月の運気を
学んでみましょう。

熊本啓江

2,376円

第1・3（金）
19:00〜20:30
月額6,270円(税込)

講座

藤原萠乃の占い講座

ハワイアンの調べに
のり、
愛・自 然 などを
体全体で表現するダ
ンスです。
南国に思い
をはせ、
日ごろのスト
レスを解消しましょう。

第2・4（日）10:30〜12:00
月額4,752円(税込)

他

6回

全1回21,670円（税込）

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！

はじめてのフラダンス（夜）

大阪音楽大学 非常勤講師
ミュージカル・Show 振付師

山田 葵

ミュージカルランド ★年中〜小1
月3〜4回(木) 16:00〜17:15
月額7,623円〜（税込）

就学前に大人がシステムを

「地域」＋「会場名」＋「フリーワード」
の３つを使って検索!

第2・4（水）15:00〜16:00 月額4,070円(税込)

大人アートクラブ

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。

整理収納教育士
認定講師

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▶▶

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！

呼吸法をともなったやわ
らかな動き。老若男女誰
にでもできる健康運動。
からだをやわらかくし気
の流れを良くします。
2,585円

7,150円（税/認定料込）

全1回16,500円（税込）

加納靖子

第1・3（火）11:30〜12:30
月額4,400円(税込)

津田 都

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

【18歳〜】

バレエ講師

3/9・4/13・5/11（水）

おんがくランド

4/6（水）

2,750円

楊名時健康太極拳

アトリエ葵主宰

藤丸直子

3/21（月・祝）10:30〜17:30

1,600円（税込）

舞踊表現に必要な
体幹訓練を中心とした
身体作りと技術の習得を
目指します。

【4歳〜小学生】

整理収納教育士
認定講座

3/27（日）10:30〜17:00

AKO

1,650円
1,000円

講座

3/13（日） 10:30〜17:30

バレエ未経験の方でも
大丈夫です。
バレエの動きを取り入れながら、
ゆっくり心も身体も
ストレッチしていきましょう。

月4回（火）17:20〜18:20
月額6,160円(税込)

1日

整えてあげませんか？
整理収納を子供達にどう伝え
るか？子供へのサポートを果たす資格です。おとな自身
が「片づけが苦手」
という方も
【基礎理論を学ぶ＋子供
へのアプローチ】が学べるので子育て中の方、教育者に
おススメです！イライラして落ち込む子育て、叱ってばかり
で無理にやらせる一方的な子育てから解放
されるヒントがいっぱい盛り込まれています。

石田絢子

月1回（土）10:30〜12:30
月額1,650円(税込)

こども将棋教室
大山勝義

水明書道会員

①月4回
（水）16:45〜17:45
②月4回
（水）17:45〜19:00 月額6,380円(税込)

5,000円程度（税込）

全3回10,230円（税込）

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学べます。
ノーマライゼーションの理念に基づき、
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、子どもの自立を
促せるアイデアやヒントを学びます。

手相が観れると近未来3 ヶ月の運勢や才能、特技、
仕事運、独立の時と運勢予報などわかります。
この教室ではそれぞれの線の読み取り方を習得し、
自分自身の発見、
コミュニケーションツールとして
活かしていただく教室です。

音楽に合わせ、バトンを回し
ながら身体を動かす楽しさ・
表 現 力・リズ ム感 が自然 に
身につきます。
スマイル！
！

※日程は、お問合せ下さい。

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。

講座

ヤスコバトンスクール主宰

髙林佑丞

京都まんが教室主宰

普段描いてる人も、
まだ描いた
ことがない人も、
この機会に
漫画を練習してみませんか。
上達のコツを一人ひとりに
あった形で教えていきます。

月2回（火）
17:00〜18:00
月額3,960円(税込)

1,100円

京 都 まん が 教 室
岡本祐治

加納靖子

①【4歳〜小学生】
②【小学校高学年以上】

初心者でも楽しく
丁寧に教えます！
まずは体験に
お越しください。

①月4回
（日）13:00〜14:00
②月4回
（日）14:00〜15:00 月額7,150円(税込)

3/18・4/15・5/6（金）

井上加寿美

①第2･4(土)19:00〜20:30
②第1･3(土)19:30〜21:00 月額4,070円(税込)

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
じることのできる子供達
を目指します。

第1・3（金）18:50〜19:50
月額3,520円(税込)

大野美花

カポエラは音楽に合わせて
動き、子供から楽しめるブラ
ジルの格闘技です。
親子での参加も大歓迎です！

山内佐江子

ダンスインストラクター

Capoeira Gerais インストラクター

バトントワリング

2,200円
1,650円

1日 で 取 れ る 資 格 講 座

（日曜17：00まで）

【小1〜】

テディベア作家

第4（火）

3/19・4/16・5/21（土）

●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。

キッズカポエラ

山根智子

10：30〜12：30

1日

1,100 円

テディベア教室［全3回コース］

日本アロマコーディネーター協会
インストラクター

10時〜21時

KAWAI DANCE AGENCY
キッズチアダンス

4/5･4/19･5/17
（火）

3,300円

第1・（
3 土）
10：30〜12：30
月額4,400円(税込)

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

全1回23,100円（税込）

https://culture.jeugia.co.jp

第1･3（火）
10：30〜12：00
月額6,270円(税込)

テディベアを一体
一から作りましょう。
全3回講座で、
26センチ程の
テディベアを作ります。

やさしい日本舞踊

（日曜17：00まで）

ドレミで覚えて
ポップス、映画音楽など
自分の好きな曲を
三味線で弾いてみよう！

ハーブやアロマを使って、
毎日の生活を彩るナチュ
ラルライフをレクチャー。
今の私の心がわかる香り
の力を体感。

2,970円

1日 整理収納アドバイザー
講座
2級認定講座

三味線奏者
創音SOUON主宰

中田 誠

私を癒すアロマ生活

「白茅」代表
「翔臨」同人

中田 剛

仏画師
仏画講師

3/9・4/13・5/11（水）

さあ、俳句をはじめよう

テディベア教室

2,750円

三味線を当たり前な
楽器として楽しもう！

第2・4（水）10:30〜12:30
月額6,600円(税込)

500円

中医学美容営養アドバイザー、中医診断士
経絡ストレッチインストラクター

3/25・4/8（金）

2,585円

講師がネパールで弟子入りし
学んだ手法や仏さまの意味等を
伝授。
チベット密教式の設計図
を用い、
ゼロから自分で仏さま
を描けるようになる講座です。

第2・4（金）
10:30〜12:30
月額5,170円(税込)

はじめての中医学講座

第2・4（金）10:30〜12:00
全6回16,500円(税込)

ゼロから始める仏画教室

和裁1級技能士

2,200円

中医学って何？のお話しからスタート！
！
肩こり、腰痛、めまい、むくみ、
アレルギー等の原因が分かります。
元気になるヒント、
生活の上で役立つ情報を
簡単にお伝えします。

3/12・4/23・5/14（土）

タンスに眠っている
反物を着物に仕立て
てみませんか。
運 針 から始 め、和 服
一般まで丁寧に指導
します。

ロマンドール

川勝よしみ

講座

水明書道会審査員

第2・4（土）
13:00〜15:00
月額5,170円(税込)

JAZZ DANCE

3/13・4/10・5/15（日）

2,035円

堀 翠恵

第2・4（土）14：30〜16：00
月額4,510円(税込)

楽しい和裁教室

第1・2・3（日）
10:30〜11:30
月額6,435 円(税込)

6回

ちょっとゆっくりした
気分の土曜日の午後、
般若心経を題材に
美しい文字の基本を
学びましょう。

4/9・4/23・5/14（土）

3/26・4/23・5/14（土）

心と体、両方のストレ
スを解消して、体の内
側から健康になるプ
ログラムです。
ダイエ
ットにも効果あり！
！

美しい文字の基本

声に出して表現する楽しさを
見つけませんか。
発声練習から始めて
物語や詩を丁寧に
読んでいきます。

2,255円

JCA認定アルファビクス
インストラクター

川勝好美

大人も子供も楽しめるアクロバット
教 室。バク転・バク宙 を 練 習して
いく過程で自然と、筋力・柔軟性・
瞬発力が身に付いていくので、
エク
ササイズとしても効果的です。
未経験の方ももちろん大丈夫です。
楽しく運動しながらバク転・バク宙を身に付けましょう。

楽しむ朗読

アルファビクス

Capoeira Gerais
インストラクター

加藤安臣

侍道・殺陣塾講師

心と体のストレス解消！
！

【5歳〜】

第1・3（火）13:30〜15:00 月額5,170円(税込)
2,035円

3/15・4/19・5/17（火）

2,585円

