
検索自由が丘ジュニアスクール YouTuber
アカデミースクール自由が丘教室

YouTuberアカデミー講師� 小学生
日本初の“YouTuberになる”か
ら学べるクリエイタープログラ
ムです。撮影・編集技術やプレゼ
ン能力、そしてICTリテラシーを
学びます。

◦第1・3日曜
���Ⓐ10：00〜12：00�Ⓑ13：00〜15：00　
◦�月謝制�月1回7,776円/月2回15,552円
※�別途YouTuberアカデミー入会金21,600円、iPad�proお持
ちでない方は機材レンタル費1,944円/1回が必要。
事前体験�6/30�Ⓐ10：00〜11：00�Ⓑ12：00〜13：00�

Ⓒ14：00〜15：00�1,080円

随時体験 TENTOジュニアプログラミング教室
ジュニアプログラミング
スクールTENTO講師

小3〜高3

受け身ではなく自ら活用す
るための基本的スキルと考
え方を学びましょう。
◦�土曜�
Ⓐ16：30〜18：00�
Ⓑ18：15〜19：45
◦�7/6〜3か月12回�
36,288円

体験説明会無料（要予約）

おためし
6/29 子ども空手道
全日本空手道連盟和道会指導員�金子　核� A年長〜小3
日本体育協会公認空手道指導員�深津�理乃� B小4〜中3
元気いっぱい大きい声
を出して体を動かす「空
手道」を習ってみません
か?�空手道を通じて心・
技・体を培いましょう。
◦�土曜 �
Ⓐ10：00〜11：10�
Ⓑ11：00〜12：30

◦7/6〜3か月12回��Ⓐ24,624円 Ⓑ25,920円

おためし
6/24 やさしいお琴のおけいこ（個人30分）
東京芸術大学卒
中山�いずみ

年中〜中学生

普段なかなか触れることの
できない古典音楽の音色
がお子様の心を癒します。
◦�第2・4月曜�
13：00〜19：00

◦�7/8〜3か月5回�
11,880円

随時体験ジャイアンツヴィーナスダンススクール
ヴィーナスダンス専任講師
三品�優李

小学生

読売巨人軍公式マスコット
ガール「ヴィーナス」のキッ
ズダンススクールです。

◦土曜19：00〜20：00
◦�7/6〜3か月12回�
25,920円

体験料�2,353円

おためし
6/23 子どもフラ＆タヒチアンダンス
NPO法人全日本フラ協会理事
ククナオカラ�中村

年中〜小6

南太平洋に浮かぶ島々、それ
ぞれのダンスを少しずつ楽しく
踊ります。
◦�第2・4日曜�
10：00〜11：00
◦�7/28〜3か月5回�
10,800円

おためし
0/00 講座名 曜日・時間
6/24 やさしいお琴のおけいこ（30分）�〈年中〉②④ 月 13：00
6/24 子どもの三味線（30分）�〈小3〉②④ 月 13：00
6/24 リトルピアニスト（30分）�〈年中〉毎 月 15：00
6/24 藤間流・こども日本舞踊�〈年少〉②④ 月 15：00

� 〈3歳〉
毎 月

15：30
大胡しづ子のバレエ教室�〈小1〉 16：30

6/17 � 〈小4〉 18：00
6/25 いけばな・小原流� 〈小1〉毎 火 15：30

月1回のこども文章教室�〈小1〉③ 火 16：45
6/25 子どものタップダンス� 〈年中〉毎 火 17：45
6/26 水曜こどもピアノ（30分）�〈年中〉毎 水 13：00
6/12 ギターだいすき（30分）�〈年少〉②④ 水 15：30

� 〈小3〉
毎 水

16：15
大胡しづ子のバレエ教室�〈小5〉 17：30
� 〈中2〉 19：00
ヒューマンアカデミー「ロボット教室」�〈小1〉②④ 水 16：30

6/20 生田流�子どものお琴（30分）�〈年中〉①③ 木 13：00
6/20 子どもの三味線（30分）�〈小3〉①③ 木 13：00

おためし
0/00 講座名 曜日・時間

� 〈3歳〉
大胡しづ子のバレエ教室�〈小1〉
� 〈小5〉
� 〈中2〉

毎 木
15：30
16：30
17：30
19：00

6/27 ピアノ教室（30分）� 〈年少〉毎 木 16：00
ヒューマンアカデミー「ロボット教室」�〈小1〉①③ 木 16：30
月1回のこども文章教室�〈小1〉② 木 16：30
こども水墨画� 〈小1〉④ 木 18：00
� 〈年中〉 15：30
忍者ナイン� 〈小1〉毎 金 16：25
� 〈小1〉 17：20
TENTOジュニアプログラミング教室�〈小3〉毎★ 金 16：30

18：30
ジュニアヴォイストレーニング（30分）�〈小4〉②④ 金 16：30
ヒューマンアカデミー「ロボット教室」�〈小1〉②④ 金 16：30

6/21 ジュニア新体操� 〈年少〉毎 金 16：45
大胡しづ子のバレエ教室�〈小3〉毎 金 17：00

6/28 インターナショナルヴォイストレーニング〈小1〉②④ 金 17：00

おためし
0/00 講座名 曜日・時間
6/29 親子空手道/子ども空手道�〈年長〉毎★ 土 10：00

子ども空手道� 〈小4〉 11：00
� ジュニア民謡・三味線（30分）�〈年少〉①③ 土 10：00

6/29 0歳からはじめるラグビーリトミック�〈0歳〉
� 〈2歳〉②④ 土 10：00

11：00
6/29 こども日舞・坂東流� 〈年中〉①③ 土 13：30

土曜のこどもピアノ（30分）�〈小1〉①③ 土 14：00
サタデーピアノ（30分）� 〈小1〉②④ 土 14：00

6/22 サタデー・子どもフラ� 〈年中〉②④ 土 14：30
TENTOジュニアプログラミング教室�〈小3〉毎★ 土 16：30

18：15
ジャイアンツヴィーナスダンススクール�〈小1〉毎 土 19：00

6/16 大胡しづ子のバレエ教室�〈3歳〉
� 〈小1〉①③ 日 10：00

11：00
YouTuberアカデミースクール自由が丘�〈小1〉①③ 日 10：00

13：00
6/23 子どもフラ＆タヒチアンダンス�〈年中〉②④ 日 10：00
6/9 キッズ・バイオリン教室（20分）�〈年中〉毎 日 10：20

国語力を伸ばす作文教室�〈小2〉② 日 10：30

★表の見方★
●日付欄にある日程は夏のおためしDay対象日です。●講座名欄に赤字で記載しているものは新設講座です。●講座名に記載のある年齢から受講可能です。●講座名欄に
「（30分）」の記載があるものは（1人当たり30分の個人レッスン）を意味します。●曜日・時間欄にある「毎」は毎週、「①③」などの数字はそれぞれ第1週、第3週を意味します。
●「毎★」は月2回の設定がある講座です。●曜日・時間欄にある時間は講座開始時間です。

2019年7月期

☎03-3723-7100
お申し込みお問い合わせ

受付時間 10：00 〜 20：00（土曜 10：00 〜 19：00
日曜 10：00 〜 15：00）

ほとんどの講座は体験受講できます。詳しくはお問い合わせください。

a
最新情報発信中

検索

公式ホームページ

Twitter
@yncjiyugaoka

よみうりカルチャー自由が丘

フォローは
こちら

〜美Bodyを目指して〜
魅惑のベリーダンス

国際アラビアンダンス協会
インストラクター
Zafra
アラブの音楽に合わせてしなやかで魅
力的な体づくりを目指します。ストレッ
チやリラクゼーションタイムも。
◦�第1・3土曜15：30〜16：45
◦�7/6〜3か月6回15,552円
初回体験�2,785円

知らないと損！ 
最新の税やお金のはなし

税理士・「ハローキティのかんたん
簿記超入門」著者�奥津�美穂
所得税やふるさと納税、消費税、贈
与税など、簡単なお手続きでちょっ
と得する方法が学べます。
◦�第2・4金曜12：30〜13：40
◦�7/12〜3か月6回17,496円
初回体験�3,088円
教材費�540円

シンプル英語で旅行英会話
YKエンタープライズ代表
横尾�淑子
旅のシーンで使えるシンプルでも伝わ
る会話表現を学びましょう。
◦�第1・2・3月曜14：00〜15：30
◦�7/1〜3か月8回21,600円
初回体験�2,882円

短編で綴る自分史
作家
吉田�慈平
「自分史」、それはかけがえのない
人生の軌跡で、新たに歩き出すた
めの文学的営みです。第一歩を踏
み出してみませんか。
◦�第2金曜10：30〜12：00
◦�7/12〜3か月3回7,776円

ハングル近代詩・文学筆写
文化企画者
視聿（シユル）
韓国の近代詩を読み、その美しい言
葉をハングル文字で正しく綺麗に書
いてみましょう。
◦�第2・4月曜15：30〜17：00
◦�7/8〜3か月5回12,420円
初回体験�2,656円

〜ラグビー元日本代表 吉田義人監修〜
0歳からはじめるラグビーリトミック

日本スポーツ教育アカデミー
指導員　

A親子（0歳〜1歳）
B親子（2歳〜3歳）フワフワのラグビーボール

を使い、クラシックの名曲に
合わせて一流の音楽講師が
指導。親子のスキンシップ
を深めながら、パスやキック
をすることで、自然に運動神
経やリズム感を育む英才教
育プログラムです。

◦�第2・4土曜�
Ⓐ10：00〜10：40�
Ⓑ11：00〜11：40
◦�7/13〜3か月6回14,256円
事前体験�6/29�1,080円�

夕方のやさしい絵の時間
画家
大橋�ふみのり
花やペットなど身近なモチー
フを挿絵タッチで描きます。構
図の取り方や着彩から始めて
ゆっくりとステップアップして
いきます。

◦�第1月曜15：30〜17：30
◦�7/1〜3か月3回7,776円

「和の薬膳」で現代食を見直そう
漢方スタイリスト・�
薬膳アドバイザー�さら
玄米、発酵食、海藻、ゴ
マ、豆など、日本人が古
来から親しんでいた食材
にはたくさんの効能があ
り現代食に足りない栄養
素を多く含んでいます。
◦�第2火曜�
10：30〜12：00
◦�7/9〜3か月3回8,100円�
初回体験�2,872円

モダンカリグラフィー
カリグラファー
島野�真希
美しさを保ちながら少しだけ
アーティスティックに。自分ら
しく表現していく「モダンカリ
グラフィー」。
◦�9/22（日）�
13：00〜15：00
◦�5,054円（一般・会員共）�
教材費2,700円

万葉集で読み解く新元号「令和」
国學院大学文学部�非常勤講師
高見�寛孝

（書）佐藤�紅輪
「月1回で字が上手に�
なるコツを教える」

みやびな言葉を使って柔らかいイ
メージの序文、当時の九州の役人た
ちが詠んだ梅にまつわるうたの背景
について、深く味わいながら読み解
きます。
◦�7/1（月）10：30〜12：00
◦�2,944円（一般・会員共）

納涼もののけNIGHT
〜源氏物語より〜

声優・元都立高校教諭
宮沢�きよこ
「祟りたいほど愛してる！」生き霊と
なり死霊となり、光源氏の恋人に
次々取り憑く六条御息所。蒸し暑い
夏の宵、怖いのになぜか惹かれる物
の怪の世界に浸ってみませんか。
◦�7/25（木）19：00〜20：30
◦�3,002円（一般・会員共）

本多厚美のインターナショナル 
ヴォイストレーニングハイレベルキッズ編 
〜世界の歌をうたおう！〜

インターナショナルヴォイスディクション
コーチ�二期会会員�本多�厚美

小学生

英語等原語の発音法を学び、歌いな
がら表現力に必要な体操を交え、欧
米にて30年研さんを重ねた講師と
世界に羽ばたこう。アツミメソード®

◦�第2・4金曜17：00〜18：00
◦�7/12〜3か月6回14,904円
事前体験�6/28�1,080円�

は夏のおためしDay対象日です。一覧は裏面をご覧ください。別途教材費が必要な講座もあります。要予約。おためし
0/0

お申し込み
お問い合わせ ☎03-3723-7100夏のおためしDay 税込1,080円

参
加
費

おためし
6/14 星空の千一夜物語

元五島プラネタリウム解説員
金井�三男
みずがめ座流星群などその月
の天体現象や宇宙科学の見ど
ころを、実際の写真を交えて紹
介・解説いたします。
◦�第1金曜13：00〜14：30
◦�7/5〜3か月3回8,100円

四季を味わう俳句入門
円虹主宰
山田�佳乃
伝統的な型を大切に、自分らしさ
が光る句が作れるよう、基本の
第一歩から丁寧に指導します。

◦�第3水曜13：15〜14：45
◦�7/17〜3か月3回8,748円

随時体験 人生が輝く・大人の源氏物語
声優・元都立高校教諭
宮沢�きよこ
現役の声優が、原文を表情豊か
に語りながら、登場人物の生き
方や心情をわかりやすく読み解
きます。教材はオリジナルの冊
子を用意。
◦�第3木曜13：30〜15：00
◦�7/18〜3か月2回5,616円
体験料�2,980円

おためし
6/3 手相・占い・心理学

文学博士・人体科学会学術会員
岡田�人篤
手相と、手相を補助する占い、コミュ
ニケーション、ストレスケアの一環と
して心理学の話をしていきます。

◦�第1月曜13：30〜15：00
◦�7/1〜3か月2回5,184円

随時体験 カサハラ式
足裏バランス改善法【実践編】

カサハラフットケア整体
横浜本院・専属講師�関野�裕之
足裏のバランスを整えること
で、足・ひざ・腰・首の痛みや
不調も改善できます。

◦�第4水曜13：00〜14：30
◦�7/24〜3か月3回8,100円
体験料�2,872円�教材費�1,296円

随時体験 ブルース・リー先生が創造した超実戦武術
ジークンドー

IUMA日本振藩國術館
アソシエイト・インストラクター
打田�幸司
護身はもとよりダイエットにも効
果的です。
◦�土曜14：10〜15：20
◦�7/6〜3か月10回�
25,920円

体験料�2,764円�教材費�108円

おためし
6/25 体が硬い人のための大人バレエ
谷桃子バレエ団�団員
川瀬�美和
硬くなった体を少しずつし
なやかに美しく。憧れのバ
レエの世界へご一緒に。
◦�火曜�
10：00〜11：15
◦�7/2〜3か月12回27,216円

おためし
6/18 女性のための健康麻雀

日本プロ麻雀連盟所属五段
斎藤�桂史
マージャン初めての方に、面倒な
点数計算などを分かりやすく指導
します。
◦�第1・3火曜10：30〜12：15
◦�7/2〜3か月6回14,904円
おためし
6/18 ダンディGOの簡単ジャグリング
ジャグリングエンターテイナー
ダンディGO
ボールやシガーボックスなどを
使ったジャグリングで楽しくエン
ターテイメント！

◦�第1・3火曜�
19：30〜21：00
◦�7/2〜3か月6回15,552円
おためし
6/18 声と健康「シニアボイストレーニング」
シンガーソングライター
山口�もこ
思いっきり声を出して、食べる、話
す、歌う時に必要な喉まわりの筋
肉を鍛えましょう。

◦�火曜 �Ⓐ14：00〜14：40�
Ⓑ15：00〜15：40

◦�7/2〜3か月12回15,552円
おためし
6/27 自由が丘フォーク歌声広場
シンガーソングライター
井上�ともやす

 

講師のギター伴奏で、懐
かしいフォークソングを
みんなで歌います。

◦�第2・4木曜�
15：45〜17：15
◦�7/11〜3か月6回
16,848円

おためし
6/29 大人のための発声教室
声楽家
福山�由香
腹式呼吸を習得し、無理のない発声
で歌ってみたい曲をわかり易く指導
します。

◦�第1・3土曜�
13：30〜15：00
◦�7/6〜3か月5回12,960円
おためし
6/25 服のお直し・簡単リメイク
お直し職人
高畠　海
手縫いを基本に、裁縫の基礎からプ
ロのお直しのコツ、簡単なリメイクま
で希望に沿って進めます。

◦�第2・4火曜10：30〜12：30
◦�7/9〜3か月6回18,792円
おためし
6/18 あみ物サロン
日本手芸普及協会
かぎ針編み�棒針編み講師
中村�裕子
基本はもちろん、オリジナルも。
編み物ならではの素敵な作品を
作りましょう。

◦�第3火曜13：00〜15：00
◦�7/16〜3か月3回7,776円

旅行に活かす韓国語
韓国語通訳
坂本�優子
次の旅行に向け、必要な韓国語や
更に楽しむための知識を総合的に
学びます。

◦�第2・4金曜10：30〜12：00
◦�7/12〜3か月6回18,144円

おためし
6/30 お助けボランティア英会話

全国通訳案内士
佐治　博
簡単な英語表現で伝える
力を養い、困っている人へ
の手助けを。
◦�第2・4日曜�
13：00〜14：30
◦�7/14〜3か月6回�
18,144円

おためし
6/24 やさしいイタリア語入門
よみうりカルチャー講師
マリア�モンタニア
ネイティブ講師と学びながら、言葉
を通じてイタリアの魅力に触れて
いきます。

◦�第2・4月曜10：30〜12：00
◦�7/8〜3か月5回15,120円

おためし
6/29 はじめてのデッサン・水彩画
新作家美術協会委員
澤田�嘉郎
絵を描くとき、デッサンの大切さをよ
く言われます。この講座ではデッサ
ンの初歩から学び、水彩画を描いて
いきます。

◦�第1・3土曜10：30〜12：30
◦�7/6〜3か月6回16,848円

おためし
6/24 マイペース着つけレッスン
装道礼法きもの学院講師
常澤�千英美
気軽に着物のおしゃれを楽しみま
せんか。その方に合った着こなし
をゆっくりペースで指導します。
◦�第4月曜10：00〜12：00
◦�7/22〜3か月3回7,128円

おためし
6/24

古木明美の
紙バンドで作る手作り雑貨

ぷるる工房認定講師
山田�成子
環境にやさしい再生紙素材、高
品質な手芸用紙バンドを使って
大人かわいいかご雑貨を作りま
しょう。
◦�第4月曜�
13：00〜15：00
◦�7/22〜3か月2回6,480円

おためし
6/18 テディベアと可愛いどうぶつたち
チビくまハウス代表
中村�裕子
本格的な材料を使い、1針1針愛
情込めて作ったテディベアはかけ
がえのない宝物となるでしょう。

◦�第3火曜13：00〜15：00
◦�7/16〜3か月3回�7,776円

◦の金額は設備維持費込みです。会員は一部講座を除き◦の金額より324円割引（教材費除く）。◦の金額は設備維持費材料費込みの金額です。

夏休みジャイアンツ練習見学＆ぐるっと東京ドーム
通常の開場時間では見られないジャイアンツの打撃練習をバックネット裏で見学し、普段は入れない東京ドーム
施設を見て回る。案内役はヴィーナス。ジャビットとの記念撮影やオリジナルグッズのプレゼントも。
ツアー後は野球観戦をお楽しみください（カッコ内はツアー開始時間）。
◦7/27（土）�VS�阪神� （ 9：40）�試合14：00
◦7/30（火）�VS�広島� （13：40）�試合18：00
◦7/31（水）�VS�広島� （13：40）�試合18：00
◦8/11（日）�VS�ヤクルト�（ 9：40）�試合14：00
◦8/17（土）�VS�阪神� （ 9：40）�試合14：00
◆定　員　各80人　◆参加費　5,720円（B席チケット代、保険料含む）

B席
チケット付

忍者ナイン かけっこスペシャル
忍者ナイン専任インストラクター 年中〜小学生
動きの癖を改善して早く走る
コツとスタートダッシュの方
法を伝授します。
〈各回10名限定〉
◦�7/29（月）�
Ⓐ10：00〜10：50�
Ⓑ11：00〜11：50�
Ⓒ12：00〜12：50
◦1,080円（一般・会員共）

苦手を克服！
フィットネスインストラクター
吉田�加奈子

小学生

なわとびスペシャル
連続してリズムよく跳べるよ
うにコツを覚えて、楽しくきれ
いな跳び方を習得しましょう。
◦�8/5�（月）�
11：30〜12：20
◦2,354円（一般・会員共）
てつぼうスペシャル
1回2名限定の少人数レッスンで集中して逆上がりなど
正しいやり方を習得しましょう。
◦�8/4�（日）�Ⓐ12：30〜13：20�Ⓑ13：30〜14：20�Ⓒ14：30〜15：20�
8/5�（月）�Ⓐ13：30〜14：20�Ⓑ14：30〜15：20�Ⓒ15：30〜16：20
◦3,434円（一般・会員共）

YouTuber自由研究
〜動画作りを冊子にまとめよう〜
YouTuberアカデミー講師� 小学生
おもちゃやコレクションなどを持
参し動画制作。撮影・編集方法、
使用機材、ICTリテラシーなどを
学び、オリジナル冊子にします。
◦7/29（月）10：00〜16：00
◦�16,200円（一般・会員共）
※�昼休憩有り。�
お弁当、飲み物持参。

読書感想文の書き方
詩人�長田�典子 小学生
読書感想文のパターンとコツを
読んだ本に合わせてわかりやすく
指導します。
◦�7/31・8/7（水）�
10：30〜12：00
◦�5,464円（2回）�
教材費216円

カラフルな地層の標本を作ろう
東京理科大学理工学部教養�教授�
関　陽児

親子（小1〜小3） 
小4〜中学生

地層のでき方を観察してから、自
分で作った地層を小さなビンに
入れて持ち帰ります。

◦7/20（土）13：00〜15：30
◦3,974円

かぶと虫ロボットを作ろう！
CLUB�WAD代表�梁取�弘明 親子（小1〜小3）

小4〜中3
モーターと歯車を使って角を動
かしながら歩きます。工具を駆使
して「もの作り」にチャレンジ。
◦�7/25（木）�
14：00〜17：00
◦2,894円�教材費3,240円

こどもホイップ・デコ
日本エレガントデコ協会�陣内�美香� 年少〜中学生
ぷにゅぷにゅホイップと可愛い
お菓子のパーツで、掛け時計・ミ
ラー・ストラップの3点を作ります。
◦�7/27（土）�
10：30〜12：30
◦2,462円�教材費2,484円

紙コップでどうぶつをつくろう！
工作芸人�できたくん 親子（3歳〜小2）
楽しいパフォーマンスを見学したあ
と、ハサミを使って紙コップの立体
動物を作ります。手ぶらで参加可。

◦�8/2（金）�
Ⓐ13：00〜13：30�
Ⓑ14：30〜15：00

◦�540円（一般・会員共）

ビンゴピンボールを作ろう
ペーパークラフト作家�雪下�正明 小学生
ビー玉を穴に入れ縦・横・斜めに
揃えるビンゴゲームをダンボール
で作ってみよう。

◦�8/3（土）�
Ⓐ10：30〜12：00�
Ⓑ13：00〜14：30

◦2,678円�教材費1,728円

人形を使って
古代エジプトのミイラ作り体験 
古代オリエント博物館教育普及員�高見　妙� 小学生
同研究員�田澤�恵子
古代エジプト人になりきって埋葬
に対する考えを探り、ワークシー
トを完成させよう！
◦�7/20（土）�
Ⓐ11：00〜12：00�
Ⓑ13：30〜14：30

◦�2,894円（一般・会員共）��
教材費1,296円

タイルモザイクで
思い出をフォトフレームに
東京芸術大学大学院
壁画研究室修了�山内�麻美

小学生

お好みのタイルとデザイン
でオリジナルのフォトフレー
ム作り。

◦�8/3（土）�
10：00〜12：00

◦�2,894円（一般・会員共）�
教材費2,160円

ポーセラーツで 
オリジナルマグカップ作り
日本ヴォーグ社ポーセラーツ
インストラクター�中山�千裕

小学生

シールのような転写紙を使い、自
由にデザイン。作品は焼成してか
らお渡しします。

◦�7/22（月）�
10：30〜12：00

◦2,894円�教材費1,080円

4ミラー万華鏡を作ろう！
日本万華鏡博物館�館長�大熊�進一� 小学生
珍しい4面鏡のオリジナル万華
鏡を作ります。先着でスペシャ
ルキット（料金別）も予約可能。
大人の方も受講可。�
◦�7/31（水）�
10：30〜12：00

◦�2,570円（一般・会員共）�
教材費2,500円

ミニ竜巻発生装置を作って観察しよう！
（一社）日本気象予報士会
サニーエンジェルス

親子（小1〜小4）

ペットボトルを使った簡単な実験やミ
ニ竜巻ができる装置を作り気象の勉
強。竜巻や大雨など防災の話も。

◦�8/3（土）�
13：30〜15：00

◦2,678円�教材費500円

ジオラマづくり
「ダンボール動物と共演しよう！」
ダンボールアーティスト
山田�素子

親子（年長〜小1）
こども（小2〜小6）

ケーキ箱の中にバーチャルな世
界を創作。自分の写真を配置して
自由な発想で動物と遊ぼう。
◦�7/26（金）13：00〜14：30�
7/28（日）10：30〜12：00　
◦�2,678円（1回）�
教材費2,160円

ウッドカー チャンピオンシップ！
ワークショップ
木のおもちゃ作家
藤信�則之

年長〜小学生

シンプルだけど奥が深い、重
力だけで動くウッドカーレー
スの世界を体験。親子での
参加可。
◦�8/5（月）�
Ⓐ10：30〜12：00�
Ⓑ13：00〜14：30��
Ⓒ15：00〜16：30
◦�2,894円�教材費2,160円

夏の情景ジオラマを作ろう！
模型作家
宮澤�雅文

親子（小3〜）

小さいけど本格的。鉄道
模型・情景ジオラマ初心
者でも大丈夫です。
◦�7/24（水）�
10：00〜12：00
◦�3,002円�
教材費2,500円

手作り天体望遠鏡
元五島プラネタリウム解説員�金井�三男 小学生
天体望遠鏡の仕組みについて学ん
だ後、キットを使って作ります。星空
の解説も。
◦�7/27（土）�
13：00〜15：00
◦�2,354円（一般・会員共）��
教材費1,890円

ひょうたんライト教室
スダプランニング代表
須田�芳己

小学生

ひょうたんに竹串やハンドドリ
ルなどで穴を開け、オリジナル
ライトを作ります。

◦7/29（月）�
　Ⓐ13：30〜16：00�
　Ⓑ16：00〜18：30　
◦�1,274円（一般・会員共）�
教材費2,000円　

ナンとカレー
魚菜学園講師
進士�絵美

小学生

みんな大好きなカレーと簡
単で本格的なナンを作りま
す。カラフル野菜とフルー
ツのパフェもお楽しみに。
◦�8/2（金）�
13：30〜16：00
◦�4,698円�
（一般・会員共）

普段に使える防災ポリCOOK
ポリCOOK代表�森下�園子 小学生
ポリ袋で湯煎する『ポリCOOK』
を作って調理。ライフライン
がストップした時でも家にあ
るもので温かいご飯が食べら
れます。

◦�7/24（水）�
13：30〜15：30
◦�3,240円�教材費864円

ウインナードッグ＆
フィッシュキャット

パン教室conemaru（こねまる）�
弘中�智子

小学生

ウインナーをくわえたワンちゃん
とウインナーのさかなをくわえた
ネコちゃんのパン。自分でこねて
生地を作ります。

◦�8/4（日）�
Ⓐ10：00〜12：45�
Ⓑ13：45〜16：30
◦�4,860円（一般・会員共）�

入会金不要
要　予　約夏休み公開講座



自由が丘お料理学校 〒158-0083 
東京都世田谷区奥沢5-27-5 魚菜ビル3階  
受付時間 10：00〜18：00 土曜10：00〜16：00 日・祝 休業日

お申し込み・お問い合わせ

魚菜学園
公式ホームページ

検索

基礎・家庭コースの料金は共通です
� ���1年48回� 210,208円� 6か月24回� 107,104円
� 3か月12回� 56,052円

チケットコース 速成（短期集中）コース
お好きな曜日、時間に通えます。
���1年24回� 114,880円
6か月12回� 58,940円
3か月��6回� 29,970円

基礎、家庭、週2回通って頂くコースです。
6か月48回　210,208円
3か月24回　107,104円

※各コース初回のみ入学金10,800円　教材費6,480円が必要です。

10：00〜 13：00〜 18：45〜

火曜 基礎 家庭 家庭

水曜 基礎 基礎

木曜 基礎 基礎

金曜 家庭

土曜 基礎 家庭

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。� おためし0/0 �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。

お申し込み
お問い合わせ ☎03-3723-7100 参

加
費1,080円税込

公 開 講 座

創立者　田村 魚菜

　魚菜学園は、設立以来60年間で、延べ
18万人以上の皆さまに通っていただい
た、伝統と実績のあるお料理学校です。カ
ラダに良い素材に四季折々の香りを添え
たレシピが魚菜学園の誇りです。ひと手間
かけ、おいしさを追求した「家庭料理」を是
非、学んで下さい。

基礎コース
料理の基本を忠実に、ひと手間かけ、おいしさを追求
した魚菜伝統のレシピが身に付きます。

◦�五目寿司
◦�おかひじきと油揚げの�
おひたし
◦お吸い物

ポイ
ント ��・乾物（干ぴょう、高野豆腐）の戻し方、煮方・おひたしのコツ

◦�チキンソテー�
オレンジソース
◦�夏野菜のマリネ
◦�洋梨のクラフティ

ポイ
ント ���・鶏肉の下処理の仕方、おいしくソテーする方法�・マリネの材料の下ごしらえ

家庭コース
手軽に作れる丼ものやお惣菜の他に、毎回デザート
が学べるお得なコースです。

◦�ピッツアマルゲリータ
◦�グリルド野菜チーズソース
◦パンナコッタ

ポイ
ント ���・ピザ生地の作り方　・野菜の切り方、焼き方�・ゼラチンの扱い方

◦�スパゲッティナポリタン
◦�コールスロー
◦�フルーツロール�
ケーキ

ポイ
ント ���・特製トマトソースの作り方　・キャベツのせん切りの仕方�・ロールケーキの巻き方

お料理“はじめて”コース
お料理が初めての方、基本から習いたい方に、「包丁
の持ち方」から習えるクラスです。

グループレッスン
デモンストレーションで調理のポイントを細かく確認
した後実習するので、知識と技術の両方が身に付き
ます。

�
�第1回�出汁の取り方、オムレツ
�第2回�野菜の切り方、いりどり
�第3回�魚のおろし方、鯵フライ

◦水曜18：30〜、木曜10：00〜、土曜13：00〜　
◦�1か月3回　15,498円
※�マンツーマン、グループ共に�
初回のみ入学金10,800円、教材費5,400円が必要です。

マンツーマンレッスン
個別指導で習いたいポイントを集中的に指導しま
す。分からないことは何でも聞いて下さい！
第1回�出汁の取り方� 第4回�基本の日本料理
第2回�野菜の切り方� 第5回�基本の西洋料理
第3回�魚のおろし方� 第6回�基本の中国料理

◦火曜〜土曜　10：00〜17：00（予約制）
◦4か月6回60分コース　50,217円

マンツーマンコース
実習をメインにした個別指導で、苦手を克服。料理
上手を目指します。
☆ まずはカウンセリングから 
基礎、家庭コース全320品の中�
から習いたいメニューを選択。

☆ メニューが決まったら実習へ 
指導内容はご希望、レベルに合�
わせて丁寧に行います。
◦火曜〜土曜　10：00〜17：00（予約制）
◦4か月6回60分コース　54,205円〜
※�初回のみ入学金10,800円、教材費6,480円が必要です。

始めたい！と思ったらまずは体験してみませんか？
下記の日程は特別料金でおためしできます。
（お1人1回のみ。要予約）
家庭  

◦メンチカツ◦ポテトサラダ
◦さやいんげんのごま和え
◦�丸ごとグレープフルーツゼリー
・7/��9（火）→13：00、18：45
・7/12（金）→10：00
・7/13（土）→13：00

ポイ
ント ���・メンチカツの生地の作り方、揚げ方�・さやいんげんの下ごしらえ、ごまのあたり方�

・グレープフルーツを丸ごとゼリーに仕上げる方法
基礎  

◦麻婆豆腐◦杏仁豆腐
◦�卵入り団子とピーマンのトマト煮
・7/23（火）→10：00
・7/24（水）→10：00、18：45
・7/25（木）→13：00、18：45
・7/27（土）→10：00

ポイ
ント ���・豆腐の水切りの仕方、切り方、炒め方�・肉団子の揚げ方　・杏仁露の使い方

男の料理教室  
◦�お肉屋さんのコロッケ
◦夏野菜とパンのイタリアンサラダ
◦ずんだ汁
男性限定クラス
・�7/1（月）、7/2（火）、
�7/4（木）、7/12（金）、�
�7/13（土）→全て10：00

ポイ
ント ���・コロッケの下味のつけ方　・枝豆の下処理�・夏野菜をおいしく食べるコツ

男の料理教室
男性好みにアレンジしたメニューを男性だけで気兼
ねなく習えるコースです。
メニュー例

野菜のちゃんぽん、煮豚、
豆腐花
ポイ
ント ���スープの配合、お肉を柔らかく煮るコツ、タレの配合

◦�第1・3月曜、火曜、木曜、第2・4金曜、土曜10：00〜
◦�3か月6回　26,632円　
※�初回のみ入学金6,480円、教材費1,080円が必要です。

「おいしい料理は愛情から」

入会金不要
要　予　約

文芸・趣味・実務
おためし
6/25 心に伝わるエッセイの書き方
木村治美エッセイストグループ�
所属講師
小野�朝子
趣味、家族のこと、語り伝えた
い話など、読み手の共感を生む
書き方を基本からアドバイスい
たします。
◦�第4火曜10：30〜12：30
◦�7/23〜3か月3回7,776円
おためし
0/00 曜日 開始時間 講座名
6/3 月 13：30 手相・占い・心理学
6/6 木 13：15 切絵図から見える�おもしろ江戸文化
6/10 月 13：30 やさしいエッセイの書き方
6/14 金 13：00 星空の千一夜物語
6/17 月 13：00 音読で健康ハッピー！

13：30 自由が丘夫人�健康麻雀
6/18 火 10：30 女性のための健康麻雀

19：30 ダンディGOの簡単ジャグリング
6/21 金 13：00 たのしい朗読
6/24 月 13：00 はじめてのレディース麻雀

6/25 火
10：30 心に伝わるエッセイの書き方
13：00 俳句に親しむ
14：30 脳トレそろばん・暗算教室

6/26 水 13：00 水曜囲碁教室〈中級〜有段者〉
6/28 金 13：00 小説教室
6/29 土 10：00 はじめての囲碁

10：30 やさしい朗読

外国語
おためし
6/28 中学英語で実践英会話
よみうりカルチャー講師
スティーブン・スペンサー
中学校の基礎英語をやり直し
ながら、使える英会話を身につ
けましょう。
◦�第2・4金曜10：30〜12：00
◦�7/12〜3か月6回16,200円
おためし
0/00 曜日 開始時間 講座名
6/17 月 10：30 普段使いのトピック英会話
6/18 火 13：30 ゆっくり気楽に英会話

6/19 水
10：20 話せる、聞ける英会話
10：30 使える旅行フランス語
12：40 シニアのアクティブ英会話・中学編
13：00 午後のゆっくりフランス語

6/20 木 13：15 韓国語レベルアップトレーニング
6/21 金 10：30 使える韓国語会話�初級Ⅲ
6/23 日 10：30 日曜の基礎英語

10：30 日曜韓国語レッスン
6/24 月 10：30 やさしいイタリア語入門
6/27 木 10：30 フランス語�はじめの一歩
6/28 金 10：30 中学英語で実践英会話

11：00 ハワイアンソングで楽しむハワイ語
6/30 日 13：00 お助けボランティア英会話

美　術
おためし
6/26 水彩絵の具で描く トルコ細密画
日本現代工芸美術家協会本会員
菅間�ゆみい
トルコに留学をした講師の指導で、
本格的に学べます。細密画でトルコ
の世界を表現してみませんか。
◦�第1・2・3水曜�
Ⓐ15：30〜17：30�
Ⓑ18：30〜20：30
◦�7/3〜3か月9回23,328円
おためし
0/00 曜日 開始時間 講座名
6/3 月 10：30 午前のやさしい絵の時間A

13：00 やさしい絵の時間
6/4 火 10：30 ステップアップ・水彩画
6/11 火 10：30 鮎裕の和のイラスト
6/17 月 10：30 午前のやさしい絵の時間B
6/19 水 13：00 色鉛筆・パステル画

15：30 中高年のための美術
6/20 木 10：00 水彩のしらべ
6/22 土 13：30 初めてのパステル・色鉛筆・水彩画

13：30 人やペットの似顔絵
6/25 火 13：00「ヘタでいいヘタがいい」絵手紙

13：30 林亮太のリアル色鉛筆画

6/26 水

15：30 気ままに楽しむ美術
15：30トルコ細密画�A
18：00 初めての水彩画・応用
18：30 デッサン・色彩表現（入門〜応用）
18：30トルコ細密画�B

6/29 土 10：30 はじめてのデッサン・水彩画
13：00 初歩からの水墨画

書道・ペン字
おためし
6/21 金曜の実用ペン習字
狩田昇龍書道会師範
菅沼�俊子
正しいペンの持ち方、運筆法な
ど、初歩から学び、次第に程度
を高め、系統的に学習していき
ます。

◦�第1・3金曜10：30〜12：30
◦�7/5〜3か月6回14,256円
おためし
0/00 曜日 開始時間 講座名
6/14 金 10：15 月1回小筆と筆ペン13：15
6/17 月 18：00 書〈毛筆・ペン〉
6/18 火 10：30 美しく魅せるカリグラフィー
6/19 水 10：00 やさしい実用書道
6/20 木 14：30 暮らしに役立つ小筆・硬筆〈フリータイム制〉
6/21 金 10：30 金曜の実用ペン習字
6/22 土 13：00 漢字・かな・破体書道
6/23 日 13：00 日曜書道
6/25 火 15：30 篆刻＆篆書体

17：30 現代に生きる書道
6/27 木 10：30 基礎から始める書道〈少人数制〉

15：30 やさしいかな書・実用書道

6/28 金
10：15 月1回で字が上手になるコツを教える
10：30 書〈毛筆・ペン〉
18：30 ペン・かな書道・実用書道

6/29 土 13：30 あなたの希望をかなえる美文字15：30
6/30 日 10：00 初・中級者のやさしく深い書道

茶道・フラワー・おしゃれ
おためし
6/19 花アレンジ・基本スタイル
フラワーアレンジメント・�
インストラクター
渡邊�智子
基本となる6つの型を学んで
花に親しみましょう。
◦�第1・3水曜�
18：00〜21：00（2時間制）
◦�7/3〜3か月6回15,552円
おためし
0/00 曜日 開始時間 講座名
6/3 月 10：00 知っておきたい茶席のマナー
6/6 木 10：30 暮らしを彩る花アレンジ
6/16 日 10：00 月一回おもてなし茶道・表千家
6/17 月 13：00 月曜日の裏千家
6/19 水 18：00 花アレンジ・基本スタイル

18：30 いけばな・相阿彌（そうあみ）流
6/20 木 10：30 いけばな・池坊〈初級〉
6/22 土 10：00 はじめての茶の湯
6/23 日 10：30 四季を楽しむ着つけとマナー
6/24 月 10：00 マイペース着つけレッスン

13：00 12か月のフローラルデザイン
6/25 火 14：00 いけばな・小原流〈初級〉
6/27 木 10：30 はじめての香道
6/28 金 15：30 季節を身近に「花」空間の飾り方
6/29 土 17：00 いけばな・小原流

邦楽・舞踊
おためし
6/1 民謡

（公財）日本民謡協会・�
三味線師範教授�菊池�淡茂
日本伝統の民謡を分かりやすく
手ほどきします。

◦�土曜10：30〜12：00
◦�7/6〜3か月12回28,512円
おためし
0/00 曜日 開始時間 講座名
5/31 金 18：00 江戸寿獅子

18：00しの笛（横笛）・太鼓
6/1 土 10：30 民謡
6/10 月 17：00 尺八教室
6/18 火 17：00 津軽三味線（個人30分）
6/19 水 15：00 日本の民謡・TAKiO流
6/20 木 13：00 楽しいお琴・生田流（個人30分）

13：00 いずみのやさしい三味線（個人30分）
6/21 金 13：00 初歩からのやさしい三味線（個人30分）
6/22 土 16：30 中村流・日本舞踊

6/24 月
13：00 狂言流・健康ボイストレーニング
13：00 三味線を弾こう（個人30分）
13：00 気軽にお琴・生田流（個人30分）

6/25 火 13：30 花柳流・日本舞踊〈初級・中級/グループ〉
6/27 木 15：00 藤間流・日本舞踊
6/28 金 15：30 小唄・三味線（個人30分）
6/29 土 14：30 坂東流・日本舞踊

手芸・工芸
おためし
6/26 古布の袋物
伝統袋物講師
小林�優子
茶道具の仕覆や袋物をご自
分の手で。お道具を大切にす
る心を込めて作ります。
◦�第4水曜13：30〜16：30
◦�7/24〜3か月2回9,720円
おためし
0/00 曜日 開始時間 講座名
6/6 木 13：00 大人エレガントなグルージュエリーデコ

14：00 スパイスフラワー
6/7 金 10：00 はじめての「蒔絵と螺鈿」
6/9 日 10：30 石猫
6/10 月 13：00 お洒落なハンドメイドアクセサリー
6/12 水 10：30 オリジナル・ビーズアクセサリー
6/16 日 13：00 大人のビーズアクセサリー
6/17 月 10：30 ポーセリンペインティング

6/18 火

10：00 戸塚刺しゅうA
10：30 フランスの伝統工芸・カルトナージュ
13：00 戸塚刺しゅうB
13：00 テディベアと可愛いどうぶつたち
13：00 あみ物サロン

6/19 水 10：20 仏像彫刻
6/20 木 10：30 カラフル和紙のモダン切り絵

6/21 金
10：00 こわれた器が蘇る「金継ぎ」
10：30「手まり」色彩のハーモニー
10：30 パッチワークとオトナ手芸
13：00 大人のビーズアクセサリー

6/22 土 19：00 作る使うオリジナル製本
6/24 月 13：00 古木明美の紙バンドで作る手作り雑貨

6/25 火
10：00 気軽に楽しむ七宝焼
10：30 ポジャギ
10：30 服のお直し・簡単リメイク

6/26 水
10：30 パッチワークと流行手芸
10：30 自由に楽しむ手編み
13：00 夢を描くグラスリッツェン
13：30 古布の袋物

6/27 木 13：00 おしゃれ帽子
6/28 金 10：40 手縫いの革工芸

音　楽
おためし
6/28

本多厚美 大人のインターナショナル
ヴォイストレーニング入門編

インターナショナルヴォイスディクション
コーチ�二期会会員�本多�厚美
欧米にて30年間演奏を重ねたク
ラシック歌手が、個々の楽器（声）の
特徴を知り、健康で個性豊かに歌
える秘訣を伝授。アツミメソード®

◦�第2・4金曜15：00〜16：30
◦�7/12〜3か月6回16,848円
おためし
0/00 曜日 開始時間 講座名
6/3 月 10：30 英語で歌う・スタンダードポップス
6/6 木 10：00 ゆっくりピアノ（個人30分）

10：45 フェイス・リフティング・ヴォイス
6/9 日 10：20 バイオリン教室（個人20分）
6/11 火 11：00 ジャズ・ボーカル
6/12 水 15：00 中高年から始める　らくらくピアノⓇ

15：30 ギターレッスン（個人30分）
6/13 木 15：00 ティン・ホイッスルを奏でよう〈入門〉
6/14 金 10：30 シャンソン「私のパリ」

おためし
0/00 曜日 開始時間 講座名
6/17 月 14：30 Let's�ショークワイア

19：00 はじめてみよう�ジャズヴォーカル

6/18 火
10：30 歌謡曲を歌いこなそう
12：00 大人のフルートレッスン（個人30分）
14：00 声と健康「シニアボイストレーニング」15：00

6/19 水
10：30 楽しいコーラス
13：00 水曜大人のためのピアノ（個人30分）
13：00 やさしいオカリナ
19：30 ゴスペルコーラス

6/20 木
13：00 抒情歌をうたう
15：00 小出茂のウクレレ
19：00 スタンダード・ジャズ・ヴォーカル

6/21 金
10：30 みんなの童謡・唱歌
10：30 金曜ピアノ（個人30分）
14：30 賛美歌を歌おう

6/23 日 10：00 ポピュラーピアノ（個人40分）

6/24 月
10：30 やさしいシャンソン
13：00 懐かしのフォークソングを歌う
15：00 やさしいピアノ（個人30分）

6/25 火 17：15 五城美穂歌謡教室
18：30リコーダー�アンサンブル

6/26 水 10：30 美しい名曲の調べ
13：00 クラシック・ヴォイストレーニングと名曲

6/27 木
10：30 ゼロから始める声楽
13：00 ヴォイストレーニングと歌唱法
15：45 自由が丘フォーク歌声広場
16：00 木曜のゆったりピアノ（個人30分）

6/28 金
14：20 ジョージ松下・ハワイの歌
15：00 インターナショナルヴォイストレーニング
16：00 ウクレレをハワイの歌に乗せて！

6/29 土
10：00 新しい弦楽器・ヴィオリラ（個人30分）
10：00 癒やしの竪琴�ライアー（個人30分）
13：30 大人のための発声教室

6/30 日 13：00 フルート教室（個人25分）

ダンシング
おためし
6/21 アルゼンチン・タンゴ・ダンス
アルゼンチン・タンゴ・ダンサー
皆川�麻呂
感性を自由に表現できるアル
ゼンチン・タンゴ。楽しみなが
ら踊れるように指導します。

◦�第1・3金曜15：00〜16：15
◦�7/5〜3か月6回14,256円
おためし
0/00 曜日 開始時間 講座名
6/7 金 11：10 社交ダンス〈初級〉

19：30 ベリーダンス＆ペルシャダンス
6/16 日 12：30 大胡しづ子大人のクラシックバレエ

10：30 もう一度ベリーダンス
6/17 月 10：00 大人のためのイサドラ・ダンカン・ダンス

19：30 大胡しづ子大人のクラシックバレエ
6/19 水 14：30 大人のストレッチバレエ

15：00 宝塚ダンス〜娘役を踊りましょう〜
6/20 木 13：00 ベーシック・フラ

6/21 金
13：30 40歳からの女性のためのひとりサルサ入門
15：00 アルゼンチン・タンゴ・ダンス
15：30 大胡しづ子大人のクラシックバレエ

6/23 日 11：15 日曜フラダンス
12：30 JAZZ�TAP

6/24 月 13：30 カレイナニ早川のビューティフル・フラ
6/25 火 10：00 体が硬い人のための大人バレエ

19：00 タップダンス
6/26 水 14：30 楽しく踊ろうフラダンス
6/28 金 13：00 チャーミング・フラ
6/29 土 13：00 美を磨く・サタデーフラ

18：00 ジャズダンス

スポーツ・健康
おためし
6/27

甲野 陽紀の
身体匠工房in自由が丘

身体技法研究者
甲野�陽紀
何気ない日常動作などをス
ポーツに応用して、有効な体の
使い方を体感していただくプ
ログラムです。

◦�木曜�13：00〜14：00
◦�7/4〜3か月12回38,880円
おためし
0/00 曜日 開始時間 講座名
6/5 水 19：15 医療気功でリフレッシュ
6/7 金 10：10 医療気功〈入門〉
6/18 火 10：30 ストレッチング＆リズム

12：10 午後からのストレッチング＆リズム

6/20 木
10：30 いきいき音楽体操
10：30 ゆる体操�初級
12：00 プレムヨーガ

6/22 土 13：30 週末90分！二の腕フィットネス

6/23 日
10：00 やさしいフィットネスバレエ
11：00 やさしい居合道
13：00 居合・剣術（柳生新陰流）入門

6/24 月 10：00 健康体操ラムーヴ
11：45 気分爽快・ダンスエクササイズ

6/25 火 13：45 陳式太極拳
14：00 心と体を癒す相川ヨガ

6/26 水
10：30 楊式太極拳
12：30 マイフィットネス
12：30 アクティブヨーガ

6/27 木 13：00 甲野陽紀の身体匠工房in自由が丘
6/28 金 13：00 呼吸法で体調改善・スポーツウエルネス吹矢
6/29 土 10：30 フェルデンクライスメソッド

11：00 空手道
7/4 木 19：00 骨盤健康体操

20：05 脂肪燃焼リズムウォーク

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。
詳しくはよみうりカルチャーホームページで。
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よみうりカルチャー本部 ☎03-3642-4301
世界遺産登録15周年記念講座
熊野古道
～聖地をめざす巡礼の旅へ～
世界遺産・熊野古道は、古来「よみが
えりの聖地」と呼ばれた熊野へと通
じる参詣の道。平安・鎌倉の時代に
は、上皇や貴族たちが、よみがえりの
ご利益を求めて巡礼を繰り返しまし
た。近年ではパワースポットとしても
人気が高まり、世界中から巡礼者が
訪れています。

【日　時】 8月10日（土）�
13：00〜14：30

【会　場】�読売新聞東京本社3階�
新聞教室（大手町）

【講　師】作家　髙森�玲子
【受講料】�2,592円

事前レクチャー付き 歌舞伎座
「七月大歌舞伎」観劇
観劇の前に、イヤホンガイド解説員
による見どころや歌舞伎のこぼれ話
など、公演をよりお楽しみいただけ
るレクチャー付き。

【日　時】 7月21日（日）11：00開演
（レクチャー10：00〜）

【会　場】歌舞伎座（東京・東銀座）
【講　師】イヤホンガイド解説員
【受講料】 20,100円（1等席チケット

代、弁当代含む）

アフタートーク付きミュージカル
「ボディガード」観劇
公演後、出演者のアフタートークを
お楽しみいただきます。
（出演者の都合により内容が変更の
場合がございます）

【日　時】 9月18日（水）13：30開演�
（終演後アフタートーク約15分）

【会　場】東急シアターオーブ�
（東京・渋谷）
【受講料】
10,100円�
（A席チケット代
含む）

国立劇場　9月文楽公演 
レクチャー付き観劇（昼の部）
観劇前に、公演をよりお楽しみいた
だけるレクチャー付きです。

【日　時】 9月17日（火）午前の部�
10：30開演�
（レクチャー9：30〜予定）

【会　場】 国立劇場（東京・半蔵門）
【受講料】�9,500円�

（1等席チケット代、弁当代
含む）

チケット制レッスン
6か月8回 27,648円（税込）
3か月8回 23,328円（税込）

※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。

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。

楽しくなくっチャ！よみうりカルチャー
公式キャラクター
チャチャ丸

チラシ掲載以外にも講座がございます。詳しくはホームページをご覧ください。
全講座パンフレットをお送りいたします（無料）。ご希望の方は03-3723-7100へお電話ください。

受講のご案内
お申し込み

お問い合わせ ☎03-3723-7100
受付時間 10：00〜20：00

（土曜�10：00〜19：00�日曜�10：00〜15：00）

ご見学
一部講座を除き原則として20分間、無
料でご見学出来ます。

一日体験
本講座1回分の受講料で、対象の講座
をご体験出来ます。
指定日制や対象外の講座もあります。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） 
※会員証は全よみうりカルチャーで無期限有効
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。
受講料：前納金でお願いしています。
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。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。

よみカル
ポイント

◆定期講座の受講料200円（税抜）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　6/15までに初回から継続
手続きをされた方に100ポイントお付けし
ます。

◦の金額は設備維持費、音楽著作権使用料（該当講座のみ）込みです。会員は一部講座を除き◦の金額より324円割引（教材費除く）。◦の金額は設備維持費材料費込みの金
額です。会員の割引はありません。

夏の特別体験 ￥1,00
0

夏のおためしDay大人の体力測定 6種目チャレンジ！
筋肉デザイナー�
藤本�陽平
簡単な運動であなたの身体能力を
測定、体力向上と健康づくりに役立
てましょう。自宅でも簡単に続けられ
る運動プログラムも紹介します。
◦�7/20（土）13：30〜15：00
◦�3,974円（一般・会員共）

ストリート・ラインダンス
感じるダンス/Dancer's�Smile�
Saya
初めてでも安心。みんなでステッ
プを合わせて踊る参加型ダンス。
のりやすい洋楽で、一体感を楽し
みましょう。
◦�7/13（土）15：30〜17：00
◦�3,239円（一般・会員共）

季節を彩る文香
鮎裕の和のイラスト
和のイラスト公認講師�
渡辺�智美
「描き方の手引き」など、オリジナ
ル教材を使うので、絵心がなくて
不安という方でも安心です。今
回は文香（ふみこう）にしてお持
ち帰りできます。
◦�7/9(火)10:30〜12:30
◦�2,786円（一般・会員共）�
教材費864円

花の暑中見舞い
東京芸術大学卒・画家�
清水　都
木版画、シルクスクリーン、色鉛筆画、
水彩画の中からお好みの技法を選び絵
はがきを仕上げます。

◦�7/13、27（土）13：30〜15：30
◦�2,678円（1回/一般・会員共）�

鉛筆・ボールペンで書く
令和の美しい書き方
書と絵の会紅会主宰�
佐藤�紅輪
鉛筆、ボールペン、筆ペンなど好き
な用具で、きれいに書くコツを教え
ます。

◦�6/28（金）13：00〜14：30
◦�2,678円�教材費500円

家庭で簡単シンプルフレンチ
緒方いたる料理教室主宰�
緒方�いたる
季節の身近な食材、少ない調
理工程で家庭でも再現性の
ある彩り豊かなフランス料理
作りです。
メニュー �若鶏の白ワインビ
ネガー煮込み他
◦�7/26、�8/23、�9/27（金）13：30〜16：30
◦�4,968円（1回）

本格手ごねパン教室
パン教室conemaru（こねまる）��弘中�智子
年間を通して色々な美味
しいパンを楽しく作りま
しょう。
メニュー �
7月�バナナチョコブレッド　
8月�黒糖ロング食パン
9月�クランベリーチーズライ
◦�7/12・8/9・9/13（金）�
Ⓐ13：30〜16：00�Ⓑ14：30〜17：00
◦�15,876円（3回）

夏・多摩川の野草を愛でる
多摩川野草会主宰・野草愛好家�
365日野草生活�のん
多摩川の河川敷で野草を観察
し、採取。その後自由が丘セン
ターの料理教室で野草ハーブ
ティーを飲みながら野草スイー
ツ作り。
東急田園都市線・二子新地駅改
札口集合。
◦�6/23（日）13：00〜16：00
◦�2,808円（一般・会員共）��
教材費1,296円�保険料100円

豊洲市場とその周辺を歩く
写真家�鴇田�康則�
フリーライター�眞鍋�じゅん子
昨年築地から移転した豊洲中央卸売
市場。見学コースや物販・飲食店を歩
いて、新しい市場の様子をご案内。
◦�7/18（木）10：00〜15：00
◦�3,240円��
教材費2,000円（ランチ代込）��
保険料100円

ジュエルニットでつくるミニバッグ
ニットデザイナー�
三平�友佳
上品に輝くきらきらのミニバッグを
編みます。スマホケースとしてもお
使いいただけます。

◦�7/9（火）10：30〜15：00
◦�3,996円（一般・会員共）��
教材費5,724円

3時間作り放題！ひょうたんライト
スダプランニング代表�
須田�芳己
お好きな形とサイズのひょうたんを
選んでいくつでも作れます。家族や
友達にプレゼントも！
◦�9/26（木）13：30〜16：30
◦�1,814円（一般・会員共）��
教材費3,000円�
（別途LEDライト1個100円）

ハワイアンクロスステッチ
クロスステッチデザイナー�
石井�敏江
シンプルな技法の刺繍でハワイらし
いデザインを表現します。 

◦�7/3（水）10：30〜12：30
◦�2,894円�教材費2,800円

ロシアの家庭料理と日常会話
ロシア料理研究家�
馬場�タチヤーナ
「ロシアの家庭」のような雰囲気で日
常会話を織り交ぜながら家庭料理を
指導します。
◦�7/7、9/1（日）12：00〜15：00
◦�5,184円（1回）

ひとりでつくる料理コース
料理研究家�菅原�和恵
食材の切り方や火加減から料
理の仕上げまで「ひとりで実
習」し、レベルアップを目指しま
しょう。
メニュー �カチャトーラ、ウイ
ンナーピラフオムレツ�他
◦�7/8・7/29・8/26・9/9・※9/30（月）�
Ⓐ10：30〜12：30�Ⓑ13：30〜15：30��
Ⓒ18：45〜20：45　※9/30はⒷⒸのみ
◦�Ⓐ19,872円（4回）�ⒷⒸ24,840円（5回）

簡短 健康な土鍋レシピ
伊賀焼窯元
長谷園土鍋インストラクター
伊賀焼の窯元・長谷園が、夏向け
の料理を実演、土鍋の楽しみ方を
ご紹介。カップのお土産付き。

◦�6/30（日）14：30〜16：00
◦�2,970円

なかなか聞けない戒名のおはなし
（宗）本寿院�住職�
三浦�尊明
戒名の基本的な知識から、自分の戒
名のつけ方までを「現代のかけこみ
寺」として紹介される大田区本寿院
の住職が、わかりやすくお話し。宗派
は問いません。
◦�8/10（土）10：30〜12：00
◦�2,354円（一般・会員共）�

整理収納アドバイザー2級認定講座
NPO法人�ハウスキーピング協会認定講師�
森下�園子
整理収納の基本を身につけると片
付けがぐっと楽になり、暮らしが快適
になります。協会認定2級を目指しま
しょう。
◦�7/2・16（火）13：00〜16：00
◦�23,532円（2回）（一般・会員共）

高齢者住宅の種類と選び方（基本編）
“失敗のない高齢者住宅選び”には、 
たった一つのことを知っておく！
介護情報館�館長
今井�紀子
高齢者住宅の基本から選ぶための
重要事項を分かりやすく解説。
◦�7/19（金）13：00〜14：30
◦�2,678円（一般・会員共）��
教材費216円

はじめての簡単スマホ体験
ソフトバンク�スマホアドバイザー
無料で貸し出すスマホを使って操作
体験。基本操作やおでかけに便利な
機能を学びます。
◦�6/25（火）�
13：30〜15：30（超入門編）�
7/17（水）�
10：30〜12：30（入門＆活用編）
◦�1,080円（1回/一般・会員共）

お仏壇に供えるプリザーブドフラワー
ROSE�CLASSIC�by�KIEKO主宰�
おおくぼ�きえこ
生花を欠かさないのは大変。生花を
特殊加工したプリザーブドフラワー
で気持ちが伝わるお供えを。
◦�6/24、7/22（月）�
13：00〜14：30
◦�3,218円（1回）��
教材費4,300円

五感を使って脳トレ・パン作り
製菓衛生師・レクリエーション介護士�加藤�亜理左
パン作りは視覚・聴覚・触覚
などをフルに使い脳トレに
なると言われています。あ
なたの五感を活かして美味
しいパン作りに挑戦してく
ださい。
◦�6/30（日）10：30〜12：30
◦�4,860円

季節の寿司ケーキ
絵巻寿司検定協会�会長�
中矢�千賀子
季節感を楽しんでいただける
酢めしのケーキです。
メニュー �
7月�夏色寿司ケーキ
9月�パンプキン寿司ケーキ
◦�7/1、9/2（月）13：30〜15：30
◦�4,968円（1回）


