
9/9 日 11:15 日曜フラダンス

9/21 金 19:30 ベリーダンス＆ペルシャダンス

9/1 土 18:00 ジャズダンス

10/7 日 10:30 もう一度ベリーダンス

9/30 日 12:30 JAZZ TAP

9/9 日 13:00 タヒチアン＆Hula Kahiko（古典）

9/3 月 10:00 健康体操ラムーヴ

9/25 火 13:45 陳式太極拳

9/24 月 15:30 大胡しづ子のバレエ教室〈3歳～〉

9/24 月 16:30 大胡しづ子のバレエ教室〈小1～〉

9/24 月 18:00 大胡しづ子のバレエ教室〈小4～〉

9/24 月 19:30 大人のクラシックバレエ

9/26 水 16:15 大胡しづ子のバレエ教室〈小3～〉

9/27 木 15:30 大胡しづ子のバレエ教室〈3歳～〉

9/27 木 16:30 大胡しづ子のバレエ教室〈小1～〉

9/28 金 15:30 大人のクラシックバレエ

9/28 金 17:00 大胡しづ子のバレエ教室〈小3～〉

9/24 月 13:00 子どもの三味線（個人30分）〈小3～〉

9/24 月 13:00 やさしいお琴のおけいこ（個人30分）〈5歳～〉

9/10 月 15:00 藤間流・こども日本舞踊〈年少～〉

9/11 火 15:30 いけばな・小原流〈小1～〉

9/11 火 17:30 ジュニア チアダンス〈小1～〉

9/26 水 13:00 水曜こどもピアノ（個人30分）〈4歳～〉

9/26 水 15:30 ギターだいすき（個人30分）〈3歳～〉

9/13 木 16:00 ピアノ教室（個人30分）〈3歳～〉

9/21 金 16:45 ジュニア新体操〈年少～〉

9/15 土 10:00 子ども空手道〈年長～〉

9/15 土 11:00 子ども空手道〈小4～〉

9/29 土 13:30 こども日舞・坂東流〈4歳～〉

9/29 土 14:30 サタデー・子どもフラ〈4歳～小6〉

9/9 日 10:00 子どもフラ＆タヒチアンダンス〈4歳～〉

10/2 火 19:00 楊名時の健康太極拳

9/19 水 10:30 50歳からのアンチエイジング体操

9/26 水 10:30 楊式太極拳

9/26 水 12:30 マイフィットネス

9/26 水 12:30 アクティブヨーガ

9/19 水 18:15 医療気功でリフレッシュ

9/20 木 10:30 いきいき音楽体操

9/6 木 10:30 ゆる体操　初級

9/13 木 12:00 プレムヨーガ

9/20 木 13:00 甲野陽紀の身体匠工房ｉｎ自由が丘Ａ

9/27 木 20:00 脂肪燃焼リズムウォーク

9/14 金 10:20 医療気功〈入門〉

9/28 金 19:15 合気道

9/29 土 10:30 フェルデンクライスメソッド

9/22 土 13:30 本気！ボクシングフィットネス

9/8 土 18:30 常松勝の通背拳

9/9 日 10:00 やさしいフィットネスバレエ

9/9 日 11:00 やさしい居合道

9/30 日 13:00 居合・剣術（柳生新陰流）入門

9/30 日 14:45 合気道9/24 月 13:00 古木明美のエコクラフト
Ⓡ
　で作る

手作り雑貨

9/19 水 10:20 仏像彫刻

9/26 水 13:00 夢を描くグラスリッツェン

9/26 水 13:00 手づくり銀細工教室

9/20 木 10:30 カラフル和紙のモダン切り絵

9/6 木 13:00 大人エレガントなグルージュエリーデコ

9/21 金 10:00 こわれた器が蘇る「金継ぎ」

9/7 金 10:00 はじめての「蒔絵と螺鈿」

9/14 金 10:40 手縫いの革工芸

9/9 日 10:30 石　猫

9/10 月 13:00 お洒落なハンドメイドアクセサリー

9/18 火 10:00 戸塚刺しゅうＡ

9/18 火 13:00 戸塚刺しゅうＢ

9/25 火 10:30 ポジャギ

9/12 水 10:30 パッチワークと流行手芸

10/10 水 10:30 オリジナル・ビーズアクセサリー

9/27 木 13:00 おしゃれ帽子

9/6 木 14:00 スパイスフラワー

9/16 日 13:00 大人のビーズアクセサリー

9/7 金 13:30 ひとりで踊るサルサ入門

9/3 月 10:00 大人のためのイサドラ・ダンカン・ダンス

9/25 火 12:15 ヘルシーダンス

9/18 火 19:00 タップダンス

9/27 木 13:00 ベーシック・フラ

9/28 金 11:10 社交ダンス〈初級〉

曜
日開始時間 講　座　名

9/3 月 13:00 月曜日の裏千家

9/12 水 13:00 茶道・表千家　Ｂ

9/8 土 10:00 はじめての茶の湯

9/27 木 10:30 はじめての香道

9/6 木 10:30 暮らしを彩る花アレンジ

9/11 火 14:00 いけばな・小原流／初級

9/15 土 17:00 いけばな・小原流

9/12 水 18:30 いけばな・相阿彌（そうあみ）流

9/6 木 10:30 いけばな・池坊／初級

9/10 月 13:30 12か月のフローラルデザイン

9/10 月 13:30 12か月を彩るプリザーブドフラワー

9/28 金 15:30 季節を身近に「花」空間の飾り方

9/26 水 13:00 水曜囲碁教室〈中級～有段者〉

9/15 土 10:00 はじめての囲碁

9/3 月 13:30 自由が丘夫人 健康麻雀

9/12 水 13:00 自由が丘夫人 健康麻雀

9/24 月 13:00 はじめてのレディース麻雀

9/18 火 19:30 ダンディＧＯの簡単ジャグリング

9/13 木 13:00 はじめてのモダン盆栽〈初級〉

9/4 火 17:00 津軽三味線（個人30分）

9/25 火 13:30 花柳流・日本舞踊〈初級・中級〉

9/27 木 15:00 藤間流・日本舞踊

9/29 土 10:30 民謡（唄）

9/29 土 14:30 坂東流・日本舞踊

9/29 土 16:30 中村流・日本舞踊

9/24 月 13:00 気軽にお琴（生田流）（個人30分）

9/24 月 13:00 三味線を弾こう（個人30分）

9/10 月 17:00 尺八教室（個人30分）

9/24 月 13:00 狂言流・健康ボイストレーニング

9/3 月 10:30 英語で歌う･スタンダードポップス

9/3 月 19:00 はじめてみよう ジャズヴォーカル

9/18 火 10:30 歌謡曲を歌いこなそう

9/25 火 11:00 ジャズ・ボーカル

9/18 火 14:00 声と健康「シニアボイストレーニング」Ａ

9/18 火 15:00 声と健康「シニアボイストレーニング」Ｂ

9/25 火 17:15 五城美穂歌謡教室

9/10 月 10:30 やさしいシャンソン

9/3 月 13:00 Let's ショークワイア

9/3 月 10:00 楽しいギター（個人30分）

9/26 水 10:00 ギターを奏でよう

9/12 水 15:00 中高年から始める らくらくピアノⓇ
　

9/12 水 13:00 クラシック・ヴォイストレーニングと名曲

9/5 水 10:30 楽しいコーラス

9/12 水 10:30 美しい名曲の調べ

9/19 水 13:00 やさしいオカリナ

9/28 金 16:00 ウクレレをハワイの歌に乗せて！

9/9 日 10:00 バイオリン教室（個人20分）

9/15 土 14:00 土曜ピアノ教室

9/28 金 15:00 歌って輝く健康ヴォイストレーニング

9/15 土 13:30 大人のための発声教室

9/21 金 19:00 カンツォーネ

9/30 日 10:00 ポピュラーピアノ（個人40分）

9/30 日 13:00 フルート教室（個人30分）

9/29 土 18:00 ハーモニカ教室

9/12 水 19:00 スタンダード・ジャズ・ヴォーカル

9/19 水 19:30 ゴスペルコーラス

9/13 木 15:00 ティン・ホイッスルを奏でよう〈入門〉

9/20 木 15:00 小出茂のウクレレ

9/13 木 13:00 ヴォイストレーニングと歌唱法

9/27 木 10:30 ゼロから始める声楽

9/20 木 10:45 フェイス・リフティング・ヴォイス

9/7 金 10:30 みんなの童謡・唱歌

9/6 木 13:00 抒情歌をうたう

9/28 金 14:20 ジョージ松下・ハワイの歌

9/20 木 10:00 ゆっくりピアノ（個人30分）

9/13 木 16:00 木曜ピアノ教室（個人30分）

9/27 木 12:30 自分のためのピアノ時間（個人30分）

9/26 水 15:30 ギターレッスン（個人30分）

9/15 土 10:00 癒やしの竪琴 ライアー（個人30分）

9/9 日 10:30 四季を楽しむ着つけとマナー

9/6 木 10:15 着つけと着こなし

バレエ、スポーツ、ピアノや、今話題のプログラミングなど。詳しくはWebで

曜
日開始時間 講　座　名 曜

日開始時間 講　座　名 曜
日開始時間 講　座　名

9/25 火 13:00 俳句に親しむ

9/6 木 13:15 切絵図から見える おもしろ江戸文化

9/8 土 13:00 俳句を楽しむ

9/28 金 13:00 小説教室

9/15 土 10:30 やさしい朗読

9/21 金 13:00 たのしい朗読（グループ）

9/24 月 10:30 普段使いのトピック英会話

9/18 火 13:30 ゆっくり気楽に英会話

9/19 水 10:20 話せる、聞ける英会話

9/19 水 12:40 シニアのアクティブ英会話・中学編

9/28 金 10:30 中学英語で実践英会話

9/30 日 10:30 日曜の基礎英語

9/20 木 13:15 韓国語会話トレーニング

9/30 日 10:30 日曜韓国語レッスン

9/7 金 10:30 使える韓国語会話初級Ⅱ

9/19 水 10:30 使える旅行フランス語

9/19 水 13:00 午後のゆっくりフランス語

9/1 土 13:00 初歩からの水墨画

9/19 水 15:30 中高年のための美術

9/26 水 18:00 初めての水彩画・応用

9/19 水 13:00 色鉛筆・パステル画

9/19 水 18:30 デッサン・色彩表現〈入門～応用〉

9/22 土 13:30 初めてのパステル・色鉛筆・水彩画

9/22 土 13:30 人やペットの似顔絵

10/4 木 13:00 水彩スケッチ教室

9/19 水 15:30 トルコ細密画Ａ

9/19 水 18:30 トルコ細密画Ｂ

9/19 水 15:30 トルコ細密画C

9/4 火 10:30 ステップアップ・水彩画

9/12 水 15:30 気ままに楽しむ美術

9/25 火 10:15 林亮太のリアル色鉛筆画A

9/25 火 13:30 林亮太のリアル色鉛筆画B

9/3 月 10:30 午前のやさしい絵の時間Ａ

9/11 火 10:30 鮎裕の和のイラスト

9/15 土 10:30 はじめてのデッサン・水彩画

10/15 月 10:30 午前のやさしい絵の時間B

9/3 月 13:00 やさしい絵の時間

9/16 日 10:00 初・中級者のやさしく深い書道

9/30 日 13:00 日曜書道

9/15 土 13:30 あなたの希望をかなえる美文字A

9/15 土 15:30 あなたの希望をかなえる美文字Ｂ

9/21 金 10:30 金曜の実用ペン習字

9/28 金 18:30 ペン・かな書道・実用書道

9/4 火 10:30 リラックスカリグラフィー

9/25 火 15:30 篆刻＆篆書体

9/24 月 18:00 書〈毛筆・ペン〉

9/27 木 15:30 やさしいかな書・実用書道

9/25 火 17:30 現代に生きる書道

9/19 水 10:00 やさしい実用書道

9/14 金 10:15 月１回小筆と筆ペンＡ

9/14 金 13:15 月１回小筆と筆ペンＢ

9/28 金 10:15 月１回 日常の小筆字

9/29 土 13:00 漢字・かな・破体書道

お問い合わせ
お申込みは 03-5383-8670

http://www.ninja9.jp/

お問い合わせ・お申込み03-3723-7100

提 携

忍者ナイン

忍者ナイン

年少～小3

年中～小3

月額 6,480円 諸費用他別途

金曜 15:30～16:20〈年少・年中〉
　　 16:25～17:15〈年長・小1〉
　　 17:20～18:10〈小2・小3〉

運動能力の基礎を作る　
やる気スイッチグループ

よみうりカルチャー自由が丘
文化祭ワークショップ

～絵画工作・巧緻性～
みんなとなかよくできるかな

3～4歳／年少

発想力や想像
力を生かし手
先の巧緻性の
基礎から学ん
でみましょう。
親子分離で行
います。

NCMAJAPAN日本チャイルドマインダー
JPEACAピアカウンセラー
小学校受験対策の『けやき会』主宰　
林 由美

第3月曜 14:00～15:00
10/15～ 3か月3回 
14,580円

月1回のこども文章教室

小学生

書くことを通して思
考力を養います。言
葉で表現する楽しさ
を感じてみませんか。

墨の汚れを気にせず
書ける「水書道®

　」と鉛
筆練習で正しく美しい
文字を身に付けます。

バレエはリズム感
や美しい姿勢を育
みます。楽しくスキッ
プから始めましょう。

楽しみながら、音
感やリズム感を身
に付けていきます。

詩人　長田 典子

第2木曜 
16:30～18:00
10/11～ 6か月6回
14,256円
事前体験 9/27 2,548円

子ども習字・かきかた教室

A年中・年長 B小学生

ふでともかきかた教室認定講師　
岸原 智美

第1・3火曜　A 15:30～16:20
　　　　　　B 16:30～17:20
10/16～ 3か月6回 12,960円

事前体験 10/2 1,080円

こども手帳術・基礎編

3歳から小学校高
学年の保護者を対
象に、子どもの自
立を育てる手帳活
用法を伝授します。
受験期にも効果的。

こども手帳術・あな吉手帳術講師　
星野 けいこ

11/18（日） 10:30～13:00
6,458円　※保護者対象 事前体験 10/1 16:30～17:15 1,080円

松山バレエ学校自由が丘支部
大胡しづ子のバレエ教室

A3歳～6歳　B小1～小2

松山バレエ学校 校長　大胡 しづ子 ほか

月曜 A15:30～16:30 B16:30～18:00
10/1～ 3か月12回 25,920円
木曜 A15:30～16:30 B16:30～17:30
10/4～ 3か月12回 25,920円

ジュニア将棋

小2～小6

実力派ベテラン
棋士が礼儀作法
や相手を思いや
る心も伝えます。

日本将棋連盟棋士九段　
高橋 道雄

第1・3月曜 16:30～17:30
10/15～ 3か月5回
11,880円

土曜のこどもピアノ
（個人30分）

小1～中学生

ピアノ奏者
佐藤 智子

第1・3土曜
14:00～18:00
10/6～ 3か月5回
12,960円

11月3日（土）
13：00～13：50
14：00～14：50
1,080円

自由が丘こどもそろばん塾

小2～小6

「そろばん式暗算」や検
定試験を通して集中力、
忍耐力、目標を達成す
る喜びを育みます。

ソロバン・暗算研究家　
芹澤 良一

火曜 
17:00～18:00
10/2～ 3か月13回
28,080円 事前体験 9/28 2,353円

親子で
リズミックマッサージ

A4か月～1歳　B2歳～就園前

リズムとマッ
サージで乳
幼児期の心
と身体の成
長と発達を
促します。

保育士 ベビーマッサージ講師　
安田 直美　本間 加奈子

第2・4金曜
A 10:30～11:10
B 11:20～12:00
10/12～ 3か月5回 10,800円

事前体験 9/25 17:00～17:45 1,080円

争うより和を求め
る「和道空手」で心
技体を鍛えます。

素敵な笑顔
で楽しく踊っ
て、心と身体
の美しさ磨
きを。

第1･3日曜 
10:30～12:30
10/7～ 6か月12回 
29,808円

「ヘタがいい、
ヘタでいい」絵手紙

日本絵手紙協会会員　
金子 比佐子
下描きも練習もな
いぶっつけ本番で、
自分の想いを自由
に描きましょう。

第2･4金曜
13:00～14:30
10/12～ 3か月5回 12,960円

呼吸法で体調改善・
スポーツ吹矢

日本スポーツ吹矢協会公認指導員5段　
田中 冨英
吹矢式呼吸法は肺
の隅々まで酸素を入
れ、ストレス解消、ダ
イエット、便秘、肩こ
りに効果抜群です。

木曜 18:50～19:50
10/4～ 3か月11回 26,136円

骨盤健康体操
JAFF認定インストラクター
スポーツケアトレーナー　
丸山 芳子
筋肉の衰えによって
起こる骨盤の歪みを
運動で改善しましょう。

懐かしの
フォークソングを歌う
トキワミュージックスクール代表　
常盤 正徳
「真夜中のギター」「冬
が来る前に」「今日の
日はさようなら」など
のヒット曲や思い出
の曲を、ピアノやギ
ター伴奏で歌います。

第1･3土曜 13:00～14:30
10/6～ 3か月5回 12,420円

美を磨く・サタデーフラ
Ｋフラスタジオ　
Kyoko・Nana

第2･4水曜 
10:30～12:30
10/10～ 6か月12回 31,104円

自由に楽しむ手編み
全国手芸講師協会副理事長　
石崎 栄子ほか
ご自分のペースで
好きな作品に挑戦。
手仕事の楽しさを
再発見しませんか。

音読で健康ハッピー！
ナレーター　都 さゆり
小説、落語、詩などを
題材に、思い切り声を
出して声帯を鍛えま
しょう。脳トレにも。

表現力を磨く基礎デッサン
東京芸術大学大学院修了　
中西 寿美恵

物の形を捉える目
を養い、構図の取り
方や光の明暗、質感
の出し方など表現
力を磨きましょう。

第2火曜
 10:00～12:30
10/9～ 6か月6回
20,736円

「紀屋」デザイナー　
さかくら のりこ
古い着物や帯を
使った講師オリジナ
ルデザインの教材
で制作します。

第4火曜 10:00～12:30
10/23～ 6か月6回 15,552円

日本現代工芸美術家協会
特別会員　志賀 三千代

普段使いのアクセ
サリー、ペンダント、
ブローチ、イヤリン
グから気軽に作り
ましょう。色彩の魅
力と独特の質感が
楽しめます。

日本棋院八段　
土井 誠

大盤面を使った解
説から講師と受講
者との対局指導に
向かいます。初心者
でも参加できます。

漢方スタイリスト・薬膳アドバイザー　さら
季節やその時の体
調に合った知識を
身に付けます。乾燥
肌、風邪、胃腸トラ
ブルなどテーマ別
に進めます。

日本手まりの会会長　尾崎 敬子
日本手まりの会教授　佐藤 しずえ
糸が織りなす幾何
学的な模様とカラ
フルな色彩が魅力
です。

第4土曜
19:00～20:30
10/27～ 6か月5回
15,660円

abc bookbinding class主宰・手製本家　
アビコノコ
文庫本の改装、手帳、
アルバム、写真立て
など自分好みにハン
ドメイド。

毎日書道会会員　
高岡 律子
手紙や冠婚葬祭の記
帳などできれいな文
字を。百人一首、写経
なども各々のレベル
に合わせて指導します。

月曜 11:45～13:00
10/1～ 3か月12回 28,512円

アロービックダンシングジャパン専任インストラクター
矢口 真弓

第４金曜
11:00～12:10
10/26～ 6か月6回
16,200円

プアラニ・フラ・スタジオ主宰　
川島 ふじ子
ウクレレ伴奏に合
わせて歌いながら
ハワイ語に親しんで
いきましょう。

第1・3月曜 
10:30～12:00
10/1～ 3か月6回
14,904円

淡交会幹事　永島 宗友
裏千家の作法を基本
に、いざ、という時の
ため、お茶をいただき
ながら、客の所作を実
践的に身に付けます。

第2・4木曜 10:30～12:00
10/11～ 3か月6回 
18,144円

よみうりカルチャ―講師　
ヴァンサン シャードンロー
日本語も上手な講師と
イチから始めましょう。

第1・3火曜 12:45～14:00
10/2～ 3か月7回 18,900円

エゴスキュー・ジャパン協会認定
Eサイズトレーナー　山中 雅子
アメリカ生まれのエクササイ
ズ。ゆっくりとした動きで頑張
らなくても効果的な体操です。

第1・3水曜 13:00～19:00

第2・4水曜 13:00～19:00
10/3～ 3か月6回 16,848円

10/10～ 3か月5回 14,040円

国立音楽院認定講師　
西牧 幸恵
その方のレベルや
ペースに合わせた
「ピアノ」を楽しみま
しょう。

第1・3土曜 
10:00～13:00
10/6～ 3か月5回 
15,120円

ヴィオリラ奏者　
多筥 弘子
大正琴をベースに生
まれた弦楽器。様々な
弾き方や、音色を楽し
むことができます。

月１回・古布でつくる
ハンドメイドバッグ

気軽に楽しむ七宝焼

第1･3金曜 10:30～12:30
10/5～ 6か月12回 28,512円

パッチワークとオトナ手芸
日本手芸普及協定認定指導員 
スタジオAmi主宰　大石 明美
パッチワークまたは
人気素材ハワイアン
コードの大人可愛い
バッグや小物を作り
ます。

体にやさしい薬膳＆
漢方の知恵｠

金曜囲碁クラブ

「手まり」
色彩のハーモニー

作る使う
オリジナル製本

第2・4木曜 
10:30～12:00
10/11～ 6か月12回 28,512円

書道研究会　朱煌会理事　
松澤 一恵
一字一字「とめ」や
「はらい」などの丁寧
な添削が受けられ
ます。お手本は講師
が直筆で用意します。

ヒット曲に合わせてダンスのステッ
プを踏みます。運動が苦手、ダンス
未経験の方も無理なく体力アップ。

基礎から始める書道
〈少人数制〉

第1月曜 16:00～17:30
10/1～ 6か月6回 15,552円

占いと心理学
～はじめの一歩～

フォーチュンコーディネーター　
岡田 人篤
セルフケアやカウン
セリングを学び、人
生をより良く過ごす
知恵を学びましょう。

気分爽快・ダンス
エクササイズ

暮らしに役立つ小筆・硬筆
〈フリータイム制〉

ハワイアンソングで
学ぶハワイ語

第1･3土曜 11:00～12:30
10/6～ 3か月5回 11,340円
第2･4土曜 11:00～12:30
10/13～ 3か月6回 13,608円

空手道
全日本空手道連盟和道会指導員　
金子 核ほか

フランス語
はじめの一歩

知っておきたい
茶席のマナー

歪みと痛み改善
エゴスキュー体操

水曜大人のための
ピアノ(個人30分)

新しい弦楽器 
ヴィオリラ（個人30分）

第1・3月曜
13:00～14:15
10/1～ 3か月6回 16,200円

心に伝わるエッセイの書き方
エッセイスト・木村治美エッセイストグループ所属講師
小野 朝子
読み手の共感を生む
書き方を基本からアド
バイス。さあ自分らし
い文章を綴りましょう。

第4火曜 10:30～12:30
10/23～ 6か月6回 15,552円

金曜 
13:00～15:00
10/5～ 3か月11回 
28,512円

第1･3金曜 
10:30～12:30
10/5～ 3か月6回
14,256円

第1・3 木曜
14:30～17:30　　　
10/4～ 3か月6回 
14,256円

第2・4月曜 13:00～14:30
10/22～ 3か月5回 12,960円

第2火曜 
10:30～12:00　　
10/9～ 3か月3回 8,100円

相川圭子総合ヨガ健康協会 
専任インストラクター

誰にでも親しみやす
く安全に。真の美しさ
と健康、若 し々さを。

心と体を癒す相川ヨガ

火曜 14:00～15:15　
10/2～ 3か月12回 
28,512円

第2･4火曜
13:00～15:00
10/9～ 6か月12回 
29,808円

PARCO出版 日本実業出版社

走る、なわとびを飛べるコツを伝授します。
なわとび＆かけっこスペシャル

無料体験随時

文 芸・教 養

スポーツ・健 康

外 国 語

美 術
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着つけ

趣 味・くらし

音 楽
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手芸・服飾

ダンシング

ジュニア

大胡しづ子のバレエ教室
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は秋のおためしDay対象日です。秋のおすすめ講座 詳細は3面上
をご覧下さい。
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会員に特典いろいろ会員に特典いろいろ
読響公演チケット20％割引、
読売旅行が主催販売する旅行代金
3％割引など。詳しくはＨＰで。

ご見学
一部講座を除き原則として20分間、
無料でご見学いただけます。

　ご見学いただけない講座や休講の場合もありますので、
お電話でお問い合わせください。

一日体験
本講座１回分の受講料で、対象の講座を
ご体験いただけます。

　ほとんどの講座では一日体験が随時可能ですが、指定日制や対象外の
講座もあります。また、事前に入金手続きをお願いする講座もあります。
お電話でご予約ください。教材費・保険料がかかる講座もあります。

お支払い 入会金：5,400円（税込）

　65歳以上と小学生以下は無料、ただしいずれも会員証代として216円（税込）をいただきます。
中高生は2,700円（税込）です。読売新聞購読の方（購読予定の方も含む）に入会時の特典があり
ます。65歳以上で読売新聞購読の方には受講料割引券1,000円分を進呈。

※会員証は全よみうりカルチャーで無期限有効

　入会金と受講料の初回お支払いは窓口にて現金、クレジットカードでお支払いください。2期目
以降の受講手続きのお支払いは便利な銀行口座振替（自動引き落とし）をおすすめします。
　途中から受講する場合の料金は、お問い合わせください。受講料の他に別途、設備維持費をいた
だきます。教材費・保険料・音楽著作権使用料がかかる講座もあります。

受講料：前納金でお願いしています。

受講のご案内 03-3723-7100 受付
時間
10:00～20:00
（土曜 10：00～19：00）
（日曜 10：00～15：00）

お問い合わせ
お申し込み

◆定期講座の受講料200円（税抜き）
につき１ポイント（クレジットカード利
用は400円で１ポイント）たまります。

◆早得ポイント　9月15日までに継続
手続きをされた方に100ポイントお
付けします。

よみカルポイント 広域募集 お申し込み 03-3642-4301よみうりカルチャー事業本部
■国立劇場「文楽鑑賞教室」
人形遣いレクチャー付き観劇

【日　時】12月12日（水）
11：00開演
（レクチャー10：00～）

【会　場】国立劇場（東京・半蔵門）
【講　師】文楽技芸員（人形遣い）
【受講料】一般、会員ともに4,500円

（1等席チケット代含む）

■柳亭小痴楽＆神田松之丞 二人会
～落語と講談で映す明治150年～

【日　時】10月4日（木）
18：30開演（18：00開場）

【会　場】新橋演舞場　地下食堂「東」
（東京・東銀座）

【受講料】9,500円
（落語二席、講談一席、
日本酒と伝統野菜の料理）

■ミュージカル「タイタニック」
バックステージツアー付き観劇

【日　時】10月12日（金）
13：30開演

【会　場】日本青年館ホール
（東京・外苑前）

【受講料】一般11,500円
会員11,000円
（Ｓ席チケット代含む）

■幕末明治と「西郷どん」
～原作と大河ドラマの
時代考証の経験から～

【日　時】9月16日（日）
10:30～11:45

【会　場】日比谷図書文化館
【講　師】東京学芸大学教授

大石 学
【受講料】無料※要事前予約

■踊らにゃ損々、徳島・阿波おどりの
風が吹く「秋の阿波おどりナイト」

【日　時】9月29日（土）18:30～20:30
【会　場】すみだリバーサイドホール（東京都墨田区）
【講　師】徳島県阿波踊り協会所属　娯茶平 連長

岡　秀昭、阿波おどり振興協会所属　

天水連連長　山田　実、高円寺阿波おど
り連協会所属　飛鳥連・吹鼓連、阿波踊
り情報誌「あわだま」編集長　南　和秀

【受講料】無料※要事前予約

■「スペシャル女声合唱団」
メンバー募集（経験不問）

【日　時】月2回 木曜日
16：30～18：00
10/4・18、11/15・29、
12/13・20　
※1月以降も引き続き
開講予定。

【会　場】恵比寿センター
【受講料】3か月6回22,680円
【お申し込み】恵比寿センター

（03-3473-5005）

チケット制レッスン 平日の夜、土・日の
スポーツ・健康・
ダンス・バレエ・
ジャンル限定で
チケット制レッスン
が受講できます。※対象講座はホームページをご覧ください。

※3か月のみ対象の講座もあります。

3か月8回 23,328円（税込）
6か月8回 27,648円（税込）

秋のおためしDay 興味はあるけれど、いきなり入会するのはちょっと…
と迷っている方におすすめです。

　　 の対象日は通常の半額程度の受講料で体験出来ます。
別途教材費が必要な講座もあります。要予約。

0/0

お申し込み
お問い合わせ 03-3723-7100☎
1,080円（税込）参

加
費

10月期より、自由が丘センター独自のポイント
は、よみうりカルチャー全センター共通の「よみ
カルポイント」に統合します。


