
よく分かるキリスト教

～和モダンを楽しむ～
季節を彩る墨彩画

モダンなお正月飾りをつくる 花文字「開運アート」2023

羊毛フェルトで作る
2023干支「卯年」

水引飾りの祝箸

～占星術×天文～星空の読み解き方

九星気学

お正月の振袖ルルベちゃん®

ムンロ王子のタロット占い
〈入門・初級編〉短期集中講座

～親子で宇宙飛行士体験～
国際宇宙ステーション・
バーチャルツアー

施設見学＆競馬レクチャー
川崎競馬場 はじめての競馬デビュー

おためし 12/7

おためし 12/17

おためし 12/17

おためし 1/12

おためし 12/8

おためし 12/17

おためし 12/17

おためし 12/16

おためし 12/21

おためし 12/22

おためし 12/12

おためし 12/22

●2/4(土)13:00～14:30
●3,058円

ハワイアンクロスステッチ

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。

クロスステッチデザイナー 

石井 敏江

●2/18(土)10:00～12:00 ●2,908円 教材費2,700円

～九谷の絵付け～
世界で一つの招き猫を描こう！　　　　

石川県の伝統工芸 九谷
の上絵が手軽に楽しめま
す。オリジナルデザインで
我が家のHappy招き猫を
作り、福を呼びましょう！

千秋工房講師 久田 恵巳

●12/13（火）10：30～12：30 
●3,608円 教材費2,750円

水引の代表的な梅結びなど
でお飾りをつくり、祝箸に仕
上げます。お正月のお膳に華
やかさも添えませんか。

一般社団法人 和モダン水引協会公認講師 

かの結

東洋運勢学会会員 

一樹 煌

●12/22(木)10:00～13:00 
●3,113円 教材費4,400円

お正月のお飾り、玄関に飾っ
ても可愛いお出迎えルルベ
ちゃん®を作りましょう。

天文＆占星術の両面から、
2023年の星を語ります。
星の見つけ方と、もたらす
運命を解説。

ルルベちゃん®認定講師 

福田 美谷子

●12/26(月)10:00～12:00 
●3,608円 教材費4,400円

各メディアで幅広く活躍す
る講師が定番素材の松や
稲穂に、ゴム紐や石等の異
素材を組み合わせて作りま
す。（縦60㎝幅35㎝）

ブルーム＆ストライプス 
チーフデザイナー

今井 純子

●12/9（金）13：00～16：00
●3,553円（会員3,223円） 
　教材費2,000円

来年は卯年。可愛いお正月
の干支飾りをつくります。

atelier ＫC主宰 佐藤 有紀子

●12/18(日)10:00～11:30 ●2,948円 教材費200円

～年賀状にも使える～
第一印象を上げる
美文字で宛名書き

漢字をバランスよく、きれいに書く3
つのコツをお伝えします。講師直筆
のお手本付き。

美文字と手紙のインストラクター 

川南 富美恵

●2/17(金)14:00～16:30 ●3,300円 教材費2,900円

～大人のパン教室～にゃんこクリームパン

国産小麦を使用したリッ
チな生地に、自家製カス
タードクリームが入った
5匹の可愛いにゃんこパ
ンを作ります。

パン教室conemaru(こねまる） 

弘中 智子

●2/20(月）13:30～16:30 ●3,135円 教材費2,860円

たまちゃんの絵巻き寿司

たまちゃん＆肉球をモ
チーフにした絵巻き寿司
を作ります。愛くるしいた
まちゃんショット♥イン
スタ映え間違いなし！

絵巻寿司検定協会会長 

中矢 千賀子

●1/29（日）13:00～14:30 
●3,608円

ISSの船内映像を観ながら、装置を拡
大して観察したり好きな場所に移
動してみます。宇宙飛行士はどん
な仕事をして生活しているので
しょうか。宇宙から見た奇麗な地
球の写真や動画も紹介します。

刀剣術
～時代劇の殺陣～

舞台やドラマ、時代劇の演技指
導もした殺陣師の講師の演武
を見学。その後体験も。

林流総合武術最高師範 

山野 亜紀（女邦史郎）

(財)日本ボールルームダンス連盟 インストラクター 

井上 京子

●第1火曜Ⓐ13:00～15:00 
Ⓑ15:15～17:15 

●2/7～3か月2回7,700円 
体験 2/7 4,136円 教材費330円

現代墨彩画家 堀川 恵子

「一本の線から広がる楽しみ」、墨の
スパイスを効かせて墨彩画の世界
を楽しみます。講師制作のお手本を
元に墨と語り合いながら一緒に学
んでいきましょう。

～会話をリアルタイムに可視化～
グラフィック
レコーディング入門

●第2・4日曜10:30～12:00 
●1/8～3か月6回19,800円 
体験 1/8 3,586円 教材費250円

グラフィックレコーダー とんぷ

会話をイラストで可視化する技術を身に付け
ます。参加者の認識を揃えることで、イメージ
が浮かびやすく、会議の促進に役立ちます。
○△□が描ければできます。

いますぐよみたい
短歌教室

●第4日曜Ⓐ13:00～14:45
Ⓑ15:15～17:00

●1/22～3か月3回9,900円 
体験 1/22 3,586円 

歌人 鈴木 晴香

短歌をよむことは、新しいコミュニ
ケーションのはじまりです。ひとり
ひとりの唯一無二の経験を、短歌
で表現してみませんか。

●第1・3木曜13:00～14:30
●1/19～3か月6回19,800円 
体験 1/19 3,586円 教材費100円 

二松学舎大学教授 本多 峰子
西洋文化の基礎にあるキリスト教
の誕生の歴史的・社会的背景から
教義まで、分かりやすく解説します。

対局を楽しむ囲碁〈初～中級〉

●第2・4土曜10:00～12:00
●1/14～3か月5回12,650円

日本棋院普及指導員 國村 純子

～手習いから心豊かな自己表現へ～
学んで築く「書」

●第2・4金曜10:00～12:00
●1/13～3か月6回17,820円 体験 1/13 3,256円 

書道研究 郁翠会主宰 

西口 貴翠
楷、行、草、かな、ペン
などの基本から指導。
心豊かに自己を表現
する書を築いてゆき
ましょう。競書誌で段
級取得も可。

やさしいオカリナ入門

●第1・3水曜13:00～14:30
●1/18～3か月6回15,840円 体験 1/18 2,970円 

フルート・オカリナ講師 高橋 双葉
楽器を吹くのが初めての方で
も大丈夫。童謡を中心に講師
独自のプログラムで基礎から
ゆっくりレッスンします。

ルールは少し知っている、独学で学んだ
けれど詳しくはわからない、そんな方に
おすすめのステップアップ講座です。

やさしい手作り帽子

●第2･4木曜13：00～15：00
●1/12～3か月5回13,750円

手縫ならではの風合いを生かして、
個性豊かなオリジナル帽子を作り
ましょう。

初めての常磐津節・
三味線(個人30分)

●第2･4木曜10：00～14：00
●1/12～3か月5回13,750円

常磐津節三味線方

岸澤 式松

おためし 12/20

おためし 12/15

戸塚刺しゅう

●第1･3火曜Ⓐ10：00～12：00 
Ⓑ13:00～15：00

●1/17～3か月5回13,200円

戸塚刺しゅう協会師範有住 昌子

日々を彩る水引

●第2水曜10：00～12：00
●1/11～3か月3回9,900円

一般社団法人 
和モダン水引協会公認講師

かの結

～愛犬そっくりに仕上げる～
かぎ針で作る
編みぐるみブローチ

●第3火曜13:00～15:30 
●1/17～3か月2回7,920円

うちの子あみぐるみ作家

眞道 美恵子

カラフル和紙の
モダン切り絵

●第3木曜10：00～12：30
●1/19～3か月3回8,580円

切り絵作家 平石 智美

色鉛筆・パステル画

●第1・3水曜13:00～15:00
●1/18～3か月6回15,840円

日本美術院所属 福嶋 ナオミ

はじめてのデッサン・水彩画

●第1・3土曜10:30～12:30
●1/7～3か月6回17,160円

新作家美術協会委員 澤田 嘉郎

水曜基礎デッサン

●第2・4水曜10:00～12:00
●1/11～3か月6回15,840円

東京芸術大学大学院修了 中西 寿美江

大人のフルート
レッスン(個人30分)

●第1・3火曜12:00～17:00
●1/17～3か月5回15,400円

フルート奏者 森 陽子

やさしいシャンソン

●第2・4月曜10:30～12:00
●1/23～3か月5回13,750円

シャンソン歌手

小川 景司

自由が丘
フォーク歌声広場

●第2・4木曜15:45～17:15
●1/12～3か月5回14,300円

シンガーソングライター

井上 ともやす 楽しく学ぶ総合英会話

●第2・4金曜13:00～14:30
●1/13～3か月6回17,160円 体験 1/13 3,146円 

よみうりカルチャー講師

スティーブン スペンサー

大人のやり直し英会話

●第1・3水曜10:20～11:50
●1/18～3か月6回17,160円

ＹＫエンタープライズ代表 横尾 淑子

書〈毛筆・ペン〉

●第1・3月曜17:30～19:30
●1/16～3か月6回15,180円

毎日書道展審査会員 三浦 真澄

～毛筆・硬筆・検定対策～
楽しみながら書写技能上達講座

●火曜18:00～19:40
●2/21～3か月4回12,320円

翠玄書道会主宰 加藤 泰玄

切絵図から見える 
おもしろ江戸文化

●第1木曜13:00～15:00
●2/2～3か月2回5,720円

江戸文化研究家 佐藤 孔亮

自由が丘でジャズボーカル

●第2・4金曜10:30～12:00
●1/13～3か月6回19,800円
体験 1/13 3,630円

ジャズシンガー・ジャズヴォーカル講師

Shoko

けいらくストレッチ

●第1・3・5水曜12:30～13:45
●1/18～3か月6回14,520円

一般社団法人けいらくビクス協会代表理事

村井 玉枝

合気道

●日曜14:45～16:15
●1/8～3か月12回30,360円

自分の身体を守る
筋力トレーニング〈初級〉

●土曜17:15～18:30
●1/7～3か月11回26,620円

ナチュラルバランス主宰 持丸 雅子
“自分の身体は自分で守ろう”をテー
マに、骨や関節を守るための筋トレ
を行います。

感性を自由に表現できるように基本か
らしっかり習得し、気品よくエレガントに
踊れるよう指導します。

江戸時代探求
「身分制度の実想」

●第1・3金曜15:30～17:00
●1/6～3か月6回19,800円 
体験 1/6 3,586円

歴史時代小説家 早見 俊
歴史の教科書とは異にする様
相、江戸の武士と町民の暮らし
をアップデート。小説や映画、ド
ラマ、落語を参考に、新解釈を加
えながら語ります。

マンガ原作入門

●第1・3土曜18:00～19:30
●1/21～3か月5回16,500円
体験 1/7 3,586円

マンガ原作者 

西島 ユタカ
マンガ原作者という仕事の魅力や原
作の書き方をお伝えしていきます。

大人のための
「おもてなし英会話」

●第2・4木曜12:30～14:00
●1/12～3か月5回17,160円 体験 1/12 3,718円 

よみうりカルチャー講師 佐藤 理恵
日本のことや文化・習慣などを英語でい
かに伝えられるか、楽しみながら会話に
トライしましょう。

フリートークとテキストの時間を併用し、
会話と文法を楽しみながら学んでいき
ましょう。

日本書写技能検定の中央審
査委員である講師が、秘めた
る能力を開花させ、技能向上
を目指した指導を行います。

日本語学習支援者 養成講座

●第1・3土曜15:30～17:00
●1/21～3か月5回14,850円
体験 1/7 15:30～16:30 1,100円

日本語教師養成講座講師 樋口 壮美
日本語でコミュニケーションをと
る方法、教材、話題の選び方など、
日本語学習支援の初歩を学びま
す。外国語が話せなくても大丈夫
です。

描いて楽しむボールペン画

●第2火曜13:00～15:00
●1/10～3か月3回9,900円 
体験 1/10 3,586円
教材費330円

イラストレーター 

オガワ ヒロシ
１回描ききりの題材で下書
き教材があるため、デッサン
の苦手な方でも気軽に参加
できます。モノトーンの世界
を描いてみましょう。

～身近な単語から楽しくスタート～
はじめての手話

●第2・4木曜10:30～12:00
●2/9～3か月3回9,900円
無料体験説明会 1/19
10：00～11：00(要予約)

手話インストラクター 岡田 ゆきこ
記憶に残りやすい、すぐにイメー
ジできる、簡単な単語での手話か
ら始めます。

好きなポップスを歌う(個人30分)

●第1・3土曜10:00～13:00
●1/7～3か月6回19,800円
体験 1/7 3,630円 

ヴォーカル・ヴィオリラ奏者 

多筥 弘子
ヴォイストレーニングを取り入
れながら、音程やリズムのとり
かたなど丁寧に指導します。

表千家・やさしい花月教室

●水曜13:00～15:30
●1/25～3か月3回
　10,230円

表千家教授 宇野 宗馨
茶歴3年以上の方を
対象にした初歩の花
月を指導します。

姿勢と呼吸を整える
BALLEVO®（バレボ）

●第2・4木曜10:00～11:00
●1/12～3か月5回14,850円
体験 1/12 3,278円

BALLEVO®認定インストラクター Chiharu
バレエとボイストレーニングのメソッ
ドで、免疫力を上げながら健康維持を
目指します。

公 開 講 座
入会金不要・要予約

※会員料金の表示がない場合は、一般と会員
　共通の料金です。（維持費等含む）

漫画「孤独のグルメ」原作者

料理研究家

久住 昌之
かわごえ 直子

気軽に社交ダンス〈初級〉

●木曜15:15～16:15
●1/12～3か月11回25,410円

おためし 12/16

日本アルゼンチンタンゴ舞踏普及協会会長 

皆川 麻呂

アルゼンチン・タンゴ・ダンス

●第1・3金曜15:00～16:15
●1/6～3か月7回18,480円

バレエ要素のストレッチで
美しい姿勢と体幹を鍛え、
バランスよく健康的な体に。

歌詞説明や発音など細かいプロ
セスを踏みながら進めます。英
語や譜面が苦手な方もお楽しみ
頂ける内容です。

おためし 12/21

おためし 12/19

おためし 12/20

基礎から学ぶ
株式投資

●第3金曜10:00～12:00
●1/20～3か月3回9,570円

真言宗豊山派常任布教師 市橋 俊水
初めての写経

●第2・4月曜16:30～18:00
●1/16～3か月6回20,625円

ストレッチ＆ボディメイクバレエ

●水曜14:30～15:45
●1/11～3か月10回24,200円

おためし 1/12

レベルアップ社交ダンス
●木曜16:20～17:20
●1/12～3か月11回27,830円

殺陣～武士の精神（こころ）を継ぐ～
●第1・3土曜13:00～14:30
●1/7～3か月6回16,500円

HPにて好評募集中！

料理僧のお寺ごはん

「精進料理」をアレンジ
した、ヘルシーな「お寺
ごはん」。肉を使わない、
でも満足度満載の”もど
き料理”など全3品を作
ります。
●3/5(日)10:30～12:30
●3,300円 教材費1,650円

一条もんこの南インド風
ココナッツキーマカレー
スパイス料理研究家 

一条 もんこ
ココナッツミルクとトマト
をベースに煮込んだ、しっ
とりした食感のキーマカ
レーです。ミニ試食付き
（副菜２種含む）
●2/26(日)10:30～12:00 
●2,970円 教材費330円

韓国本場の白菜キムチ
韓国料理研究家 本田 朋美
「はじめてキムチの
本」(2022年9月出
版）を元に白菜キム
チの漬け方を学び
ます。1/4株お持ち
帰り。（キムチ・ゆで
豚他試食付き）

●1/29(日)10:00～12:00 ●4,180円 教材費2,970円

ドイツの伝統的なパン
クリスマス★シュトーレン
パン教室conemaru(こねまる） 弘中 智子
ナッツ・洋酒漬けのフルーツ
が入り、オリジナルのスパイ
スが決め手。クリスマスまで
美味しく召し上がれます。
●12/12(月)10:00～13:00 
●4,230円 教材費4,270円

米と麦の合わせみそ作り
みそソムリエ 蔵迫 みどり
国産大豆と、米と麦の生麹
を使った手作りみそ。
(2.5㎏お持ち帰り)

●2/13(月）13:30～15:00 
●3,055円 教材費2,200円

～塩の魅力を学ぶ～
「適塩」でオリジナルハーブソルト作り
一般社団法人
日本ソルトコーディネーター協会 代表理事 

青山 志穂

●１/27（金）13:00～15:00 
●3,630円 教材費3,300円

ハイブリッドパフォーマー ムンロ王子

●1/25・2/22・3/22（水）Ⓐ13:00～15:00  Ⓑ15:30～17:30
●23,265円（6回） 教材費1,320円（6回）

ワンオラクル
●1/8(日)10:00～16:00
　1/22(日)13:30～16:00
●1,100円(8分)
ヘキサグラム
●1/14(土)10:00～18:00
　1/22(日)13:30～16:00
●5,500円(20分)

運を活かすタロット活用術
●1/22(日)10:00～12:00 ●3,608円 教材費220円

●1/10（火）、1/12（木）
　10:30～12:30
●3,058円（会員2,728円） 
　教材費3,400円（1回）

桜盆栽づくり

盆栽をライフスタイルに取り入れて、日
本の春をご自宅で楽しみませんか？

琳葉盆栽教室主宰 

岸本 千絵

●2/20(月)10:30～12:00 
●3,388円 教材費6,600円

自分だけのピローミストづくり

100％自然由来の精油を使用して
贅沢で優しい香りのピローミストを
作ります。お好みの香りを選べます。
●1/23(月)10:30～12:00 
●3,608円 教材費2,000円

初めての競馬体験を楽しみま
せんか？川崎競馬場の施設見
学と初心者レクチャー、ゴール
地点目の前の来賓室でレース
を楽しんでいただきます。

競馬芸人 競馬ユーチューバー

メイクデビューやまだ

●1/26（木）14:00～16:30 見学＆レクチャー
　2/2（木) 14:00～17:00 貴賓室で競馬体験 
●3,940円(会員3,390円）（2回）

～ブーケスタイルアレンジ～春を呼ぶ
ボタニカルキャンドルレッスン

蜜ろうで作るアネモネをア
レンジして春にピッタリの
キャンドルを作りましょう。

キャンドルアーティスト 

佐川 かおる

●2/19(日)
　13:00～15:30 
●3,388円 教材費2,200円

薬膳と体ケア
～二十四節気の美養生～

薬膳の知恵と体ケアで季
節の不調に立ち向かう方
法を学びます。テキストと
養生茶付き。

日本漢方養生学協会認定 
上級漢方スタイリスト 

曽田 明子

～愛犬に世界で一つのアイテム作り～
パラコードで作るコブラ編みの首輪

素材や色などをこだわり、愛
犬にぴったりの丈夫で軽い首
輪やチョーカーを作ります。

PARA－DIANA主宰 浜崎 晃子

●1/26(木)13:30～15:30 
●3,058円 教材費3,300円

京友禅で作る
「縫わないがま口®ちびがま」

たくさんの京友禅からお
好きな柄を選んで2個作り
ます。オプションで根付や
帯留めにも。

がま口作家sun＊flower 

坂巻 陽子

●1/26(木)10:30～12:30 
●3,058円 教材費2,500円

木の香りのかんなリボンでつくる
「フレームアート」

無垢の木材を削って出来た香しいエ
コ素材を使い、フラワーモチーフにア
レンジして素敵に飾りましょう。

かんなリボン作家 小川 としこ

●2/24（金）13：00～15：00 
●3,388円 教材費1,800円

プライベートカラーレッスン〈90分〉

今流行りのカラー診断であなた
の魅力を引き出しましょう。

NPO法人色彩生涯教育協会認定
パーソナルカラーアナリスト 

森岡 優子

●1/16(月)Ⓐ10:00～11:30 
Ⓑ12:00～13:30 

●15,708円（会員13,508円）
　〈各回1名〉

レクリエーション介護士

高齢者施設でのレクリ
エーションやボランティア
活動にも即活かせます。全
日程修了後の認定試験に
合格すると、「レクリエー
ション介護士2級」資格が
取得できます。

日本アクティブコミュニティ協会認定講師 

柴田 智恵子

●2/12・3/12(日)10:00～17:00 
●21,296円 教材費15,000円（2回）

幸せが訪れる！
すずらんのスワッグ

愛らしいすずらんを使って優しい
色合いのスワッグを作ります。

フラワーサロンROSE CLASSIC代表 

おおくぼ きえこ

●1/23(月)13:00～14:30 
●3,058円 教材費3,700円

御食国（みけつくに）から伝わる
食の探求2023

前回、大好評だった敦賀
若狭講座を2023年も実
施します！敦賀若狭の旅
と食、地元食材を使った
料理などを紹介します。地
元特産品のお土産付き。
●2/5（日）14:00～15:30 ●3,498円（会員2,948円）

●1/28（土）13:00～16:45
●4,500円（45分)

●1/29（日）14:30～16:30 ●4,268円 教材費100円

世界の花文字®代表 

いまい ゆうこ
新年に向けて、世界の縁起
の良い絵柄を使い、卯年に
ちなんだ花文字「開運アー
ト」を描いてみませんか。

●12/26（月）19:00～20:30 ●3,608円 教材費1,575円

講師実績 マンガシナリオ担当
『コミック版 やってはいけない老後対策』（小学館）

合気道師範 九段

合気道 七段

多田 宏
小堀 秋

公開講座で新年を彩り豊かに

おためし 12/23 おためし 12/22

おためし 12/21

おためし 12/20おためし 12/15 

●第2木曜13:00～15:00
●1/12～3か月3回9,240円

はじめての
モダン盆栽
琳葉盆栽教室主宰 岸本 千絵

●第4金曜15:30～17:30
●1/27～3か月3回8,250円

季節を身近に
「花」空間の飾り方
「花」空間作花 伊藤 庸子

●第1・3金曜10：00～12：30
●1/6～3か月7回17,710円

茶道・表千家
表千家教授 浜田 克江

●第1・3火曜13:30～16:00
●1/17～3か月5回12,650円

●第2・4日曜10：00～12：00 
●1/22～3か月5回12,100円

ゆっくり学ぶ裏千家
淡交会幹事 永島 宗友

四季を楽しむ着つけとマナー
装道礼法きもの学院講師 常澤 千英美

●第1・3・5木曜19:30～21:00
●1/19～3か月6回19,140円

あなたにも書ける！
「落語作家への道」
落語家 三遊亭 天どん

浄土真宗東本願寺派 
湯島山緑泉寺住職 料理僧 青江 覚峰

特 集 2/22は「ネコの日」

ナードアロマインストラクター
アロマピッコラ主宰 Chiemi

帽子の学校スダシャポー学院 手縫い帽子講師会正会員

菅原 まり子

日本テクニカルアナリスト協会 
認定テクニカルアナリスト（CMTA®）

川田 英利

小３～大人

新春の開運講座2023

個人
占い

ムンロ王子のタロット占い
個人
占い

個人
占い

占いコーディネーター

七宮 昴
日本プラネタリウム協議会元理事長

糸賀 富美男

一般社団法人宇宙カルチャー推進協会理事
宇宙教育指導者和田 直樹

お正月太り解消
●1/25（水）13:00～14:15
真冬のアンチエイジング
●2/22（水）13:00～14:15
自律神経を整えて免疫力アップ
●3/22（水）13:00～14:15
●3,168円 教材費770円（1回）

松山バレエ学校校長

同校講師

大胡 しづ子
星山 朱奈

「　　　　　   」は冬の
おためしDay対象日です。
おためし 0/0

1,100円※要予約参加費

詳細は裏面もしくは
2次元コードから

”減塩はもう古い！”各メディアで活躍
中の講師が”適塩”について紹介。
第1部 目から鱗の塩の知識
第2部 塩のテイスティング＆
2種のシーズニングソルト
作り(お持ち帰り）

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

野外

公開
公開

オンライン
併設

自由が丘駅南口 魚菜ビル3階

お申し込み お問い合わせ

☎03-3723-7100
※受講には事前のご予約が必要です。詳しくはお問い合わせください。

2023年1月期

受付時間 10：00～20：00 土曜10：00～19：00
日曜10：00～15：00（ ） 自由が丘駅

から徒歩2分

よみうりカルチャー自由が丘
魚菜学園自由が丘お料理学校
〒158-0083 世田谷区奥沢5-27-5

魚菜ビル3階

自
由
が
丘

東
横
線

南口

正面口

至渋谷

至大井町至二子玉川

至横浜

大井町線

ロータリー

WEBで簡単
申し込み

　読売IDに登録すると、読売新聞オンラインやよみぽラン
ド、読売旅行など、読売グループ各社のサー
ビスをご利用いただけます。よみうりカル
チャーのホームページにログインして受講
申し込みができます。登録方法など詳細は、
よみカルのホームページをご覧ください。

で受講申し込みが
できます！

アイコン
の説明

今期、新設の講座。未入会の方は入会金が必要となります。  　　入会金不要で受講可能な短期講座。会員料金の表示がない場合は、一般と会員共通の料金です。（維持費等含む）  　　現地集合、現地解散の講座。受講料の他に保険料等がかかります。　　　　　 　 対象日は通常よりお得な金額で講座を体験できます。詳細は裏面をご覧ください。

オンライン併設講座。詳細は自由が丘センターまでお問い合わせください。

NEW おためし野外

オンライン
併設

公開


