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書を捨て、落語を聴こう まちなかで星空観察
●会場は蔦屋書店 熊本三年坂 地下1階になります

先着順にて受付中！

講　師／星のソムリエ　ポーリー
参加費／1,000円（各回）
定　員／20名（各回募集）

①４月11日（水）
②５月23日（水）
③６月6日（水）
19：30～21：00６月講座は日程変更の場合あり、雨天時は鑑賞中止

（内容変更）です。HP、フェイスブックでお知らせ

講　師／噺家　中村山椒
参加費／1,000円（各回）
定　員／30名（各回募集）

リアルな色鉛筆画 プランアートを楽しむ
講　師／プランアートインストラクター
　　　　　金子理惠
参加費／1,000円（各回）
定　員／12名（各回募集）

①４月14日（土）
②５月12日（土）
③６月9日（土）
13：00～14：30

ハサミとカッターを持参

講　師／色鉛筆画家　森口慶一
参加費／4,500円（全3回）
定　員／18名（連続講座）

①４月25日（水）
②５月30日（水）
③６月27日（水）
19：00～20：30専用色鉛筆･画材・オリジナルテキストなどの

セット込みです

現代俳句講座 一眼レフ撮影講座
講　師／プロカメラマン　首藤栄作
参加費／3,000円（全３回）
定　員／6名（連続講座）

①４月21日（土）
②５月19日（土）
③６月16日（土）
11：00～12：30お持ちの一眼レフカメラ・レンズを用意（取扱説明

書持参）。今まで撮影したプリント数点持参

講　師／現代俳句協会　星永文夫
参加費／3,000円（全3回）
定　員／15名（連続講座）

①４月18日（水）
②５月16日（水）
③６月13日（水）
13：50～15：00毎回資料費として別途100円、筆記具を持参

簡単テーブルマジック バレエ エクササイズ
講　師／清水バレエスタジオ　橋本香織
参加費／1,000円（各回）
定　員／8名（各回募集）

①４月22日（日）
②５月20日（日）
③６月24日（日）
11：00～12：30女性限定講座。ヨガマットを準備。当日はスパッツ・

トレパン・ソックスなど動きやすい服装で

講　師／マジシャン　牧田大輔
参加費／2,000円（全３回）
定　員／10名（連続講座）

①４月8日（日）
②５月13日（日）
③６月10日（日）
15：00～16：30各回テーマに沿ったマジックを行いますので

家にあるものを準備。中学生以下は半額

※価格は税込　※テラスでのライブは雨天時店内イベントスペースで開催

☎096-212-9111
住所／熊本市中央区安政町1-2
営業／10:00～25:00（一部店舗を除く）、無休（元日のみ休）

ノラネコぐんだんとモ
リコーネがコラボ。期
間限定メニューが登
場し、イベントスペー
スではグッズ販売や
ワークショップも！

NORANEKO COFFEE
5.6（sun）まで開催中 10:00~24:00
（金土曜～25:00）

会場／三年坂モリコーネ＆
　　　         1階イベントスペース

EVENT

話題の最新作はTSUTAYAでレンタル！
「マザー!」
好評レンタル中

1階イベントスペース～25:00

全国流通のCD
「きみとわたしと
メロンソーダ」の
発 売 を 記 念 し
て、インストアラ
イブとサイン会
を開催！

みきなつみライブ＆サイン会
4.13（fri）18:00~

LIVE

ジェニファー・ローレン
ス主演、全世界を騒然
とさせた衝撃の問題作
Ⓒ2017,2018 Paramount  
Pictures.【Artwork】Ⓒ2018 
Paramount Pictures.

「石つぶて」
4月20日（金）
レンタル開始
佐藤浩市×江口洋介に
よる国家のタブーに挑
んだ本格社会派ドラマ
Ⓒ2017 WOWOW INC.

蔦屋書店熊本三年坂が厳選した「春の文化講座」。シリーズで
学べる全3回連続講座と自分のタイミングで受講できる各回
募集の講座を用意しました！ 定員に達した場合はHP、フェイ
スブックでご案内します。

申し込みは
コチラ

ワイン輸入・販売の
ピーロート・ジャパ
ンが、世界各国のワ
インを無料で飲み
比べられるイベン
トを開催。自分好み
のお気に入りのワ
インを見つけて！

PIEROTH JAPAN K.K.
春のワインフェス
4.13（fri）~4.16（mon） 
10:00~20:00（最終日～19:00）
会場／地下イベントスペース

EVENT
話題のモザイクラ
ンプを作りません
か！ オリジナルラ
ンプとナイトランプ
の2種を用意。時間
は約2時間です

モザイク･ナイトランプ制作体験
4.15（sun）/4.29（sun）
10:00~17:00（最終受付）
会　場／地下イベントスペース
参加費／モザイクランプ…10,800円
モザイクナイトランプ…2,500円

WORK SHOP

会場／三年坂モリコーネテラス●ワークショップ／096-212-6277
●三年坂モリコーネ／096-212-9893

●問合せ・予約／050-5217-1942
  （手作りガラスランプ教室熊本）

問合せ・申込みはコチラ TEL.096-206-9948

①４月20日（金）
②５月18日（金）
③６月22日（金）
19：30～20：30

TV番組表はweb公開
できません。
リビング新聞紙面を
ご覧下さい。


