
～カサハラ式「未病改善」して健康寿命を延ばす～
足裏バランス健康法

透明標本から見る生物の美/
自分だけの標本封入〈大人〉

のどを鍛える「健康声磨き®」レッスンダンボールで作る日本刀

自分だけの
透明標本を作ろう

透明標本作家・
『新世界』透明標本 

冨田 伊織 ケニア・サファリガイド 

加藤 直邦
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各メディアで活躍中の講師が直
接指導するタロット占い講座。
56枚の小アルカナを解説します。

ハイブリッドパフォーマー ムンロ王子

●7/27､8/24､9/28（水）
　Ⓐ13:00～15:00 
　Ⓑ15:30～17:30
●23,265円（6回） 教材費1,320円

透明標本の作り方や
生物の魅力をわかり
やすく話します。透明
標本をビンに封入し
お持ち帰り頂きます。
自由研究用などに使
える資料も配布。

おさかなマイスター 

藤田 真央
豊洲市場で働く講師の説明で
場内ツアー。その後、市場や魚
に関するクイズ等で知識を深
めます。魚をさばく実習も。
※現地集合解散

●7/29（金）Ⓐ10:00～11:30 Ⓑ13:00～14:30 
　Ⓒ16:00～17:30
●7/30（土）Ⓐ10:00～11:30 Ⓑ13:00～14:30
●7/31（日）10:00～11:30
●4,708円 教材費3,850円

●8/6（土）7:30～11:30 
●4,280円 教材費660円

ペーパークラフト作家 雪下 正明
カットされているキットを使
い、自分だけのカッコイイ日
本刀を作ってみよう。
●8/1（月）10:30～12:00 
●2,948円（会員2,618円） 
　教材費1,540円

ピカピカ美しい
ニジイロクワガタを飼ってみよう！

株式会社ビートロン代表 

大原 暁雄
育て方を学び自分で飼育
セットをつくります。ヘラ
クレスオオカブトをはじ
め様々なカブトムシ、クワ
ガタムシとのふれあいも。
保護者向けに飼育ポイン
トの説明も行います。
●8/1（月）10:30～12:00 ●3,058円 
　教材費2,750円(ニジイロクワガタペア、飼育ケース等含む）

オリジナル万華鏡づくり
日本万華鏡博物館館長 大熊 進一
仕組みを学びながら、きれい
な花が重なり合って咲くよう
な像を描く万華鏡を作ります。
限定キット有（先着2名）。
●8/9（火）10:30～12:00
●3,608円 教材費2,500円

鉄道情景ジオラマを作ろう
模型作家 宮澤 雅文
1/150スケール・Nゲー
ジ鉄道模型の本格的なジ
オラマ製作を体験しよう。
●8/19（金）
　13:30～15:30
●3,168円（会員2,838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
天体望遠鏡の仕組みを学んだ後、
キットから作ります。星空の話も。
●7/31（日）13:00～14:30
●2,728円 教材費1,925円

かぶと虫ロボットを作ろう！　
CLUB WAD代表 梁取 弘明
モーターと歯車を利用して角
を動かしながら歩くかぶと虫
ロボットを作ろう。
●8/5（金）13:30～16:30
●3,058円（会員2,728円） 
　教材費3,400円

食品サンプル
～夏のフルーツパフェ作り～

日本食品サンプルアート協会認定講師 

並木 智子
夏に食べたくなるような、美味し
そうなパフェをつくりましょう。

●7/28（木）13:30～15:30
●2,838円（会員2,288円） 
　教材費2,750円

楽しいペンギン教室
ペンギン会議研究員 上田 一生
ペンギンの映像を見ながら
観察し、クイズにこたえてみ
ましょう。夏休みの自由研究
に役立つはずです。
●8/21（日）10:00～11:00 
●3,608円 教材費500円

親子で作るルルベちゃん®
リボンブローチ

ルルベちゃん®認定講師 

福田 美谷子
新作ブローチ型のル
ルベちゃん®、お好み
の装飾で可愛らしさ
アップ！

●7/27（水）
　13:00～15:00
●2,838円 
　教材費1,650円

～真珠のひみつ～
アコヤ貝から真珠を取り出し
ネックレスを作ろう

KOBE PEARL ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ 代表 

所神根 孝二
自分で取り出した真珠でネックレス
を作ります。真珠と環境についても学
びます。
●7/27（水）13:30～15:30
●2,838円 教材費2,750円

～君もラッパーデビュー？！～
親子de本気（マジ）ラップ

ラッパー マチーデフ
歌詞の作り方、韻の踏み方
など１からレクチャーします。
ビートに合わせて思いの丈
を吐き出しちゃおう！

●7/24（日）15:00～16:30
●3,828円

～思い出を飾ろう～
夏キャンドルと
ワックスサシェを作ろう

キャンドルアーティスト 

佐川 かおる
灯せるキャンドルと香りを楽
しむメモスタンドを作ります。

●8/22（月）10:00～12:00 
●2,508円 教材費1,100円

鉛筆のもちかた
「硬筆ペン字専門 いろは塾」主宰 伊藤 こづゑ
筆記の美しいフォームは生涯の宝
です。お悩みに沿ってトレーニング
法をアドバイスします。
●7/24（日）10:00～11:00 
●Ⓐ3,608円 Ⓑ3,278円 教材費220円

～ウニの不思議を知って～
幻想的なウニランプを作ろう！

クラフト作家 谷 あや

ウニ殻をリメイクし
て繊細な模様が浮
かび上がるランプ
を作ります。

●8/4（木）
　13:00～14:30
●2,508円 
　教材費1,430円

～古代エジプト人の想いに触れる～
あなただけのウシェブティをつくろう！

古代エジプトのお墓に埋
葬された小さな像ウシェ
ブティ。当時の人が色や
像に込めた想いを学び、
博物館所蔵「プセムテク
のウシェブティ」のミニ
チュアに色付けします。

●7/24（日）10:30～12:00 ●3,608円 教材費550円

ミニ竜巻発生装置を
作って観察しよう！

オリジナルキットで竜巻のヒミツ
を学びます。気圧の変化を目で確
認する実験も。
●8/10（水）13:00～14:30
●2,838円（会員2,508円） 
　教材費500円

電動ミニカーを
ラジコンに改造しよう！

まっすぐにしか走ら
ない電動ミニカーを
スマホで操縦できる
ラジコンに改造しま
す。電気とマイコンの
仕組みも学びます。

●7/31（日）Ⓐ10:30～12:30 Ⓑ13:30～15:30 
●15,708円(キット代含む)

こどもホイップ・デコ
日本エレガントデコ協会 陣内 美香
フォトフレーム、ペットボトル
キャップカバー、バッグチャーム
をパティシエ気分でデコします。
●8/6（土）13:30～15:30 
●2,838円（会員2,508円） 
　教材費2,530円

★子供お仕事体験講座★
“パティシエ”に
なってみよう！

Apprentissage代表 とよなが ゆうじ
小学生女子のなりたい
職業上位の“パティシエ”
のお仕事を体験してみま
しょう！レモンのマドレー
ヌを6個作ります。
●8/1（月）13:30～16:00  
●3,630円 教材費1,650円

読書感想文の書き方
日本現代詩人会会員 長田 典子
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。
●7/25、8/1（月）16:30～18:00 
●6,776円（2回） 教材費220円

ジュニア
ブレイクダンス

ダンサー Jamila
次期オリンピックの正式競技として
注目のブレイクダンス。ダンス未経験
者も歓迎です。
●8/1（月）14:30～15:30 
●3,630円

忍者ナイン

かけっこスペシャル
●7/22（金）Ⓐ15:45～16:35

Ⓑ16:45～17:35 
Ⓒ17:45～18:35

なわとびスペシャル
●7/27（水）16:00～16:50
とびばこスペシャル
●7/27（水）17:00～17:50 ●2,123円

●7/30（土）16:00～17:30 ●4,708円 教材費3,850円

●スマホに触れよう！
　「かんたん入門編」
　7/6（水）10:00～12:00
●「スマホの基本とキャッシュレス」
　7/25（月）10:00～12:00
●1,650円（1回）
●楽しく覚える！「お散歩でスマホ体験」
　9/20（火）13:00～15:00
●1,750円

パティシエ 脇坂 紘行

北条家のお墓のひみつ
（朗読会付き）

●9/11（日）10:00～12:00
●3,608円

～戸籍、家系図、墓などを使って～
私のルーツ探し

戸籍、江戸時代の墓、家系図な
どを使って自分のルーツをた
どりましょう｡

近世墓鑑定士 吉田 幸弘

●7/10（日）13:00～14:30 ●3,608円 教材費1,575円

「世界の花文字®」開運アート

龍、鳥、花などの吉祥絵
柄で文字を描きます。お
祝いや生活に彩を添え
る作品を。

世界の花文字Ⓡ代表 

いまい ゆうこ

●7/7（木）13:00～15:00
●3,058円 教材費3,900円

プリザーブドフラワー

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。

フラワーサロン ROSE CLASSIC代表 

おおくぼ きえこ

●8/7（日）10:00～12:00 ●3,388円 教材費1,650円

蜜蝋(みつろう）で作るフラワーキャンドル

花びらを一枚ずつ
蜜蝋を使って作り、
バラのキャンドルを
完成させます。グラ
スアレンジです。

キャンドルアーティスト 

佐川 かおる

●7/19（火）13:30～15:30
●3,058円 教材費3,850円～

～愛犬・愛猫に手作りアクセサリー～
パラコードで作る
お花の編み込みチョーカー

耐久性に優れ軽量なコードを
3本使ってかわいいハート編み
チョーカーを作ります。10色用
意、オプションでチャームも。

PARA-DIANA 浜崎 晃子

●6/28（火）14:30～16:00 ●3,828円 教材費1,540円

●7/9、23（土）13:30～15:30
●2,838円（1回）

花の暑中見舞い

あなたが描いたの？といわれるよ
うな素敵なハガキを描きます。お好
きな技法をお選びいただけます。

東京芸術大学卒 清水 都

●8/5（金）16:00～17:30
●3,608円 教材費150円

百済の魅力に迫る

高句麗と同族と主張しながら、中国の
王朝と倭国との提携、高句麗との対立
の道を選んだ百済。倭国に送った七支
刀を通して実像をみる。

元国学院大学講師 鈴木 英夫

●8/5（金）13:30～15:00
●3,608円

絵画で楽しむ夏

有名絵画の中から夏らし
い景色や風俗が見られる
作品を紹介。この夏おすす
めの展覧会のほか、関連の
ある書籍や映画なども。

アートナビゲーター 

深津 優希

●7/17（日）13:00～14:30
●3,408円

ミステリ小説誕生のヒミツ

作家であり、評論家でもある講師が、
物語の作り方やトリックの生みだし
方等、実作を用いて語ります。講師
直筆入りポストカードプレゼント。

作家 千澤 のり子

●9/5（月）
　Ⓐ10:00～12:30 Ⓑ13:30～16:00
●19,008円（会員16,808円）〈各回1名〉

プライベートカラー＆
骨格ライン診断レッスン（150分）

カラー＆骨格ライン診断で、あなたの
魅力を引き出しましょう！

●9/11（日）13:00～16:00
●4,488円 教材費6,600円

～ミニ額としても残せる～
チャレンジ！かべ紙貼り入門

プロのインテリアデザイ
ナーの指導でご自宅のか
べ紙貼りの初歩を学びます。

TOKYO SPACE DESIGN Lab 代表 

赤塚 健太

●8/9（火）10:00～11:30 ●3,608円（会員3,058円）

はじめての体質改善ファスティング

痩せるだけではない本当の
ファスティングの効果について
お伝えします。美しさと持続的
な健康法を身につけましょう。

日本ファスティング協会講師 

多木沢 はる

●9/17（土）13:00～16:00
●3,620円 教材費330円

息づく漁師町の面影訪ねて
浦安、川筋ぶらり探訪

ニュータウンと隣り合わせに残
る「青べか物語」の舞台となっ
た漁師町の旅情を味わいます。
※東西線浦安駅集合

旅のペンクラブ 中尾 隆之

MENU
•マドレーヌ6個（実習形式）
•サブレぺピッテドショコラ
 （デモ形式）
※お土産付き

武蔵小杉の名店“ラトリエ
ヒロワキサカ”のオーナー
パティシエが、とっておきの
焼き菓子を指導します。

●第1・3木曜15:30～17:00
●7/7～3か月6回20,460円
体験 6/30 3,696円

一般社団法人日本声磨き普及協会 認定インストラクター 丘 孝子
のどの不調や声の衰えが気
になる方におすすめです。明
るい表情と声を取り戻して
ください。

清水航絵画教室・
風景画コース

●第3金曜13:45～16:00
●7/15～3か月2回6,160円
体験 6/17 3,366円 教材費330円

多摩美術大学大学院日本画修了 清水 航
写真を見ながら水彩で描く風景
画を指導します。講師の実演があ
り、初心者でも安心です。

筋膜リリース
セルフマッサージ

●第2・4金曜14:30～15:45
●7/8～3か月5回16,500円
体験 6/24 1,100円

筋膜リリースインストラクター 畠田 知代
お家でセルフマッサージ。肩こり、腰痛、
身体の不調を自分で整えましょう。

やさしいストレッチ&
トレーニング

●第2・4水曜14:30～15:30
●7/13～3か月6回18,480円
体験 6/22 1,100円

フィットネスインストラクター 高橋 亮太
ヨガ、ストレッチ、肥満予防の専
門知識を活かし、健康面と体型
の改善を目的とした運動を行い
ます。全身の柔軟性と筋力にア
プローチしていきます。

女性限定 50歳からの体質改善ヨガ

●金曜11:30～12:30
●7/8～3か月12回30,360円
体験 7/1 1,100円

全米ヨガアライアンス協会認定講師 前田 宏絵
更年期や加齢で不安定になった体調を、
呼吸や無理のないポーズで整えていき
ます。

基礎から学ぶ株式投資

●第2・4月曜16:30～18:00
●7/11～3か月6回20,625円
体験 7/11 3,723円 教材費1,100円

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

初心者の方でも安心して楽しく学べる、
結果を出すための株式投資の講座です。

新体操リズム＆フレックス

●火曜Ⓐ17:10～18:10 
　Ⓑ18:20～19:20

●7/5～3か月12回
　Ⓐ29,040円 Ⓑ31,680円

新体操講師 神谷 紗貴
感性やリズム感を養いなが
ら、強くてしなやか、美しい身
体への成長を促しましょう。

●第1・3火曜10:00～11:30
●7/5～3か月5回15,400円

よみうりカルチャー講師 ター ティ イェン
あいさつや自己紹介、ショッピングなどの会
話表現をベトナム人の女性講師と学びます。

～足から整えよう、姿勢とバランス～
実践！転ばない歩き方

●第4火曜14:30～16:00 
●7/26～3か月3回10,560円

カサハラフットケア整体 横浜本院・専属講師関野 ひろゆき
長年、歩き方に迷っていま
せんか？「外反内反」「浮き
指」「アーチ不足」など悪い
足のバランスを整えて姿勢
を改善！足・ひざ・腰・首の不
調（未病）も自分で改善しま
しょう。

写真から描く色鉛筆画

●第2・4金曜
　12:30～14:30
●7/8～3か月5回
　15,400円 
体験 6/24 1,100円

アトリエＹＯＵ主宰 

藤岡 敬三

大切な家族、飼って
いるペット、旅の思い
出など、写真を見な
がら色鉛筆で描きま
す。写真を絵にする時
のポイントや上手に
見える構図等も伝え
ます。

現役アナウンサーが教える
『伝わる』朗読

●第1・3月曜10:00～12:00 ●7/4～3か月4回13,200円
体験 6/20 3,586円 教材費55円

フリーアナウンサー 橋谷 能理子
童話、小説などを表現力を磨い
てドラマチックに、楽しく朗読で
きるようになるレッスンです。

●第2・4土曜10:30～12:00
●7/9～3か月5回14,300円

よみうりカルチャー講師 リー フォウラー
旅先で役立つ英語に触れ、楽しく学べ
る講師オリジナルのカリキュラムです。

●第1・3木曜19:30～21:00
●7/7～3か月6回18,480円

よみうりカルチャー講師 金 京希
学校やお勤め帰りの時間を有効に活用し
て、韓国語にチャレンジしてみませんか。

親子でなかよしフラ

●第2・4日曜
　10:20～11:10
●7/31～3か月4回11,000円 体験 7/24 1,100円

南熱海ケイキフラフェスティバル会長 ククナオカラ 中村
1人より、2人で踊ったほ
うが10倍楽しい！お子さ
んと一緒にはじめてみま
せんか。

ベリーダンス＆
ペルシャダンス

●第1・3金曜19:30～20:45
●7/1～3か月8回21,120円

studio DARYA主宰 志摩 仁美

楽しくウクレレ

●第1・3火曜11:30～12:30
●7/5～3か月6回16,500円 体験 7/5 3,630円

ウクレレ奏者 斎藤 雅人
動画サイトで人気の講師が、弾き
語り、アンサンブル、ソロウクレレ
など幅広く指導します。

幸せを呼ぶ手仕事
「ブラックワーク刺しゅう」

●第3金曜13:00～15:00
●7/15～3か月3回11,550円

ブラックワーク刺繍を楽しむ会代表 

平井 真理子
繊細で上品なモノトーンの
世界を楽しみます。黒糸一色
ですが不思議なほど様々な
表情を見せてくれます。

プレムヨーガ
●木曜12:00～13:00
●7/7～3か月11回24,200円

専任インストラクター 渡辺 みち子

●火曜16:30～17:30
●7/5～3か月11回25,410円

子ども空手教室
～はじめての極真空手～

●第4木曜18:00～19:30
●7/28～3か月3回7,920円

こども水墨画
画道院主宰 

小林 東雲

●第2・4月曜10:00～11:00
●7/11～3か月6回13,200円

60歳からのヨーガ
JFYA認定シニアヨーガ
インストラクター 松田 幸子

●第1・3・5火曜14:00～15:15
●7/5～3か月6回13,860円

シニアのための
はつらつヨーガ
日本フィットネスヨーガ協会
認定インストラクター

おためし 6/20

●第1・3月曜
　15:30～17:30
●7/4～3か月4回10,560円

初めての水彩画
〈少人数制〉
主体美術協会会員 

結城 智子

●第2火曜13:30～15:45
●7/12～3か月3回8,580円

はじめてのペン彩画
日本ペン彩画会顧問 秋山 信夫

●第2・4金曜13:00～14:00
●7/8～3か月6回18,480円

腰掛タップダンス®　
腰掛タップダンス®公式インストラクター　
元宝塚歌劇団 

千草 ことみ

大人のストレッチバレエ
●水曜14:30～15:45 ●7/6～3か月10回24,200円

大胡しづ子のバレエ教室

●第1・3日曜11:00～12:30
●7/3～3か月6回13,860円

～ゲーム感覚で絵が上達～
子どもデジタル絵画

●第1・3木曜17:15～18:30
●7/7～3か月6回19,800円
事前導入説明会 6/30 1,936円

絵画教室「あとれす横浜」主宰 杉本 将丈
iPadにお絵描きアプリをインストー
ルして、好きなキャラクターや動物、
果物などを描きます。

自由が丘きもの学
～着物のおしゃれを学ぼう～

●第4月曜13:30～15:00
●7/25～3か月3回10,230円

着物カルチャー倶楽部「着楽舎」主宰 

中川 時次
着物一筋50年のプロが教え
る洗練された着物コーディ
ネートを毎月解説します。

弓湖の「ルノルマンカード」占いベーシック

●第3火曜10:30～12:00
●7/19～3か月3回9,900円 体験 7/19 3,586円

arome d' etoiles主宰 弓湖
フランス革命時に活躍した占い師
マドモアゼル・ルノルマンが由来の
カード占い。潜在意識を映し出すと
言われ、解釈のシンプルさや展開
方法の面白さが人気のルノルマン
カードの読み解き方を学びます。

刀で舞う 剣舞道入門

●月曜19:30～21:00
●7/4～3か月10回27,500円
体験 7/4 3,036円 道具レンタル代別途

剣舞一刀流 凌雲館 館長 梨羽 凌雲
刀剣と扇子で舞う伝統芸能「剣舞道」。
剣術と舞踊を学びながら、呼吸や姿勢、
所作など身心を磨きます。

ムンロ王子のタロット占い
〈中級編〉短期集中講座

夏の定番韓国料理 
豆乳麺＆キュウリのキムチ
韓国料理研究家・「韓国ドラマ食堂」著者 

本田 朋美
豆乳麺（コン
グクス）とは
さみ漬けの
キュウリのキ
ムチ(オイソ
バギ)を作り
ます。

●7/24（日）10:30～12:30 ●4,180円 教材費1,430円

夏に作るおかず味噌
“金山寺みそ作り”
みそソムリエ 

蔵迫 みどり
「金山寺みそ」は夏野菜を使っ
て、金山寺麹と一緒に発酵
させる食べる味噌です。ご飯
のお供やお酒のおつまみと
しても、大変人気があります。
(800gお持ち帰り）
●7/31（日）13:30～15:00 
●3,055円 教材費2,200円

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）

はじめてのスマホ体験
スマートフォンアドバイザー

●7/11（月）
　10:30～13:00 
●4,180円 
　材料費1,800円

●7/17（日）
　14:00～15:30 
●3,608円 
　教材費110円

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

古代オリエント博物館教育普及員

同研究員

髙見 妙
田澤 恵子

フリーアナウンサー

近世墓鑑定士

橋谷 能理子
吉田 幸弘

松山バレエ学校 校長

松山バレエ学校講師
大胡 しづ子
星山 朱奈

忍者ナインインストラクター

プレンプロジェクト・
インストラクター

～動物園で友達に教えたくなる～
アフリカのサバンナ
動物図鑑をつくろう

動物園でも人気の動
物や珍獣、爬虫類、夜
行性動物などの特徴
や行動を学び、自分
だけの動物図鑑を作
成しよう。図鑑用写
真データ提供。

●7/29（金）Ⓐ14:00～15:30 Ⓑ16:00～17:30
●3,388円（親子4,488円） 教材費330円

小1/親子
小2～大人

年少～中学生

小学生～大人

小4～大人

小1～小3/親子
小4～小6 小1～小3/親子

小4～小6

小1～小4/親子
小5～小6

年長～小３/親子
小４～中学生

小1～小3/親子
小4～小6

小学生/親子

小学生/親子

小学生/親子

小学生/親子

小1～小3/親子

小1～小3/親子

小4～小6

小学生/親子

Ⓐ年長～小3 Ⓑ小4～中学生

小学生

小学生

小学生

小学生

小学生

小学生

小学生

小学生

年少～小6

小３～小６

～考える力・読解力が身につく～　
表現を広げる語彙（ごい）力

●第4土曜10:00～11:00 
●7/23～3か月3回8,250円

国立国語研究所准教授 

柏野 和佳子
いろいろな言葉を知れば、想像
力も表現できる世界も広がりま
す。教科書も理解して読めるよう
になります。

小1～小4

年少～小6

小1～中3

～楽しく学んで作って自由研究にも役立つ～
ジュニア 夏休み公開講座

はじめてのベトナム語

木曜 夜の韓国語入門

旅先で役立つ英語入門

New World Transparent Specimens Iori TomitaⒸ

ピエール＝オーギュスト・ルノワール《浜辺の人々》
1890年 The Metropolitan Museum of Art

一般社団法人 日本気象予報士会 
サニーエンジェルス 所属

遠藤 君江

国際空手道連盟極真会館 
東京城南川端道場代表 川端 直樹

撮影：加藤直邦

●第1・3・5火曜15:00～16:30 
●7/5～3か月6回18,480円

藤本三重子の歌謡教室
歌手 藤本 三重子

～おさかなマイスターと行く豊洲市場～
今知りたい市場のこと、
魚のこと

●水曜19:00～20:30
●7/6～3か月12回
　30,360円

水曜夜のフラダンス
フラダンス講師 

松本 由美子

川田 英利

元松 幸子

おためし 6/30

●木曜16:00～17:30
●7/7～3か月12回30,360円

身体と心を鍛える
アクティブヨーガ
アクティブヨーガ
認定インストラクター hiromi

L'ATELIER HIRO WAKISAKAの
「香り」を愉しむ “焼き菓子”

※作品写真はイメージです。

※作品写真はイメージです。

Ⓐ小学生/親子
Ⓑ中1～大人

八王子と小田原にある北条
氏照の墓所の特徴に注目し、
当時の文化やその形に秘め
られたメッセージを読み解
きます。
現役アナウンサー
橋谷 能理子による
歴史物怪談話の
朗読会も。

一条もんこの
２種の本格ダル(豆)カレー
スパイス料理研究家 一条 もんこ
レンズ豆を使用した優
しい味のカレーと、ひ
よこ豆等を使った濃厚
なドライカレーを作り
ます。（ミニ試食付）

●9/11（日）
　10:30～12:00 
●2,970円 教材費330円 ※実際の作品とは異なります。

小学生

小1～小3/親子

小3～小6/親子

年中～小6

講座の詳細、ご予約、
お手続きは
こちらからどうぞ。
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NEW

NEW

NEW

NEW
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NEW
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NEW
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NEW

NEW

NEW

NEW

公開

公開
公開 公開

オンライン
併設

公開

公開

公開

公開

公開

公開

公開

公開

公開

公開

公開

公開

公開

公開

公開

公開

公開 公開

公開

公開

公開

公開

公開

公開

公開

女性

女性

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。

2022年7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

アイコン
の説明

公開今期、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。　　　女性限定の講座。　　　　　 　 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。

公開NEW おためし女性野外

オンライン
併設

　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！


