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熊本城ホール事務室　☎096-312-3737（9：00-17：00）
https://www.kumamoto-jo-hall.jp
お問合わせ

←詳細はこちら
※受付は先着順となります。　※熊本城ホールには駐車場がございません。
※新型コロナウイルス感染状況により中止する場合があります。

熊本城ホール
令和4年度 教室講座開講 社会人向け

受講申し込み方法
≪受講対象者≫
満18歳以上(高校生除く)の方で、熊本市
在住もしくは熊本市に通勤通学する方　 
※一部講座は、対象年齢の設定あり
　（地酒教室）

≪受講申し込み≫
●熊本城ホールHP内の応募フォームから
●FAXまたはメールにて、希望講座名、
　お名前、電話番号、年齢、住所を連絡
※市外在住の方は、通勤通学先の住所も

FAX : 096-312-3738　メール ： info@kumamoto-jo-hall.jp　   日程の確認はこちら↑

2022年
7月22日
（金）17：00

締切

大人のための絵本サロン
講師：政木 ゆか　受講料：15，000円 【全10回】

「生きる上で大切なこと全てが詰まっている」と言われる絵本。大人だか
らこそ味わえる絵本の楽しさと朗読術を学べる一石二鳥の講座です

ペン習字入門
講師：城戸 泰代　受講料：19，200円 【全16回】
住所・氏名・筆ペンで書くのし袋・年賀状等と共に、
美文字のコツ!を学びましょう

点描セルカラーリング
講師：Sara（松本 聡子）　受講料：6，000円 【全4回】
黒い用紙に描かれた下図に沿って、どなたにでも簡単に美し
い点描画を作っていただけます

熊本の地酒を学ぼう（やさしいコース）
講師：㈱川上酒店　受講料：4，000円 【全4回】

「これから日本酒を飲み始めたい」方必見！
飲みやすい方法を交えながらの優しいコースです

フラワーアレンジメント教室
講師：CROWN Gardenex　受講料：3，000円 【全3回】
季節に合わせた生花のアレンジと人気のドライフラワー、
鉢植えレッスンを組み合わせたお得なフラワーレッスンです

ウクレレ教室
講師：大倉 健　受講料：15，000円 【全10回】
癒しの楽器ウクレレを通して、気軽に音を奏でる楽しさ、
役立つ知識をお伝えします

ワクワク英会話（元気が出る英語）
講師：中路 美由紀　受講料：15，000円 【全10回】

「ワクワク英会話」著者の英会話講座! すぐ使えるフレーズ
等、日常英会話を楽しく学びましょう

熊本の地酒を学ぼう
講師：㈱川上酒店　受講料：4，000円 【全4回】
日本酒の歴史を学び飲み！
熊本の日本酒を体感し、ご一緒に楽しみましょう

COFFEE教室 ～初級編～
講師：T’s Barista 藤田 智美　受講料：4，500円 【全3回】
ご自宅でも手軽に美味しく、日常のコーヒーをもっと楽しむ
ための豆知識を学びます

カラーセラピー
講師：Sara（松本 聡子）　受講料：6，000円 【全4回】
カラーセラピーなどのワークをしながら、色が心に及ぼす作
用を体感してもらう体験型講座です

昼

昼

昼

夜 夜

夜

夜夜

夜

夜

●受講料の他に別途教材費や必要な道具をご準備いただきます。詳しくはHPをご確認ください。　●価格は税込

●定期的な運動のきっかけに!
お仕事として配布するので挫折しないで運動が続きます!

●空いた時間にできるお仕事です!
ちょっとした空き時間に無理なく配布できます!

●集金業務はありません!

中央区新市街7-20-2Ｆ（辛島町電停そば）　　

受付／月～金 9:30～12:00・13：00～17：30、土日祝休

☎096-359-3611
POSTING

職　　種 リビング新聞お届けスタッフ（業務委託契約）
仕事内容 リビング熊本や折込チラシを週に1度、決められた配布日（水曜～金曜）に合わせ
　　　　 新聞とチラシをセットし担当地域に配布。
応募資格 20～60代の健康な方（男女問わず） ※担当地域はお住まいの近隣地域を対象。

報　　酬 月額平均2～2.5万円（部数等により変わります） ※交通費は発生しません。

諸手当・制度 傷害事故治療補助制度、賠償責任保険制度、慶弔見舞金制度、誕生日プレゼント、永年勤続表彰制度　等
勤務時間 明るい時間帯でお願いしています。 ※配布日は指定です。

募集要項と報酬

応募はHP内の
応募フォームからも

可能です!

CM放送中!

都合に合わせて短時間で働ける!

リビング
新聞の

リビング新聞と読者を結ぶ大切なお仕事です。
自分の都合のよい時間に定められた家、建物に配るので、
早朝や習い事のお迎えついで等、すきま時間を上手に
活用できます。「最近運動不足かも」という人は、
四季の移ろいを感じながら適度な運動になりますよ。
まずは一度、お気軽にご相談してみて下さい。

募集地域はホームページか電話でご確認下さい。

お届けスタッフ募集!

委託事業者も同時募集中!


