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○企業名が見出しに表示されているものは
その企業からのPR情報です 
○紙面の無断転載を禁じます

■記事・広告のお問い合わせ（日・祝休）

2017年6月10日号 〈36Ｐ〉
〒860-8511熊本市中央区水道町8-6朝日生命熊本ビル8階

■配布に関するお問い合わせ

（土日・祝休） TEL.096-359-3611
TEL.096-359-3311

休日在宅医は27ページに掲載

詳しくはホームページをCheck

キッズからシニアまであなたに
ぴったりの講座が見つかる！

随時
入会OK

【その他絵画講座】
●「油絵入門」　受講料／ 3290 円
　受講日／第②④金曜　13:30 ～16:00
●「スケッチと水彩画」　受講料／ 3290 円　
　受講日／第②④火曜、金曜　10:30 ～12:30
●「水墨画」　受講料／４730 円
　受講日／第①②③火曜　10:30 ～12:30
●「ワクワク！子ども絵画（3歳～小学生）」
　受講料／ 3090 円
　受講日／第①③日曜　14:00 ～15:30

身近なモノ、風景、気持ちをあなたらしく表現

絵を描く楽しさ、体感してみて
リビングカルチャーセンターはません校

「趣味のパステル画＆ペン画」

　リビングカルチャーセンターはません校の
おすすめ絵画講座をピックアップしました！　
初心者にも分かりやすく、一から丁寧に指導。
大人の芸術活動、始めてみませんか。

【申込・問合せ】
リビングカルチャーセンター はません校

☎０９６（３７０）１１１２
熊本市南区田井島 1-2-1（ゆめタウンはません 本館 2 階）
受付／ 10:00 ～ 19:30（日曜～ 16:30、祝日は通常営業）

※受講料のほか、別途教材費・入会金（3240円）がかかります　※価格はすべて月額料金・税込　

講
座
の
詳
細
は

こ
ち
ら
か
ら
↓

　色の配合や濃淡、効果的な筆使い、構図などを
基本から学べる講座。格調高い水墨画や墨彩画で
新しい感覚の絵手紙を巻紙やハガキに描きます。
この１講座で絵も書もマスター。絵を添えることで、
より温かさや感激を相手に伝えられます。今なら
暑中見舞いや残暑見舞いにも活かせますよ。

●講師／米田隆子（水墨画・書道講師）

●受講料／ 3290 円　（月 2 回）　　
●受講日／第①③水曜
●時間／初級クラス 10:30 ～ 12:30
　　　   中級クラス 13:30 ～ 15:30

7月5日（水）スタートの新講座！

　パステルチョークやペンシル、色鉛筆を使ってス
ケッチやデッサン、イラストの基本をマスター。少
ない画材で手軽に始められます。写真を見て描く
人物やペットの肖像画も丁寧に指導。指も使って描
くことで淡い色合いを表現します。

●講師／森ゆみこ
　　　　（パステル和アート準インストラクター）

●受講料／ 3290 円　（月 2 回）　
●受講日／第①③水曜 19:00～21:00
　　　　　 第①③金曜 13:30～15:30
●定員／各 15 人　　　

はません校

カルチャー
センター

体験（500円）・見学可

「墨彩画＆絵手紙」
個性を活かして楽しく描く

New

70 以上の多彩な

講座があります

TV番組表はWeb公開

できません。

リビング新聞紙面で

ご覧ください。


