
1,000円10/3(木)17:30～、10/4(金)16:30～ 1,000円10/3(木）18:30～ 1,000円
10/3(木)19:30～

1,000円10/4(金)17:30～〈小学2年生～〉
　　　　19:00～〈中学生以上〉

1,000円10/12(土)12:30～ 1,000円10/12(土)13:30～ 1,000円10/2(水)18:00～

1,000円
10/19(土)16:30～[3歳～小学2年]
　　　　  17:30～[小学3年～中学生] 1,000円10/19(土)10:30～ 2,500円

1,000円10/14･28(月)16:30～18:00の間
10/9・23(水)16:00～18:00の間 (各日60分程度) 1,000円

10/1(火)
・16:00～[4歳～小学低学年]
・17:30～[小学生]
10/12(土)
・15:00～[4歳～小学生]

1,000円10/7(月)15:30～18:00の間(60分程度)
1,000円10/4(金)16:30～ 100円(毛筆のみ) 1,000円

10/5・10/19(土)10:30～
1,000円10/5(土)10:30～

1,000円10/27(日)15:00～ 500円 1,000円10/27(日)13:00～ 500円 1,000円
10/13(日)15:00～

1,000円

1,000円10/9(水)10:30～
1,000円

10/8・10/22(火)10:15 ～ 100円程度 1,000円
10/2(水)13:00～

1,000円
1,000円

10/10(木)
10:30～・13:00～
10/19(土)
12:30～・15:00～

2,500円

1,000円10/13(日)13:00～ 1,000円 1,000円
10/1・10/15(火)13:30～

1,000円
1,000円
10/4・10/18(金)10:00～

1,500円～ 2,000円

1,000円10/5･10/19(土)13:00～ 800円 1,000円
10/10(木)10:30～

500円
1,000円10/4(金)10:30～ 1,000円(道具類レンタル代込)

※体験キャンセル待ちをご希望
　の方はお問い合わせください

1,000円10/24(木)10:30～ 500円

1,000円10/4・10/18(金)10:00～ 1,500円～ 2,000円 1,000円10/26(土)18:30～ 1,500円 1,000円
10/4・10/18(金)10:00～

1,500円～ 2,000円 満席

●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、金
融機関からの1ヶ月毎の自動引き落としでの納入をお願いします。※自動
引き落としの手続きが完了するまでに2ヵ月程度を要します。●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。●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。
※2019年10月1日以降に実施する講座については新しい消費税率が適
用されます。 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。

《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59会場有り［十字屋Culture株式会社／本社：京都市］

講師
募集

2F

…消費税は別途要します。（税別表記）

ご予約
承ります

…税別表記ですが、講座により税込の場合もあります。

● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ● ジャンル豊富に90講座以上が集う 総合カルチャーセンター

お申込み
お問い合わせ

ご予約承ります

リニューアルオープンしました!
体験・受講・入会お申し込み受付中

となり、

(木)17:30～18:30
(金)16:30～17:30
月額4,500円(税別)

ストリートダンス リトル

小さい内からストリートダンス
のステップや音楽に慣れて頂く
為のクラスです。基礎のステップ
等を使って踊って頂きます。

NAOTO M.R-N+パパ
世界大会出場経験有り

(木)18:30～19:30
月額4,500円(税別)

ストリートダンス キッズ

ストリートダンスの基本にな
るステップ等を、ゆっくり丁
寧に指導し、振り付けも踊っ
て頂きます。初めてのお子さ
んが始めやすいクラスです。

NAOTO M.R-N+パパ
世界大会出場経験有り

(木)19:30～20:30
月額4,500円(税別)

ストリートダンス ジュニア

ストリートダンスの色々なステップやムーブを学んで頂
きます。　勿論、基本から丁寧に指導していきます。
振付は、ソウルダンス等も取り入れて、大人っぽくクール
に踊って頂きます。

NAOTO M.R-N+パパ
世界大会出場経験有り

(金)17:30～19:00　月額6,000円(税別)

ロックダンス

ロックダンスキッズ

ストリートダンスのひとつ
のジャンル、ロックダンス
（LOCK）を、基礎から指導
していきます。みんなで合
わせて踊ると、よりカッコ
いいロックダンスで楽しく 
踊りましょう。

(金)19:00～20:00　月額4,500円(税別)

ロックダンス

より大人っぽく、クールな振り付けで踊っていきます。
初めての方も、キッズクラスからの進級の方も受講できる
クラスです。

NAOTO M.R-N+パパ
世界大会出場経験有り

月3回(土)12:30～13:30
月額4,000円(税別)

楽しいバトントワーリング

クラシックバレエの基礎を基
本として、体をきたえ、バトン
技能を身につけていきます。
イベントや発表会に出演でき
ます。

岸田麻里 日本バトン協会指導者ライセンス

月3回(土)13:30～14:30
月額3,000円(税別)
※親子ペア4,000円(税別)

楽しいバレエクラス

クラシックバレエの基礎を楽しく
学び、ストレッチやバーレッスンで
美しい体づくりをしていきます。
親子で楽しく学ぶこともできます。

岸田麻里・鈴木ひかる バトン・バレエ講師
S.L.Pバレエスクール主宰

(水)18:00～19:00
月額5,000円(税別)

こどもクラシックバレエ

クラシックバレエを基本に
いろいろなジャンルの曲で
振り付けをし、また個性を大
切にしながらバレエの楽し
さをお教えします。

羽角眞弓 春日バレエ彦根支部長

(土)
16:30～17:30[3歳～小学2年]
17:30～18:30[小学3年～中学生]　月額6,000円(税別)

本多恵子バレエ学園

こどもクラシックバレエ

リズム表現力を養い、クラシックバレ
エの基礎を身につけましょう。子供た
ちの秘めた才能を開花させ、大きく成
長できるよう指導します。

中川理絵 京都バレエ専門学校卒

第1・3(土)10:30～11:45
月額3,500円(税別)

こども陶芸教室

土から芸術が生まれます。
カップ・お皿・茶碗・立体オブ
ジェ等、自由に好きなものを
作ろう!!いろいろな絵の具で
楽しく絵も描けます。

長澤好子 陶芸工房 釉　主宰

週2回(月)(水) ※各日60分程度
(月)16:30～18:00・(水)16:00～18:00
月額5,000円(税別)

そろばん・あんざん教室

指先を動かすことにより右脳を刺
激、脳を柔軟にし、観察力・ひらめ
き力・記憶力・集中力・情報処理能
力・速聴速読能力などを養います。

高橋千恵 そろばん講師 (火)16:00～17:00[4歳～小学低学年]
(火)17:30～18:30[小学生]
(土)15:00～16:00[4歳～小学生]
月額5,000円(税別)
※週2コースは7,000円(税別)

新極真会空手教室

武道の教育の基本理念でもある「しつけ」や「礼儀」を
重んじ精神的に肉体的な向上を図ります。また幼い頃
から困難に立ち向かう強い精神力を養う事は、社会に
出てからも貴重な経験となります。 

中嶋幸作 新極真会滋賀東部

月3回(月)15:30～18:00の間(1回60分程度)
月額3,500円(税別)

児童習字 (月)

硬筆は学年に応じて基礎からしっかりお
教えします。ひらがな、漢字、カタカナと
全てがある時の書き方等、大人になって
も使えるよう指導します。毛筆では筆の
持ち方から学び、硬筆にはできない線の
変化を楽しんで書に親しみます。

森　要 毎日展会員　県美術協会員　近江八幡美術協会員

月3回(金)16:30～17:30
月額3,500円(税別)

児童書道(金)毛筆・硬筆

年齢に合わせて美しい文字が書
けるようにていねいに指導、書く
楽しさをレッスンします。月間書
道誌により級・段を取得でき、年
2回の試験で昇級します。

北川洸園 書家　和楽会主宰

月3回(土)10:30～11:30
月額3,500円(税別)

こども硬筆・毛筆

テキストの課題を月毎に学習することで、硬筆では読み
やすいすっきりとした文字を、毛筆では個性豊かな作品
づくりを目指します。毎月課題は協会へ提出し級･段を
取得していきます。

筒井和彦 滋賀県書道協会

第1・3（土）10:30～12:00
月額2,000円(税別)

こども将棋教室

はじめて将棋を指すこどもたち
には礼儀作法、駒の並べ方から指
導します。大盤を使って、駒の進
め方や詰め方の解説をします。

中川加寿夫 日本将棋連盟認定アマチュア3段

第4(日) 15:00～16:30
月額1,500円(税別)

月3回(金)10:30～11:10
月額5,000円(税別)

(小学1年生～ 6年生）

《見学体験》 9/27・10/11㈮10:30～
《体験》 10/1㈫16:00～・10/12㈯12:30～

開講
クラス

月3回、1レッスン30分【個人】
月額8,000円(税別)

開講日時は
お問い合わせください

こども造形絵画教室

あらかじめ用意された材
料を使うのではなく、自ら
選んだ材料で創作し、こど
もの創造力・造形力をのば
します。　

シンプルなことば、美しい日本語の響きを大切にし
たオリジナルの曲を歌い、ことばの抑揚やリズムを
五感を通して味わい、感受性を育みます。

自分のペースで楽しくレッスン！テクニックはも
ちろん、講師との連弾やオーケストラが演奏する
CDでイメージを広げ、豊かな表現力を育みます。

峯島良枝 アートランドミネシマ主宰

第4(日) 13:00～14:30
月額2,100円(税別)

こどもアート絵画教室

絵を描くことが大好きな
こどものための美術教室
です。独創性を磨き、画力
を高めます。　　　　　

峯島良枝 アートランドミネシマ主宰

第2(日) 15:00～16:30
(親子ペア)月額2,300円(税別)

親子で受ける
なかよし造形絵画教室

こども一人で受けさせるのは不安、親子で仲良く授業
を受けたいという方のための教室。こども向けの課題
を親子で一緒に仕上げていただきます。

峯島良枝 アートランドミネシマ主宰

第2･4(水)
10:30～12:30
月額4,000円(税別)

洋画教室

水彩画、油彩画、パステル
画、デッサンなど各自の希
望に応じて基礎的なこと
から指導いたします。

溝辺行雄 汎具象美術協会・草津美術協会会員

第2・4（火）10:15～12:15
月額4,000円(税別)

スケッチ教室

旅先や身近な場所での風景を
描くことで、より深い思い出
や思いがけない気付きに出合
えます。スケッチ画の基本を
学び、毎回の実践で制作を楽
しみます。

比喜多利彌 大潮会会員

第1（水）13:00～15:00
月額3,000円(税別)

たのしい絵てがみ

絵が下手でも、字が下手でも、心
のこもった味わい深い絵手紙を
描きましょう。

小松原晴子 ウエスト絵てがみ講師

第2･4(木)10:30～12:30
　　　　  13:00～15:00
第1･3(土)12:30～14:30
　　　　  15:00～17:00 

陶芸教室

手びねりによる茶碗、花器、ぐい呑み等の一品作品から
タタラ成形(粘土板)による小皿や小鉢、コーヒーカップ
などの組物の製作、そして絵付けやロクロ成形、装飾な
ど、それぞれの方の技術内容に合わせて個性ある作品
を作っていただきます。

長澤好子 陶芸工房 釉　主宰

第2（日）13:00～14:30　月額2,100円(税別)

初心者のための絵てがみ

絵手紙を始めてみよう
という方のための入門
講座。絵を描くのが下手
だからこその武器を生
かすテクニックを教え
ます。

峯島良枝 アートランドミネシマ主宰

第1・3(火)13:30～15:30
月額4,000円(税別)

若葉流 つまみ絵

薄絹を使って一枚一枚折って
植物、花、鳥などを立体的に色
紙の上に貼り合わせて表現し
ていく美しいつまみ絵です。

園田惠葉 日本伝統手工芸　若葉流教授

第1･3(金)10:00～11:30
月額3,000円(税別)

畳増押し花工房　押し花

大好きなお花を色鮮やかに残
しましょう。初心者の方には花
の押し方、乾燥の方法など基礎
からやさしく指導します。

徳永信子 ふしぎな花倶楽部講師、徳永押し花工房主宰

第1･3(土)13:00～15:00
月額3,000円(税別)

悠弘流 押し絵

型紙に綿をのせ、ボンドをつけ
て布をこてで押さえて一つの
パーツを作ります。それぞれの
パーツを組み合わせて作品に
仕上げます。

山下かつ江・飯尾美知子 悠弘流押し絵友の会講師

第2(木) 10:30～12:30
月額1,500円(税別)

味わい深いダンボールアート

軽くて頑丈なダンボールをリサイクル
して、味わい深い家具やアート作品を
作りましょう。着色して木の質感を表
現したり、オリジナルの小物や人形作
りも楽しめます。

田中和之 ダンボールアーティスト

第1(金) 10:30～12:30
月額2,600円(税別)

ソープ＆フルーツカービング

ナイフ一本で石けんやフ
ルーツに彫刻していきま
す。本場タイでは歴史のあ
る伝統文化。香りのインテ
リアやプレゼントとして
も人気です。

木下まさこ フルーツ・ソープカービング教室
Atelier Sola主宰

第4(木) 13:00～15:00　月額1,800円(税別)

月額5,000円(税別)

やさしいクラフトバンド

再生紙でできているエコなクラフトバンドを使い、かご
やバッグなど実用的なものを編んで作ります。紙なので
軽く、しっかりとじょうぶな作品ができます。頭で考え
手を動かしながら作るので脳トレにもなります。

松下美江子 クラフトバンドエコロジー協会認定講師

第1･3(金)10:00～11:30
月額3,000円(税別)

畳増押し花工房 ポーセラーツ

白磁器に転写紙や絵の具で
自由に絵付けをし電気釜に
て焼き上げます。実用性のあ
る奥の深いポーセラーツを
楽しみませんか。

徳永信子 ポーセラーツ講師

第4（土）18:30～20:30
月額2,000円(税別)

Sion's ビーズアクセサリー

フランスのアンティークビーズ、
アジアンの牛骨ビーズ、皮ヒモな
どいろいろなパーツを使って、世
界にひとつのあなただけのオリ
ジナルアクセサリーを使りまし
ょう。

雨宮博子 ビーズデザイナー

第1･3(金)10:00～11:30
月額3,000円(税別)

畳増押し花工房
グラスアート(フィルムステンド）

特殊なカラーフィルムを貼っ
て接着剤付きのリード線を使
ってステンドグラスの雰囲気
を楽しんでいただけます。

徳永信子 グラスアート講師

第4（金）10:30～12:30〈初級〉
　　　  13:30～15:30〈中級〉
月額2,000円(税別)

樹脂粘土・フラワー

ソフトタッチの樹脂粘土で、基本ベースのカラーを混ぜ
ることによってさまざまな色を表現することができま
す。花ばかりでなく人形、動物などのアレンジを楽しめ、
作品は軽いので、インテリアとして壁などに簡単に取り
付けられます。

北村　香 DECOクレイクラフトアカデミー師範

会場一覧より、滋賀県
「ビバシティ彦根」
を選択ください!

0749-21-1070［電話受付］
10時～20時
日曜18時迄

JEUGIAカルチャー検索

ホームページからもお申し込み承ります。
パソコン・スマホ・携帯電話で➡

0749-21-1070［電話受付］
10時～20時
日曜18時迄

JEUGIAカルチャー検索
ホームページ

当講座案内に掲載している日程以外でも、体験･見学を随時受付しております。詳しくはお問い合わせください。
※記載の設定日以外の場合、体験料金等が異なる場合がございます。

からもお申し込み承ります。
パソコン・スマホ・携帯電話で➡
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入
会
と
受
講
の
ご
案
内

入会金無料です
シニア割満65歳以上の方は
※年齢確認のできる身分
　証明書のご提示をお願
　いします。

◇(火)(木)(金)(土)(日)
　※時間はお問い合せ下さい
◇受講料/月額5,000円
　　　　  ～8,000円（税別）

0歳から12歳の英語教室

講師は

日本人の担任制
！

月1回の

外国人講師来校

講師は

日本人の担任制
！

月1回の

外国人講師来校

日祝除く
10時～18時

https://www.kodansha-pal.co.jp

お問い合わせは…
講談社こども教室
大阪本部

0120-327-341

お子様の年齢や興味に合わせ、英語を
「好き」から「自信」につなげていく
少人数制の英語教室です。

好評
開講中

◇(月)(火)(水)(木)(金)(土)
　※時間はお問合せください（50分・60分・90分授業）
◇受講料/月額6,800円～10,500円（税別）

0歳から小学生（幼児教室／国語・算数教室）
一人ひとりが“主人公”

少人数定員制
生徒
募集中

子どもたちの発達段階に
合わせ、自発的に学ぶ習慣
や思考力・集中力などを養
う少人数制の教室です。

対象
年齢 0歳から小学生

各コース 年齢別・少人数制
講師は  幼児教育の専門家

入会金割引キャンペーン中
入会金 7,000円→6,000円(税込) ※兄弟入会3,000円(税込)

入会金割引キャンペーン中
入会金 7,000円→6,000円(税込) ※兄弟入会3,000円(税込)

1歳児（満1歳～）らっきークラス

ピアノコース

《体験》 10/15㈫16:00～・10/24㈭19:00～

多彩音色やリズムを活かして1台でオーケストラや
バンドのような演奏が自由自在に！自分ならでは
の音楽を楽しめるように操作も丁寧に学びます。

エレクトーンコース

月3回(木)11:00～11:40
月額5,000円(税別)

《体　　験》 9/26・10/3㈭11:00～
《見学体験》10/10・10/17㈭11:00～

開講
クラス

音楽に合わせて全身で音楽を感じられる時期。レッ
スンでの音楽体験 (きく、うたう、リズムなど) を通
して、「できた！」というよろこびを感じることで、
音楽への興味や意欲が大きくなります。

2歳児（満2歳～）ぷっぷるクラス

小学生のための
ジュニアスクール

［電話受付］10:00～20:00
（日・祝 10:00～19:00）

【お問い合わせ・お申し込みは】JEUGIA 彦根店
0120-713-345

日祝除く
10時～18時

https://www.kodansha-pal.co.jp

お問い合わせは…
講談社こども教室
大阪本部

0120-327-341

3歳～小学2年生 小学1～ 4年生 小学5年生～中学生 小学2年生～中学生／中学生以上

小学2年生～中学生

中学生以上小学1年生～中学生 3歳～大人(親子参加可) 3歳～小学生

3歳～ 幼児～中学生 年中～

4歳～小学生

幼児～小学6年生 5歳～小学生 年長～小学6年生 小学1年～

年長～ 小学生～ 小さなお子様や見守りが
必要なお子様と、保護者

入会金半額通常5,000円(税別)が
➡2,500円(税別)

【期間】2019年11月17日㈰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。

特典!特典!
今がお得です!

期間に限
らず

お得で
す!



1,000円10/12(土)19:00～ 1,000円10/3(木)13:00～ 1,000円9/29(日)10:10～ 1,000円10/2(水)10:30～

1,000円10/5(土)10:30～ 1,000円10/28(月)13:00～ 1,000円10/18(金)10:15～ 1,000円10/1(火)10:30～

1,000円10/1(火)19:00～ 1,000円10/2(水)19:30～ 1,000円
10/23(水)13:00～

1,000円
10/6(日)16:00～

1,000円10/4（金）[初級]13:00～ [中級]14:15～ 1,000円10/8(火)10:30～ 1,000円
10/4（金）19:00～

1,000円10/19(土)19:00～

1,000円10/13(日)[入門]10:30～[初･中級]12:30～ 1,000円10/17(木)18:00～ 1,000円 1,000円10/12(土)14:00～ 1,500円 1,000円
10/7・10/21(月)10:30～

1,300円

1,000円10/9(水)13:00～ 1,100円 1,000円10/23(水)18:15～ 1,000円 1,000円
10/6(日)10:30 ～

3,000円程度 1,000円
10/6(日)13:30～

2,500円程度

1,000円10/7・10/21(月)10:45～ 1,000円10/7(月)18:00～ 1,000円10/4(金)14:00～ 100円 1,000円10/11(金)19:00～

1,000円
10/7・10/21(月)13:30～

1,500円10/8(火)13:00～ 1,000円 1,000円10/28(月)13:00～ 500円 1,000円
10/3(木)13:00～・10/14(月)10:15～
10/22(火)10:15～・10/24(木)13:00～

日時はお問い合わせください 1,000円10/11・10/18(金)10:15～ 1,000円10/1・10/15(火)10:30～

1,000円
10/22(火)19:00～

500円

1,000円10/2(水)13:00～ 1,000円10/5(土)10:30～

1,000円

10/14・28(月)
18:30～[入門・初級]
19:40～[中級]

1,000円
10/3･10/17(木）10:30 ～ 100円 1,000円

10/28(月)10:30～
1,000円10/23(水)13:00～

1,000円

10/10(木)11:10～
　  24(木)11:10～
　  20(日)13:00～

10/10(木)・24(木)

※楽器レンタル料 500円

1,000円10/23(水) 1,000円10/8(火)15:30～ 1,000円10/14(月)11:30～

第2･4(土)
19:00～20:30
月額3,000円(税別)

パワーヨガ

深い呼吸と伸びやかな
動きで心身を浄化しま
す。免疫力や内臓機能、
代謝を向上し、筋力や
柔軟性も高めます。

Satsuki ヨガインストラクター

第1･3(木)13:00～14:15　月額3,000円(税別)

リフレッシュヨガ

一時、日常から離れ自分
のための時間。こりや不
調と向き合い心地よく
巡る体へ。呼吸や全身の
巡りを高めリフレッシ
ュしながらいきいきと
した心体へ。

EMIKO ヨガスタジオShantiHeart代表

第1･3(日)10:10～11:30
月額3,000円(税別)

アロマビューティーヨガ

アロマと共に深呼吸。日常を
離れ自分を見つめる時間。
こり固まった体や心をしな
やかに。内から巡らせ、心身
共に快適に美しく。

EMIKO ヨガスタジオShantiHeart代表

第1･3(水)
10:30～11:30
月額4,000円(税別)

骨盤・背骨調整ピラティス

骨盤と背骨の位置を修
正し姿勢を改善して、
強く、しなやかでケガ
をしにくい身体づくり
を目指しています。

高根　笑 ピラティスインストラクター

(土)10:30～12:00
月額4,000円(税別)

気功と太極拳

太極拳独特の低い姿勢と
深い呼吸を伴うゆったり
した動作により、身体面だ
けでなく心の安静も保ち
ます。健康で快適な生活の
ために、始めましょう。

森川正則 日本武術太極拳連盟公認太極拳A級指導員

第2･4(月)13:00～14:00
月額3,000円(税別)

女性のための体幹トレーニング

体幹トレーニングはスポーツのためだけ
ではありません。ストレッチボールでイン
ナーマッスルを鍛えることにより、姿勢が
キレイになるだけでなく、柔軟性も生まれ
肩こりや腰痛の緩和・予防にも効果的で
す。体が硬い方におすすめです！

藤田ひでこ 整体師・JCCAコアフォーストレーナー

(金)10:15～11:45　月額4,000円(税別)

自彊術(健康体操)

日本で最初の健康体
操です。万病の改善
と予防に効果がある
「治療体術」とも言わ
れ、自己治癒力を高
め、心身のバランス
を整えます。

松村正子 公益財団法人自彊術普及会中伝指導員

第1(火) 10:30～11:30　月額1,800円(税別)

骨盤エクササイズ

骨盤のゆがみ、骨盤底筋のゆる
みはさまざまな不調の原因と
言われています。腰痛、肩こり、
姿勢、体型にお悩みの方、無理
なく骨盤の調整をしましょう。
骨盤の歪みのセルフチェック
もお教えします。

藤田ひでこ 整体師・JCCAひめトレインストラクター

(火)19:00～20:30
月額6,000円(税別)

新極真会空手教室
中嶋幸作 中学生以上 中学生以上

小学5年生～大人

中学生～大人

小学5年生～

新極真会滋賀東部

(水)19:30～21:00
月額5,000円(税別)

大人のクラシックバレエ

バレエの基本を取り入れそれ
ぞれ自分好みのダンスを楽し
みながら、健康的で、ストレス
解消のひとつとして踊ってみ
ませんか。

羽角眞弓 春日バレエ彦根支部長

月3回(水)13:00～14:20
月額4,500円(税別)

井上ケイ・リマナニフラスタジオ

アロハフラ

年齢に関係なく、流れる曲
に心をゆだね、身体の底か
ら喜びを感じるフラを踊り
ませんか。

井上ケイ・リマナニフラスタジオ講師

第1・3(日)16:00～17:15 
月額3,000円(税別)

元フラガールが教える

フラダンス入門

元フラガールの講師が初心者の方を
対象に教えます。フラダンスを基礎
から学びながら、ゆったりとしたひ
と時を楽しみましょう。気分リフレ
ッシュや健康増進につながります。

AKANE アロハ ヌイ ロア アヌエヌエ アカネ フラスタジオ

(金)
13:00～14:00[初級]
14:15～15:15[中級]
月額6,000円(税別)

ソシアルダンス

【初級】まずは社交ダンスに親しみ楽しんで
いただくように進めます。必要だと思われ
る技術ばかりでなく、音楽のリズムに合わ
せて体を動かせるようにレッスンします。
（主にジルバ、ブルース、ワルツ、ルンバ）

【中級】ペアで踊ることに対する内容を深
め、姿勢・足の使い方など細かくレッスンし
ます。（ワルツ、タンゴ、スローフォックスト
ロット、ルンバ、チャチャチャ、サンバ）

三谷ちづる 滋賀県ダンス教師協会理事

第2・4(火)10:30～11:30　月額3,000円(税別)

ママさんストリートダンス

ストリートダンスの
ステップ等を使って、
皆さんで楽しく踊っ
て、汗をかいて頂きま
す。初めての方も大歓
迎です。

NAOTO M.R-N+パパ　世界大会出場経験有り M.R-N+パパ
世界大会出場経験有り

(金)19:00～20:00
月額4,500円(税別)

ロックダンス

ストリートダンスのひとつのジャンル、
ロックダンス（LOCK）を、より大人っぽ
く、クールな振り付けで踊っていきま
す。初めての方も、キッズクラスからの
進級の方も受講できるクラスです。

NAOTO

第1・3(土)19:00～20:30
月額3,000円(税別)

JAZZ HIPHOP

ジャズダンスをベースにヒップホップ
を取り入れ、しなやかな動きとアップ
テンポな動きがミックスされカッコい
いダンスです。

NON ダンサー

第2・4(日)10:30～12:00[入門]
　　　　 12:30～14:00[初・中級]
[入　 門] 月額4,000円(税別)
[初・中級] 月額4,500円(税別)

フラメンコ舞踊

スペインの伝統舞踊、フラメンコを
踊り、楽しみながら、シェイプアップ
しましょう。初心者の方は踊りやす
い曲から始めます。 

西川貞代 スタジオNORA（向京子主宰）講師

月3回(木)18:00～20:00　月額4,000円(税別)

いけばな池坊 (木曜クラス)

「花はんなり」花を通じ
た人との出会いは、和
やかな時間をもたらせ
てくれます。
ご一緒にいけばなを楽
しみましょう。

川瀬俊子 華道家元池坊華道講師

第2・4(土)14:00～16:00
月額2,500円(税別)

いけばな池坊 (土曜クラス)

季節ごとに変りゆく草木に対す
る新鮮な感動を日々の暮らしに
取り入れ、生活になごみや癒し
のある空間を提供します。

杉本克代 華道家元池坊教授

月3回(月)10:30～12:30
月額4,000円(税別)

いけばな未生流

流麗なスタイルの古典的な格花、
生活に密着した新花（瓶花、盛花）
を中心にお稽古します。

岡島順甫 家元師範

第2･4(水)13:00～15:30
月額2,500円(税別)

華道  橘

華道　橘は伝統あるいけ花を守り
ながら現代にマッチした新しいい
け花を指導致します。季節の木や花
を取り入れて四季を感じたり、輸入
花材を花と組み合わせカジュアル
に表現します。

北川宗月 家元

第2･4(水)18:15～20:15
月額2,500円(税別)

いけばな翠香流

彦根で誕生した翠香流は、やさし
く、品格があり、自然を強調した作
風です。形式に縛られない自由さも
あり、いけばなの楽しさを味わって
いただけます。

吉村翠嘉 翠香流総華督教授

第1(日) 10:30～12:30
月額3,500円(税別)

フレッシュフラワー（資格取得可）

パリスタイルのブーケ、コンポ
ジションやフラワーアレンジ
メントの基礎知識、技術を理
論・実技でしっかり学べます。

蓼科洋子 花芸術文化協会認定校アトリエローズガーデン主宰

第1(日) 13:30～15:30
月額2,500円(税別)

プリザーブドフラワー（資格取得可）

生花の美しさを長く残せるプリザ
ーブドフラワーでお部屋のインテ
リアや贈り物に喜ばれるアレンジ
をしましょう。

蓼科洋子 花芸術文化協会認定校アトリエローズガーデン主宰

第1・3(月)10:45～12:30
月額3,500円(税別)

かな書道と漢字書道

かなを中心として、漢字も含
め、初歩の実用的なものから、
希望者には展覧会出品まで対
応いたします。「書朋」等の雑誌
への出品もできます。

三原　博 滋賀県書道協会副理事長、滋賀県美術協会理事長

第1･3(月)18:00～19:30
月額4,000円(税別)

書道教室

硬筆･毛筆とも日常書の上達とともに行
書・草書・てん書・隷書・かな文字なども
学んでいただきます。実用書道も。

森　要 毎日展会員　県美術協会員　近江八幡美術協会員

第1･3(金)14:00～15:30
月額4,000円(税別)

かな書道

基礎から作品制作まで書く
楽しみ、喜びを学び、和やか
な中で効率良く上達します。
（漢字・筆ペンOK）

北川洸園 書家　和楽会主宰

第2･4(金)19:00～20:30　月額3,500円(税別)

暮らしに役立つペン字

パソコンの普及で書
く機会が減り、いざ
という時に困ります
ね。署名や宛名、読み
やすい文章が書ける
よう指導いたしま
す。段・級の取得も。

筒井和彦 滋賀県書道協会

第1・3(月)13:30～15:30
月額4,000円(税別)

刻字

刻字は書道の一ジャンル。
木に字を彫り、色彩をほどこ
し、自分の感性を引き出すこと
が楽しみです。

山田虹赤 京都書道連盟参与

第2･4(火)13:00～15:00　月額4,000円(税別)

暮らしに役立つ
賞状書士養成講座

賞状書士としての技法を基
礎から指導します。宛名や
のしなどの書き方も学べま
す。基礎コースより始め、応
用コース、准師範コースへ
と進むことができます。

大棚由貴子 賞状書士

第2･4(月)
13:00～14:30
月額3,000円(税別)

裏千家流茶道（立礼式）

多忙の生活の中、日本
茶道の安らぎに触れ
てみましょう。お免状
の取得も可能です。

西村宗晃 教授

第2･4(月)10:15～12:15
第2･4(火)10:15～12:30
第1･3(木)13:00～15:30
第2･4(木)13:00～15:30
月額3,000円(税別)

やさしい洋裁教室

洋裁製図など基礎的なことから始めます。初歩から経験
者までそれぞれの段階に応じて指導します。教材は自由
で好きな服をつくりましょう。

藤島春枝 セブン研究会教師資格

第3(木) 13:00～15:00　月額2,000円(税別)

パッチワークキルト

基礎をマスターすることか
らスタートするので初心者
の方でも安心して受けられ
ます。色彩感覚を学びそれ
ぞれが個性を生かした作品
作りを楽しめるようにお教
えいたします。

西  まち子 世界キルトフェスティバル入選2回

(金)10:15～12:45　月額5,000円(税別)

編みもの

現代の編み物、ファッ
ション技法から必要な
知識、技術を教授し、基
礎から最新のデザイン
まで、確実に体得でき
るよう丁寧に指導いた
します。

田中　縁 セブン研究会教師資格

第1・3(火)10:30～12:00
月額4,000円(税別)

きもの着付け

自分で着られるようになってこその
和服美人。着くずれしない着付けを指
導します。希望者は免状も取れます。
着物一式は無料レンタルもできます。

徳永信子 京都きもの学院講師

第4(火) 
19:00 ～ 20:30
全6回16,200円(税別)

【第1回】

【カリキュラム】

アロマテラピーとは
(実習：ルームスプレー作り)

アロマテラピー初級講座

アロマテラピー検定1級合格に適した内容です。アロマ
テラピーを始める方、検定を目指す方におすすめ。暮ら
しを豊かにする楽しい実習を通して、基本を学びます。

西島かおる ［全6回］(公社)日本アロマ環境協会認定
アロマテラピーインストラクター

第1･3(水)13:00～15:00
月額3,200円(税別)

やさしい朗読

やさしく美しい言葉は人の心
を励まし勇気づけてくれます
ね。日本語の美しさや響きの良
さをかみしめながら、いきいき
と魂のこもった言葉でぬくも
りある心を伝えてみませんか。

辻　智子 読み聞かせ講師、イベント司会者

第1・3(土)10:30～12:00
月額2,000円(税別)

初心者のための将棋教室

はじめて将棋を始める人には
ルールやマナーから教えます。
大盤を使って手筋や定跡を解
説します。

中川加寿夫 日本将棋連盟認定アマチュア3段

第2・4(月)
18:30～19:30[入門・初級]
19:40～20:40[中級]
月額4,000円(税別)

やさしい韓国語

韓流ドラマやK-POP、韓国旅
行をより楽しむため、韓国語を
学びましょう。全く初めての方
はハングルの読み書きからは
じめます。

鄭 淑姫（チョン スー キー） 韓国語講師

第1・3(木)10：30～12：30
月額4,000円(税別)

中高年のための
健康マージャン教室

ゲームをすることで脳の老化を抑える効
果があると麻雀が人気です。手指を動か
し、考えることで楽しみながら脳トレが
できます。全く初めて麻雀をはじめる方
を基準にマナー、ルールから指導します。

廣田容一 全国麻雀段位審査会四段

第2･4(月)10:30～12:00
月額4,000円(税別)

愛唱歌を歌う

童謡・唱歌・世界の名曲・懐かしい
歌謡曲などを楽しく歌って、リフ
レッシュ！歌う為の身体の使い方
もアドバイスします。

冨田美穂
〈伴奏〉後藤敬子

名古屋二期会会員　Body Thinkingコーチ

第2・4(水)13:00～14:00
月額3,700円(税別)

ウクレレ教室

ハワイアンでおなじみの陽気
な楽器ウクレレをみんなで楽
しく弾きましょう。ハワイアン
だけでなく様々なジャンルの
曲を演奏します。

辻元宏司 シャン・クレールギター教室主宰

第2・4(木)11:10～12:10
第3(日) 13:00～15:00
月額5,600円(税別)

二胡を楽しむ（グループ/個人）

二胡は文字通り二本の弦が
美しい音色を奏でる中国の
民族楽器です。五線譜が読め
なくても大丈夫な数字譜を
使用しますので初めての方
でも安心です。

永井せつこ
日中二胡交流研究会認定指導者

第2・4(水)
14:00～19:00[1回30分]
月額5,000円(税別)

ギター＆ウクレレ教室

個人レッスンですので、ギター
でもウクレレでもお好きな楽
器を選び、マスターしたい曲で
レッスンします。

辻元宏司 シャン・クレールギター教室主宰

第2･4(火)
15:30～17:30
月額3,500円(税別)

琴伝流 大正琴

左手で数字を押し、右手で弦を
弾くと音が出せます。一緒に
様々な歌を弾いてみましょう。

福田琴真雅 専任師範

第2･4(月)
10:30～11:30[初級]
11:30～12:30[入門]
月額6,000円(税別)

筝曲を楽しむ

箏に触れてみませんか。
縦書きのひとマスごとに分
けられた箏用の楽譜を使っ
て、丁寧に指導します。

右川弥紀 生田流正絃社　箏曲大師範

間取りプランナー 初級認定講座

「新築に戻れるなら間取りをやり直したい」と考えている方
は95%！（日本間取り協会調査） この現状を受け、住みやす
い間取りを作れるようになる、間取りに特化した初めての
資格「間取りプランナー講座」が誕生しました。初級では日
本の間取りの歴史・現状や、動線・通風・日照・騒音など、間取
り学の基本を学びます。新築やリフォームをご計画の方、マ
ンションなどを購入予定の方、間取りに興味のある方、間取
り図を見るのが好きな方、どなたでもご受講いただけます。
講座受講後、修了証を発行いたします。

上田康允 一般社団法人日本間取り協会
代表理事

プリンセスハーバリウム
プリザーブドフラワーで作るチュチュドレス

お好きな色のカーネーションを
選び高さ11cm程度のビンの中に
かわいいチュチュドレスのよう
なハーバリウムを作ります。ワン
ランク上のハーバリウムです。

kiko**

極真空手は武道です。礼節を重んじ、肉体的な強さだけ
ではなく、精神的にも強い人間への成長を促します。
空手を楽しむ方、試合などで活躍し
たい方、女性の方で護身、シェイプ
アップなど幅広く目的を持って稽
古いたします。 

【第2回】精油の性質
(実習：バスソルト作り)

【第3回】アロマテラピーのメカニズム
(実習：トリートメントオイル作り)

【第4回】アロマテラピーの歴史
(実習:ハンドクリーム作り)

【第5回】精油の化学
(実習:化粧水作り)

【第6回】まとめ・関連法規
(実習:ボディシャンプー作り)

第2・4(木)10:30～11:00
　　　　  13:00～13:30
　　　　 13:40～14:10
月額6,000円(税別)

11/4㈪㈷14:30～16:45
全1回5,000円(税別/テキスト・認定料込)

申込締切
10/28㈪

定員
12名

定員8名 申込締切 各3日前定員10名

ふわふわ・くるくる浮かぶ

ボールフラワーハーバリウム

小花のプリザーブドフラワーを使い
丸いボールを作ります。固定しない技
法でふわふわ浮遊するハーバリウム
です。親子で2本お作りいただきます。
(お一人様の参加も可能です）

kiko** ハーバリウム講師 ハーバリウム講師

10/27・11/24・12/22㈰
各日10:30～12:00

全1回2,500円(税別) 1,500円(税込)
定員6名 申込締切 各3日前

10/27・11/24・12/22㈰
各日13:30～15:00

全1回2,500円(税別) 2,000円(税込)

ソーシャルマナー 3級・2級認定講座
人気アイドルも受講！履歴書に書ける資格

ソーシャルマナー 3級認定講座
「ソーシャルマナー」とは「社会で役立つマナー」の
ことです。難しいテーブルマナーの話などは一切
無く、どんな方にも日常生活でも役立つような「好
感を持たれるコミュニケーションの取り方」や「自
身を魅力的にアピールする方法」などを学ぶこと
ができます。

清水真弓

小学1年生～ (親子参加可) 中学1年生～

一般社団法人日本マナーOJT
インストラクター協会認定講師

10/25㈮・11/24㈰各日10:30～13:30
全1回3,000円(税別) 1,500円(税別)

申込締切 各1週間前

定員6名 申込締切
12/1㈰

ソーシャルマナー 2級認定講座
マナーの基礎の学びがメインの3級の内容に加え、2級では「より良い
人間関係を構築するためのコミュニケーションの具体的なコツ」をし
っかりと学ぶことができます。基礎的なマナーのポイントはもちろん
のこと、様々な話法や心理効果、「聞き上手」になる為の相手の話をしっ
かりと聴く「傾聴」のスキルや相手にわかりやすく伝える「プレゼンテ
ーション」のスキルなどを実践を踏まえながらしっかりと学びます。

12/8㈰ 10:30～17:00(休憩あり)
全1回15,000円(税別)
1,800円(税別) ※テキスト代 1,500円(税込)

1日講座
入会不

要

13:20糀屋吉右衛門（滋賀県野洲市三上1039番地）

近江米で作られたこだわりの糀。昔ながらの製法で創業
時と変わらない安心安全で深みのある糀を製造。
大豆も滋賀県産を使用、味わいのあるお味噌を作ります。
今年は新しくなった作業場で体験して頂きます。

～こだわり続けた地産と180年の伝統～
「糀屋吉右衛門」で味噌作り

申込締切
11/25㈪

定員
20名

糀屋吉右衛門4代目店主山﨑豊彦

【受講料】3,850円(税込/材料費込) ※お料理の写真は
　イメージです。

3,410円会員
10:30 京阪本線中書島駅北改札前

【解散】京阪本線伏見桃山駅

寺田屋襲撃事件、龍馬の逃走ルートを再現しながら、西郷も出
入りしていた薩摩藩伏見藩邸、寺田屋（中庭のみ）、龍馬が隠
れた材木小屋跡碑、大黒寺などを解説付きでご案内します。

寺田屋襲撃事件
龍馬の逃走ルートを歩く

定員30名申込締切 11/7㈭
【受講料】3,630円(税込/保険料込)
11/10㈰ 10:30～12:45

木村武仁と幕末を歩く 第18弾

幕末維新ミュージアム・霊山歴史館学芸課長木村武仁
古株牧場チーズ製造責任者
直営スイーツショップ『湖華舞』店舗ディレクター古株つや子

京
都
❺

滋
賀
❷

滋
賀
❸

4,650円会員

竜王町で50年以上続く古株牧場のチーズ職人・古株つや
子さんよりチーズができる工程を学びながら実際に作っ
て食べられる体験教室です。体験後には自家製キッシュや
ラクレットチーズの美味しいランチ＆搾りたて牛乳を使用
したジェラートをお楽しみいただきます。

古株牧場で
チーズ作り体験＆ランチ

（ジェラート付き）

定員14名申込締切 11/2㈯
【受講料】4,870円(税込/材料費･飲食代込)
11/9㈯ 11:30～14:00

有限会社古株牧場
(滋賀県蒲生郡竜王町
 大字小口不動前1183-1）

※
駐
車
場
有※JRご利用の方は各自タクシーでお越し下さい〈約15分〉 ※駐車場有

※容器の必要な方は715円、味噌追加希望の方は2,200円

11/28㈭ 13:30～15:00

体験・見学も承ります随時ご入会受付中 ご予約
承ります

会場一覧より、滋賀県
「ビバシティ彦根」
を選択ください!0749-21-1070［電話受付］

10時～20時
日曜18時迄 JEUGIAカルチャー検索

ホームページからもお申し込み承ります。
パソコン・スマホ・携帯電話で➡
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