
)))))) NHK関連講座 ((((((
スズケン市民講座 人間を考える 「創る」

とっておきのおでかけ

おとなの夏期講習

7月スタートの定時講座

お申し込み・
お問い合わせは

全1,000講座がご覧いただけます

TEL.03-3475-1151 ホームページでは24時間受付中！ NHKカルチャー 青山

 開講時間が18時以降の講座。

平成29年5月24日発行

青山教室
2017夏 5/24 ● 9:30 受付開始！水 「青山一丁目」駅

直結の好アクセス！

川瀬巴水の世界

俳優・榎木孝明
意識が変われば現実が変わる

藤村シシン流！
ギリシャ神話の英雄にせまる

楽しい書道
毛筆・小筆・ペン字

神崎恵の
Special Beauty Lesson

特別トークイベント
ブロードウェイミュージカル『ピーターパン』を語る

河北大人メイク論
河北メイクで美しい“自分”を手にいれる

特別対談 
舞台『NINAGAWA・マクベス』の世界

ミシュラン2星 神楽坂で学ぶ
季節の日本料理

バイエルン国立歌劇場 
「タンホイザー」公演プレミアム講座

nonihana 暮らしの花教室

3倍速く2倍深い読み方を
身につける速読術

幸せな食卓
くり返しつくりたい美味しい料理

組紐入門講座

十字軍とその時代

ラテン語は楽しい！

モーツァルト 
オペラに辿る愛の軌跡

新詳解！ 関ヶ原 その真実と幻影
集中講義 「応仁の乱」を再考する

ピラミッド研究最前線 人間が造る神の墓
ロシア革命100年 私の視点

もう一度知りたい 宗教改革500年

唯識に生きる 心の秘密を解く

羊毛で作るかわいいドール

今夜は詩人！ 詩の世界を愉しむ

スタイルがよく見える！
ワンピース＆チュニックをつくろう

名家を訪ねる 鳩山邸を訪ねる
デンマーク大使公邸で学ぶ料理教室
ノーマにインスパイアされた料理を学ぶ

プレミアム講座
京都・祇園祭 宵山で山鉾見学を楽しむ

三友居に学ぶ茶事
伏傘懐石を朝茶の室礼で

いまを生きる処方箋

ブラタモリ案内人が語る！
鎌倉800年の“まちづくり”

気象を伝える
その楽しさと舞台裏

NHK『プロフェッショナル 仕事の流儀』
制作の舞台裏に迫る！

大人美容
始めること、やめること

おなかを整える食材選びと食べ方 劇作家の創作現場から 
取材から台詞を紡ぐまで

響きあう『歎異抄』と『苦海浄土』
『100分de名著』で生き方を学ぶ

ベートーヴェンのスコアを読もう
交響曲第7番イ長調

加藤一二三 
挑み続ける将棋人生

月の下
もと

歌会

私らしく、生きる

人生相談ライブ！ 万事ＯＫ たのしくつくる
「赤ちゃんとの暮らし」

イタリア仕込みのプロの技に学ぶ
宝石リフォームデザインと彫金技法

『名句徹底鑑賞ドリル』出版記念
名句に学ぶ一物・取り合わせの作りかた

つきぢ田村にまなぶ こだわり出汁と絶品おかず

おねんどお姉さんと
ねんどでミニチュアクッキング

JR東日本共催

■ 7/13（木） 13:00～14:30
■ 会員 3,369円 一般 4,050円 教材費 108円

■ 7/23（日） 15:30～17:00 
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

■ 第2･4金曜 10:30～12:00
■ 7/14から6回（7～9月）
■ 会員 20,217円 一般 24,300円

■ 通し受講4回 会員 11,707円 一般 14,385円 1回受講 会員 3,369円 一般 4,050円
■ 15:30～17:00（8/6のみ16:00～17：30）

■ 7/17（月） 14:00～16:00
■ 会員 5,616円 一般 6,296円

【講義】 青山教室 6/18（日） 14:30～16:00
【観劇】 東京国際フォーラム ホールC

①7/27（木） ②7/31（月） ③8/2（水） 各日11:00公演
【講義のみ】 会員 3,369円 一般 4,050円
【観劇セット】 会員 10,170円 一般 10,850円

■ 6/24（土） 10:30～11:45
■ 会員 3,369円 一般 4,050円 教材費 1,490円

【講義】 青山教室　6/19（月） 18:30～20:00
【観劇】 彩の国さいたま芸術劇場 大ホール
①7/21（金） ②7/26（水） 各日 13:00公演

【講義のみ】 会員 3,369円 一般 4,050円
【観劇セット】 会員 12,969円 一般 13,650円

■ 7/2（日） 11:30～14:30 
■ 会員 19,440円 一般 21,600円
　 会場：神楽坂

■ 9/18（月）13:15～16:30 
　 （ゲネプロ見学＋講義） 
　 場所:NHKホール
■ 公演日程:9/21（木）、9/25（月）、9/28（木）15:00～
■ 各日 A席 68,040円 B席 62,640円

■ 7/6、8/24、9/7（木）
　 13:00～15:00
■ 10,108円
　 教材費 19,440円

■ 第1・3木曜 19:00～20:30
■ 7/6から6回 （7～9月） ■ 20,217円 教材費 1,960円

■ 7/13、8/10、9/14（木） 13：30～15：30
■ 11,793円 教材費 11,340円

■ 第1・2・4金曜 13:30～15:30 
■ 7/7から9回（7～9月）
■ 41,796円 教材費別途

■ 9/22（金） 13:30～15:00
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

■ 7/10、7/24、7/31（月） 13:30～15:00
■ 会員 10,108円 一般 12,150円 教材費 108円

■ 8/8、8/22、8/29、9/5（火） 10:30～12:00
■ 会員 13,478円 一般 16,200円 教材費 129円

■ 8/8、8/29、9/5（火） 13:30～15:00
■ 会員 10,108円 一般 12,150円

■ 7/20、8/3、8/17、9/28（木）
　 13:00～14:30
■ 会員 13,478円 一般 16,200円
　 教材費 216円

■ 8/27（日） 10:00～13:00
■ 会員 4,492円 一般 5,173円

■ 7/17（月）
　 13:30～15:00
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

■ 7/13、7/27、8/10（木） 10:30～12:00
■ 会員 10,108円 一般 12,150円 教材費 129円

■ 7/14、7/21、7/28（金） 
　 15:30～17:00
■ 会員 10,108円 一般 12,150円

■ 7/1、7/15、8/19（土）
　 13:00～16:00
■ 12,150円 教材費 3,000円

■ 7/21、8/4、9/1、9/15（金） 
　 19:00～21:00
■ 会員 13,478円 一般 16,200円

■ 7/5、7/19、8/2（水） 14:00～16:00
■ 会員 10,108円 一般 12,150円

教材費 5,000円（生地付き） 1,000円（生地持参）

■ 7/16、7/30、8/20（日） 13:30～15:00
■ 会員 10,108円 一般 12,150円

■ 8/2（水） 19:00～21:10
■ 会員 4,050円 一般 4,719円

■ 8/22（火） 11:00～14:00
■ 会員 15,660円 一般 17,280円 飲食代含む

■ 6/17（土） 11:00～14:00 
■ 会員 27,000円 一般 28,080円
　 会場：渋谷区代官山

■ 7/14（金） 13:00～16:30
■ 会員 3,931円 一般 4,492円 ホテル代（希望者のみ） 15,000円
　 ※山鉾見学料（1,500円～2,000円）別途

■ 7/18（火） 11:00～14:30 
■ 会員 25,920円 一般 28,080円
　 会場：高輪

■ 8/3（木） 19:00～20:30
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

■ 9/22、10/6、10/20（金） 13:00～14:30
■ 会員 10,108円 一般 12,150円

■ 7/2（日） 13:30～15:00
■ 会員 3,153円 一般 3,823円

■ 8/6（日） 10:30～12:00  
■ 会員 2,700円 一般 3,369円

■ 7/4（火） 13:30～15:00
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

■ 7/6（木） 13:00～14:30  
■ 1,000円

第1回:スペシャルトーク「響きあう『歎異抄』と『苦海浄土』」 
■ 釈徹宗×若松英輔  ■ 7/15（土） 18:30～20:00　
第2回:「歎異抄」から「生き方」を学ぶ 
■ 釈徹宗   ■ 8/5（土） 16:00～17:30　
第3回:「苦海浄土」から「生き方」を学ぶ  
■ 若松英輔   ■ 9/16（土） 18:30～20:00
■ 会員 10,108円 一般 12,150円
※１回ずつの受講も可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。

■ 7/22、8/26、9/9、9/30（土） 18:30～20:00
■ 会員 13,478円 一般 16,200円 教材費別途

■ 8/19（土） 13:00～14:30
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

■ 7/18（火） 15:30～17:00
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

■ 8/27（日） 14:00～16:00
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

※小学生まで同伴可

■ 7/15（土） 13:30～15:00
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

※2歳児まで同伴可

■ 9/2（土） 13:30～15:00
■ 会員 2,700円 一般 3,369円

■ 第2・4月曜 10:00～12:00
■ 7/10から11回 （7～9月）
■ 29,678円

■ 9/7（木） 13:00～15:00
■ 会員 3,369円 一般 4,050円
　 教材費 本持参21円、本購入1,382円

■ 8/7（月） 13:30～15:00
■ 会員 3,596円 一般 4,276円 
　 教材費 540円

■ 7/2（日） A 10:30～11:30 B 13:30～14:30
■ 会員親子 2,808円 一般親子 3,369円 教材費 600円

大正から昭和前半にかけて新版画
の風景画を牽引した孤高の画家川
瀬巴水。その作品を通して画業を
辿ります。

大河ドラマや映画でもお馴染み。水彩
画・古武術にも精通し、常に自分に挑
戦し続ける榎木孝明さんに、表現者と
して培ってきた想いを語って頂きます。

初心者大歓迎！書の基本を分かりや
すく丁寧に指導します。お部屋に
飾れる書を書いて楽しみましょう。

多くの女優・モデルのヘアメイクを手が
け、女性ファッション誌や広告で活躍す
るヘアメイクアップーティストによる、大
人女性に向けたメイクレッスン。

メイクのチカラを借りて、何気ない
日常から特別な瞬間まで、女性の
美しさを叶えるメソッドをたっぷり
とご紹介します。

料亭の一品を学びながら、家
庭でもできる日本料理を実践で
学びます。実習がメインの講座
です。

2017 年もっとも大規模なオペラ、
チケット＋ゲネプロ見学＋講義付き。

お花の基本的な扱い方や、お
花の選び方・組み合わせを学
び、花いけや花束など様々な
花あしらいを楽しみます。

読まなければならない書類や本、
メールを早く読み記憶できる読書
法を体得しましょう。仕事でもプラ
イートにも使えます。

素材の活かし方、手間のかけどこ
ろをキッチリおさえれば、家庭料理
もよりシックで深い味わいに。

人気映画「君の名は」で人気沸騰
中の組紐。自分だけの組紐を作り
ませんか。道具は貸出もございま
す。

激動の現代ロシア史。ドストエフスキー
研究の第一人者の亀山氏が独自の視
点で語ります。

十字軍を「巡礼」「聖地国家」「外交」などの
観点から考察し、その歴史的意義を解説します。
①巡礼と聖戦思想　
②聖地の現実　
③理想と駆け引きの十字軍

おなじみの言葉や言い回しを導
きの糸に、ラテン語の初歩的な
文法とその背景にある文化への
理解を深めます。

人間のあるべき姿を模索した創意をオ
ペラのもとになった原作から浮かび上
がらせ、その後の発展を辿ります。

映画「関ヶ原」を記念して、歴
史と文学の側からの徹底解説！開
戦の前夜から司馬遼太郎まで、
史実を縦横に捉えてゆきます。 気鋭の歴史学者が最新の研究成果からその実像

に迫ります。ベストセラー『応仁の乱』には書
き切れなかった話や現代へのヒントも伺います。

大ピラミッド内部の未知の空間、エジプト
最古のパピルス、隣接する古代都市など、
最新研究を包括的に紹介します。

1517 年 の 宗 教 改 革から 500 年。
改めてルターの改革理念を知り、激
動の歴史を視覚映像を交えて分かり
やすくお話しします。

仏教の根本思想である唯識を易しく解
説し、深層心から心を変革して爽快に
生きるために日常生活にどのように活
かすかを話します。

夏らしくリネンのリバティの生地のワ
ンピースを着た、うさぎを作ります。
太いワイヤーを入れるので、ポーズ
を自由に変えられます。

読む・書く・講評・朗読会の 4 ステッ
プであなたも詩人に。気鋭の講師
と現代詩に親しみ、その愉しみを
探求します。

ＮＨＫすてきにハンドメイド講師でおなじみ、
スタイリストの泉繭子が、スタイルがよく
見える！服の作り方等を伝授。

ギリシャ神話にはなぜ多くの英雄が登
場するのか？英雄神話の魅力・機能と
は？英雄への崇拝や儀礼も交え、古代
の史料や図像とともにディープに解説。

文京区の音羽の丘に鳩山家の
美しい洋館が姿を現したのは、
関東大震災の翌年大正 13 年
です。夫人に歴史ある建築と
庭園をご案内いただきます。

「 世 界 ベストレストラン 50」
第 1 位に 4 度選ばれた名店
noma（ノーマ）の理念とイン
スパイアされた料理を学ぶ。

京都・祇園祭宵山に講座と山鉾見学を
楽しむ京都での現地講座です。※ 7/17
の山鉾巡行の見学ではありません。

めったに体験できない朝茶の
茶事を伏傘の嗜好で行います。
朝茶懐石の作法も学べます。

前向きに生きたいという方にお薦め
です。現代人の心の問題を臨床経験
をもとにお話しします。

東京から電車で１時間の古都・鎌倉。源
頼朝が開いた「武士の都」です。山や海
の地形を上手く利用して、武士の都を作
り上げたまちづくりの痕跡に迫ります。

時に命にも関わる気象情報を、
どのように伝えるか。「シブ 5 時」
の舞台裏、毎日考え挑み続ける
苦労や楽しさをお話しします。

第一線で活躍するプロの「仕
事」を徹底的に掘り下げてきた
番組。取材から番組が出来る
までの舞台裏などお話します。

おしゃれのプロと美
容のプロが教える、
大人のためのヘア、
メイク、スキンケア
術。若々しくて、品
がいい「今のキレイ」
のつくり方。

腸の健康に効果的な食材選びと食べ方
について、食物繊維をはじめ、栄養素
充足率の高いキウイの取り入れ方を紹
介します。お土産付。
協力：ゼスプリ インターナショナル ジャパン

宮沢賢治、茨木のり子、柳宗悦などの
評伝劇を手がけ、注目を集めている劇
作家が自身の創作について語ります。

人気番組「100 分 de 名著」の名物講師 2 人による特別講座。絶
望的な状況の中でも、人は「光」を見出すことができるか？「歎異抄」

「苦海浄土」という二つの名著の響きあいの中から、「今を生きる
ヒント」を学びます。ここだけでしか聞けない番組制作裏話も満載！

スコアを見ながら音楽作品を聴くと、
たくさんの新しい発見があります。天
才ベートーヴェンの傑作に挑戦してみ
ましょう。

将棋界のレジェンド・加藤一二三九段。その
挑み続ける将棋人生とは。記憶に残る名勝
負から天才たちとの巡り会い、「ひふみん伝
説」の真相まで、大いに語っていただきます。

今年度のＥテレ「ＮＨＫ短歌」選者の歌人による特別講
座。短歌にまつわるトークセッションと受講生作品（事
前投稿・1 首）の選歌・合評会。夏の涼しい月の下、
ともに短歌を楽しみましょう。

自分らしくいきいきと歳を重ねるため
にはどうしたらいいのか。 愛犬との
日々の生活や、不幸な動物を助けるた
めの活動など、お話しいただきます。

東京新聞「万事 OK」・岩波新書「女の一生」
などで多くの人生相談に答えてきた伊藤さん
が生で悩みに答えます。朗読もします。悩み
をもっておいでください。

赤ちゃんとの暮らしは試行錯誤の連続。マ
マになった本多さんに収納や空間づくり・
家事・モノ選びの工夫を伺います。

イタリア仕込みのデザインを学び
ながらジュエリーを作ります。思
い出のジュエリーをリメイクして蘇
らせることもできます。

俳句王子・髙柳克弘さんと名句鑑賞＆句会で
学ぶ「一物の句」「取り合わせの句」マスター
講座。古今の名句から極意を掴んでゆきます。

一生ものの出汁のとり方、
出汁の香りとうま味を活か
した絶品おかずを学びま
しょう。おなじみの後藤ア
ナと楽しくご紹介します。

おねんどお姉さんと一緒に粘
土でミニチュアフード作りを体
験！親子でご参加ください。

【対象】３歳以上

榎木孝明

宮川彬良大宮エリー万城目 学 川村元気

神崎 恵

宮澤佐江

河北裕介

市村正親

粟飯原崇光

増田由希子

継本まどか

渡邉紀子

道明三保子

藤崎 衛

古澤香乃

田村和紀夫

堀 新

呉座勇一

河江肖剰亀山郁夫

森田安一

横山紘一

ウエノミホコ

文月悠光（ふづき・ゆみ）

泉 繭子

藤村シシン

鳩山会館 デンマーク大使館

八木 透 山本 勝

林 望 香山リカ
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まだ間に合う！ 1年で学ぶ教養シリーズ 2017年4月開講

NHKラジオの公開収録をする講座です。

教養を深める

夏のアトリエ

受講料：毎週の講座は原則3ヶ月分（7〜9月）、隔週の講座は原則6ヶ月分（7〜12月）の料金です。   開講時間が18時以降の講座。　  現在満席ないしは満席間近の講座。

 運慶入門

もう一度まなぶ西洋史
ロシア革命を考える

地中海：神話・伝承を紡ぐ
協力：地中海学会

 38億年の進化の旅を楽しむ

 天文学最前線
　 宇宙の謎、ブラックホールに迫る

 かおりを飾る「珠玉の香合・香炉展」
静嘉堂文庫美術館を訪ねる

 山田誠浩 朗読ライブ

 ヤン・ファン・エイク
　 ルーヴルの至宝を読み解く

人生が変わる文章教室

思い込みの日本古代史に挑む

地震を知って命を守る

 感動する“掛け算”！
　 掛け算に込められた智慧と工夫

プレゼン＆コミュニケーション術

 まのあたり句会

 『俳句のルール』出版記念
　 いきなり句会

 俳句をはじめるための
　 準備クラス

 短歌をはじめるための
　 準備クラス

石川九楊 書を語る
書をどのようにとらえ、どのように書いてきたか

日本美術史 原始時代からジャポニスムまで

古事記の神がみ その来歴と神話を考える

いま、夏目漱石をよむ

うたの歴史・歌のゆくえ 万葉集から震災短歌まで

ヨーロッパの繕い技術 装飾ダーニング 切り絵画家久保修と作る
和紙タペストリー

だれでも描ける日本画
岩絵の具体験

 デッサンから始める
　 日本画体験教室

光を感じる透明水彩 
秋を彩る草木と花と実

水彩技法を学ぶ 
風景の中の光の描き方

透明感ある色彩表現のコツ
透明水彩技法

パステルアート3回講座 
誰でも上手に描くことができます

逆光を生かして
物語性のある人物画を描く

透明水彩で描く初夏の風景 色鉛筆で描く、
かんたんスイーツとティーグッズ

モノクロームの魅力 
鉛筆で描くリンゴ

はじめての南部裂織

かぎ針とビーズで編む 
シンプルな大人のアクセサリー

クリスタルとビジューの
シェルバッグ

籠のバッグをつくる

龍村美術織物で作る
数奇屋袋

京王プラザホテル レッスン＆ランチ
ビーズ刺繍ジュエリー

西洋絵画 巨匠たちのダメ！？対決

フランス映画の巨星たち

フランスの歴史を学ぶ

楽しく学ぶ西洋の美術

メイキング・オブ・アメリカ アメリカの光と陰

 現代哲学の最前線 Ⅴ
　 存在論・言語論・欲望論

ベストセラー翻訳入門 
ダン・ブラウンを読む

 江戸の飛脚が駆ける
　 輸送ネットワークと情報通信

 集中講座
　 テクノロジーと人間社会

 徳田アナの「楽しむ朗読」 後藤アナの笑顔の会話力レッスン

正倉院展誕生秘話絵画の変革と音楽の関わり

ケネディと日本 日米協調へのターニングポイント電池がひらく新しい産業革命

国語辞典のゆくえルターと宗教改革500年

スウェーデン児童文学の魅力 ニルスやピッピがいる世界「食の町」の作り方 イタリアンシェフの挑戦

こうの早苗パッチワーク倶楽部 はじめてのボタニカルアート
アネモネを描く

旅の水彩スケッチ
ポストカードサイズの紙に描く

琳派の「向日葵図」を
鳥の子紙に描こう！

江戸琳派の「朝顔図」を描こう！ 夏を涼しく水墨画で描く
オリジナルうちわ

 生誕150周年
　 漱石の漢詩 子規の漢詩

アガサ・クリスティと英国
ミステリーの華麗な世界

JR東日本共催

■ 9/12（火） 13:00〜14:30 
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

■ 7/14、7/28、8/25、9/8（金） 13:30〜15:00
■ 13,478円 教材費 129円

■ 6/19、7/3、8/7、9/4（月） 13:30〜15:00
■ 13,478円 教材費 216円

■ 8/26、9/30、10/28（土） 14:00〜15:30
■ 会員 10,108円 一般 12,150円 小中高生 8,424円

■ 7/19、8/23（水） 13:00〜14:30
■ 会員 6,739円 一般 8,100円

■ 7/6（木）10:00〜11:30
■ 会員 4,449円 一般 5,130円 （入館料込み）

■ 7/13（木） 13:00〜15:00
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

■ 9/3（日） 13:30〜15:00
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

■ 8/23、8/30、9/6、9/13（水） 19:00〜20:30
■ 会員 13,478円 一般 16,200円

■ 7/14、9/8、9/29（金）
13:00〜14:30

■ 10,108円

■ 7/11、8/8（火）
10:30〜12:00

■  会員 6,739円 一般 8,100円 教材費 216円

■ 7/15（土） 15:30〜17:30
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

■ 第1･3日曜 10:30〜12:00
■ 7/2から6回 （7〜9月） ■ 20,217円

■ 9/9（土） 16:00〜19:00
■ 会員 4,719円 一般 5,400円

■ 7/9、8/6、9/10（日） 13:30〜16:00
■ 会員 12,150円 一般 14,158円

■ 7/20、8/17、9/21（木） 13:00〜15:00
■ 会員 10,108円 一般 12,150円 教材費 108円

■ 8/31、9/14（木） 13:30〜15:00
■ 会員 6,739円 一般 8,100円

■ 指定火曜 15:30〜17:00
■ 6/6から9回 （6〜3月）
■ 30,326円 教材費 972円

■ 第4金曜 10:30〜12:00
■ 6/23から10回 （6〜3月）
■ 33,696円

■ 第3金曜 13:00〜14:30
■ 6/16から9回 （6〜3月）
■ 30,326円 教材費 291円

■ 第4月曜 10:30〜12:00
■ 6/19から10回 （6〜3月）
■ 33,696円 教材費 496円

■ 第3金曜 10:30〜12:00
■ 6/16から10回 （6〜3月）
■ 33,696円 教材費 108円

■ 6/20（火）
　 A 10:30〜12:30
　 B 13:30〜15:30
■ 各クラス会員 4,860円 一般 5,508円 教材費 3,200円（教室にて）

■ 7/1（土） 10:00〜12:30
■ 会員 3,931円 一般 4,611円

教材費 2,160円
■ 9/14、9/28（木） 10:00〜12:00
■ 会員 8,769円 一般 10,108円 教材費 4,212円

■ 第1･3･5月曜 14:00〜16:30
■ 7/3から6回 （7〜9月） 
■ 26,308円

■ 9/25（月）
　 13:00〜17:30
■ 会員 6,966円 一般 7,646円 教材費 540円

■ 9/9（土） 13:30〜17:30
■ 会員 6,177円 一般 6,858円 教材費 324円

■ 9/29（金） 
　 13:00〜16:30
■ 会員 5,281円 一般 5,961円 教材費 540円

■ 7/5、8/2、9/6（水）
　 13:00〜15:00
■ 13,154円 
　 教材費 1,620円

■ 9/13（水） 13:30〜17:30
■ 会員 6,177円 一般 6,858円 教材費 1,296円

■ 6/26（月） 14:30〜17:30
■ 会員 4,492円 一般 5,173円

■ 6/17（土） 13:00〜15:00
■ 会員 3,369円 一般 4,050円 教材費 756円

■ 8/18（金） 13:30〜15:30
■ 会員 3,369円 一般 4,050円 教材費 259円

■ 7/11、8/22、9/12（火） 15:30〜17:30
■ 会員 10,789円 一般 12,830円 教材費 6,480円

■ 7/12、8/9、9/13（水） 19:00〜21:00
■ 会員 10,789円 一般 12,830円 教材費別途

■ 6/5（月）10:00〜12:00
■ 会員 4,492円 一般 5,173円 教材費 10,800円

■ 8/8、8/22（火） 13:30〜16:30
■ 会員 10,800円 一般 12,096円 教材費 10,000円

■ 7/28（金） 10:00〜12:30
■ 会員 3,369円 一般 4,050円 教材費別途

■ 8/22（火） 11:00〜15:00
■ 会員・一般 12,960円 食事代含む 教材費 5,400円

■ 第3火曜 19:00〜20:30
■ 6/20から9回 （6〜3月）
■ 33,436円

■ 第2火曜 15:30〜17:00
■ 6/13から7回 （6〜1月）
■ 23,587円 教材費 426円

■ 第3月曜 10:30〜12:00
■ 6/19から10回 （6〜3月）
■ 33,696円 教材費 324円

■ 第3木曜 13:30〜15:00
■ 6/15から10回 （6〜3月）
■ 33,696円 教材費 324円

■ 第2･4木曜 10:30〜12:00
■ 6/22から10回 （6〜2月）
■ 33,696円

■ 6/24（土） 15:30〜18:30
■ 会員 5,734円 一般 6,404円

■ 7/1、8/5、9/2（土） 10:00〜11:30
■ 会員 10,108円 一般 12,150円

■ 8/25（金） 13:00〜14:30
■ 会員 3,715円 一般 3,931円

■ 8/22（火）
■ ①②とも会員 3,369円 一般 4,050円 教材費 108円

■ 第1・3金曜 15:00〜16:30
■ 7/14から5回（7〜9月）
■ 会員 16,848円 一般 20,250円

■ 7/10、8/7、9/11（月）
　 11:00〜12:30
■ 10,205円

■ 8/27（日） 10:00〜12:20、13:30〜14:40 9/24（日） 13:00〜15:20
■ 会員 11,232円 一般 12,366円

■ 6/8、6/15、6/29、7/13、7/20、7/27（木） 10:00〜11:30
■ 6回 ■ 会員 13,478円 一般 14,839円

■ 6/5、6/12、6/19、6/26、7/3、7/10（月） 13:30〜15:00
■ 6回 ■ 会員 13,478円 一般 14,839円

■ 8/1、8/8、8/22、9/5、9/19、9/26（火） 15:30〜17:00
■ 6回 ■ 会員 13,478円 一般 14,839円

■ 6/17、6/24、7/8、7/22、8/5、8/19（土） 13:30〜15:00
■ 6回 ■ 会員 13,478円 一般 14,839円

■ 8/23、8/30、9/6、9/13、9/27、10/11（水） 13:30〜15:00
■ 6回 ■ 会員 13,478円 一般 14,839円

■ 9/7、9/14、9/21、9/28、10/5、10/12（木） 15:30〜17:00
■ 6回 ■ 会員 13,478円 一般 14,839円

■ 7/14（金）、7/25、8/1、8/8（火） 13:30〜15:00
■ 4回 ■ 会員 8,985円 一般 9,892円

定時講座 ルーヴル美術館 解読！ イタリア絵画
■ 7/3、8/7、9/4（月） 13:30〜15:00 ■ 10,108円 教材費972円

■ 7/1、8/5、9/2（土）
　 13:00〜15:30
■ 11,793円 
　 教材費別途

■ 7/4（火）
　 13:00〜15:00
■ 会員 3,596円 
　 一般 4,276円
　 画材費 2,160円

■ 8/10（木） 
　 19:00〜21:00
■ 会員 3,715円
　 一般 4,384円

■ 7/19、8/30、9/20（水）
　 13:15〜15:15
■ 会員 12,117円 一般 14,126円

■ 7/5、7/12、7/19（水） 
　 15:30〜17:30
■ 会員 12,117円 一般 14,126円

■ A 7/3（月） 10:00〜12:00
B 7/10（月） 13:15〜15:15

■ ABとも会員 3,715円 一般 4,384円 教材費 864円

■ 7/8、7/29、9/9（土） 13:30〜15:00
■ 10,108円 教材費 97円

■ 8/4（金） 14:00〜15:30
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

この秋東京国立博物館開催の『運
慶展』に向けて、知っておきたい
運慶入門。運慶と東国、工房製作、
その他様々な問題を概観します。

1917 年の革命から第一次五か年計
画終了までのロシア史をたどりなが
ら、ロシア革命の意義について考察
します。

ギリシア神話や聖人の伝承が
地域や時代によってどのように
特色ある語りがなされたのか、
各分野の専門家が紹介します。

長年にわたって恐竜や古生
物、化石の楽しさを伝えて
きたプロのサイエンスライ
ターが、最前線で行なわれ
ている研究の紹介や、生命
進化の不思議をわかりやす
く講義します。

星の一生からブラックホールの誕生、
巨大ブラックホールを捉えるEHT計
画までブラックホール研究の最前線
をお話します。

三菱を創業した岩﨑家のコレク
ションを収蔵する東洋文化の一大
宝庫。館長と学芸員のお話、愛
らしい展示品の見所、話題の国
宝・曜変天目をお楽しみください。
会場：静嘉堂文庫美術館（二子玉川）

ＮＨＫアナウンサー時代は放送で、
その後はホールでのライブで積み
重ねた「朗読の魅力」をお楽しみ
ください。

ルーヴル美術館が誇る至宝のひと
つ、ファン・エイクの傑作を解読
します。

「書く」とは自分と向き合い、自分
の言葉を見つけること。それで人生
が変わる――そんな文章の書き方を
学びます。

皆さん注目の古代史の謎はここまで
解明されています。これから、日本
語文の成立、古代の旅行事情、将
門政権の価値を取り上げます。

過去の災害を学び、命を守るために
必要なことを解説します。
①住んでいる地域の地震を知ろう
②今からできる防災・減災

歴史を探り、世界中の素晴らしい計
算方法を見ることで“たかが掛け算、
されど掛け算”の思いがけない感動
の世界を楽しみましょう。

プレゼンテーションやコミュニケー
ションへの苦手意識を変えてみませ
んか？発声、滑舌を磨きながら、長
所を活かした話し方をご紹介しま
す。

俳人 4名による公開句会講座。第一部で
はプロの句会を「目の当たり」にして、選句・
句評を楽しみながら学びます。第二部は、
受講生投句の選評会、自分の句が俎上に
あがる楽しみを味わいます。

句会とは「学び」と「楽しみ」が共在する知的エンター
テイメント。「定型と破調」「省略と連想」「切字と切れ」
をテーマに句会に挑みます。

関心はあるけれど、作り方や鑑賞の
仕方が全く分からない。作り方を学び
ながら句会を楽しみます。

これから短歌を作りたい方向けの超初心
者クラス。全 2回で短歌の味わい方と
作り方の基本をやさしく学びます。

人気講師による、3時間集中講義。
意味と価値の原理論としての「欲望
論」とは。哲学の新しい地平を展望
する。

『ダ・ヴィンチ・コード』などを翻訳
した講師が『天使と悪魔』『インフェ
ルノ』など翻訳を体感して初めてで
も楽しめるようお話します。

宅配便が行き交う現代。実は江
戸時代も、飛脚により、情報の
受け渡しが活発に行われていまし
た。目からウロコの飛脚の話。

①「ロボットが暮らしを変える」
	 10:30～ 12:00

②「人工知能と人間の幸福」
	 13:30～ 15:00

基礎を学びつつ、個性を生かした朗
読にアプローチします。深みを知る
ほどに、読むことがもっと楽しくな
るはずです。津村節子さんの短篇
等を予定。

楽しい会話は、よりよい人間関係を
つくるのに役立ちます。思わず微笑
みがこぼれるような愉快な会話を一
緒に楽しみましょう。

ダーニングとは衣類の補修技術の
一つ。スティッチを強調するように
かわいらしく補修するのが『装飾
ダーニング』です。すてきな衣類
補修のテクニックを学びましょう。

特注の和紙に柿渋を塗った希
少価値のある渋紙を使いま
す。年月と共に渋紙の色が変
化します。長く楽しんで飾っ
て頂けます。

日本画の岩絵の具を使っ
てみましょう。膠で絵の
具を溶くことと絵の具の
表現に慣れ、小さい色紙
1枚仕上げます。

日本画に興味がある方や
初心者の方が、小品制作を
通して体験しながら日本画の
技法を知る講座です。

透明水彩の魅力である
ぼかし・にじみなどを学
びつつ、光を当てた花
や実を描きます。デモ
ンストレーションあり。

右から射す光を受け影に
なる暗い緑と右の壁の
暗さを表現して光を感じる
情景を仕上げるコツを学
びます。

透明感のある色彩を引
き出すための技法に習
熟して頂きます。透明
水彩特有の色の重ねに
よる発色の仕方に注目。

絵の得意苦手は関
係なく、誰でも上手
に描くことができま
す。

逆光は通常色やカタチを
捉えにくくしますが、人
物の持つ輪郭を際立た
せ、画面に統一感を与え
ます。画材は自由です。

水彩画は、本来淡い色か
ら描くのが基本ですが、紙
と絵具の特質を活かせば、
濃い色から先に描くグリザ
イユ技法で描くことも可能で
す。マスキング技法を活用
して透明感のある初夏の風
景を描きます。デモと実技。

「絵を描いてみたいけ
ど、何を描いたらいい
か、わからない」とい
う方にオススメの講座
です。

鉛筆の濃淡による表現
の魅力をレクチャーしま
す。初めて取り組む方
から、もう一度デッサン
を見直してみたい方ま
で歓迎です。

青森の手仕事。
布を裂いて織る
裂織は、温も
りがあり丈夫で
す。ダンボール
織り機で 2 作
品作ります。

糸にビーズを通し、かぎ針で
編むクロッシェアクセサリーの
技法をレッスン。その方のレ
ベルに合わせカリキュラムを
組み進めます。

持ち手は取り外
し可能です。ク
ラッチとしても
お使いいただけ
ます。

夏の装いにぴったりな籠
のバッグをつくります。
内側は布地を張って仕
上げます。

茶席だけでなく、日常にも
使いやすい「かぶせ付き小
物入れ」を作ります。たく
さんの柄の中から、当日好
きな布を選びます。

フレンチのコースランチをいただきな
がら、パリのエスプリを感じる優雅な
作品を制作します。【会場】京王プラ
ザホテル44階	デュオ	フルシェット

初心者の方にも作りや
すい小物やバッグなど
を楽しんで作るクラス
です。

草木を描きながら自然の
造形と色彩の妙に触れて
みましょう。

旅先でいいなと思った
景色やモノを、さらっと
水彩スケッチする方法と
コツをお伝えします。

江戸琳派・鈴木其一の「向
日葵図」を特製鳥の子紙
の寸松庵小色紙に描いて
いきます。

江戸琳派の「朝
顔図」を金潜
紙の寸松庵小
色紙に描いて
いきます。

手描きオリジナル団扇を
2本作りましょう！夏を涼し
げに装う「いか」と「ほたる」
を描きます。

生誕 150 周年を迎える夏目漱石と
正岡子規。小説家、歌人・俳人とし
て知られる二人は、漢詩作品も多く
残しています。作品を紐解き、時代
を牽引した詩心に迫ります。

ミステリーの女王と讃えられるア
ガサ・クリスティの小説の魅力を
探ります。
①杉の柩
②第三の女
③魔術の殺人

水野敬三郎

中嶋 毅

土屋 健

本間希樹

河野元昭 ほか

山田誠浩

矢澤佳子

梶谷真司

松尾 光

伊藤和明

中村 滋 八代華代子

井上弘美

岸本尚毅

浦川聡子片山由美子

佐藤文香関 悦史鴇田智哉

原 朝子草田照子

石川九楊

河野元昭

三浦佑之

小森陽一

内藤 明

野口 光
久保 修

牧野伸英 安田敦夫

青木美和
赤坂孝史

野澤奈穂子 吉田優子

伊藤尚尋

あべとしゆき

漆間順子
安冨洋貴

三好千佳

堤 祥子

真家千栄

池田泰輔

大澤和子

関根瑞希

山田五郎

野崎 歓

佐々木 真

田中久美子

阿部珠理

竹田青嗣

越前敏弥

巻島 隆

室山哲也

後藤繁榮

西山 厚六人部昭典

土田 宏吉野 彰

飯間浩明江口再起

菱木晃子奥田政行

高橋英海 高橋朋子
山形治江 園田みどり

徳田 章

大澤実千世

三好貴子小柳吉次
こうの早苗

池内弘美 池田蘭径
和田伊織

石川忠久 平井杏子

西野正望

西野正望

廣田朋也

東京藝術大学名誉教授
新潟県立近代美術館名誉館長

首都大学東京教授

地中海学会

サイエンスライター

国立天文台 水沢VLBI観測所・教授

館長

元NHKエグゼクティブアナウンサー

国立ルーヴル学院卒
美術史研究家

東京大学教授

早稲田大学非常勤講師

元NHK解説委員

東京海洋大学名誉教授
元TVジャパンアナウンサー（N.Y.）NHK Cosmomedia America,Inc.

7/9 「定型と破調」8/6 「省略と連想」9/10「切字と切れ」

俳人・俳誌「鹿火屋」主宰歌人・「かりん」選歌委員

書家・書道史家

静嘉堂文庫美術館 館長

千葉大学名誉教授

東京大学教授

早稲田大学教授

テキスタイルデザイナー
装飾ダーニングインストラクター 切り絵画家 日本美術院特待 多摩美術大学大学院修了 日展 会友

水彩画家 JWS日本透明水彩会会員 画家
パステル和アート インストラクター

一水会会友

水彩画家

アトリエミモザ主宰・日本園芸協会認定ガーデンコーディネイター 画家 日本美術家連盟会員

南部裂織職人

ジュエリークロッシェデザイナー

チリアエンブロイダリースタジオ 講師

竹楽会講師

【監修】 大澤袋もの研究所
【指導】

エトワレ主宰

編集者・評論家

フランス文学者・東京大学教授

駒澤大学教授

文星芸術大学教授

元立教大学教授

哲学者

翻訳家

群馬大学社会情報学部非常勤講師

NHK解説委員

元ＮＨＫアナウンサー NHK「きょうの料理」アナウンサー

帝塚山大学 文学部文化創造学科 教授実践女子大学教授

城西国際大学教授旭化成（株）顧問

国語辞典編纂者ルーテル学院大学教授、同ルター研究所副所長

スウェーデン語翻訳家シェフ

イラストレーター二紀会委員
【監修】パッチワーク・キルト作家
【指導】 日本自由画壇副理事長

日本自由画壇常任理事

二松学舎大学名誉教授
全日本漢詩連盟会長 昭和女子大学名誉教授

日本美術院院友・日本画家

日本美術院院友・日本画家

国立天文台 水沢VLBI観測所・助教

※各コース１回受講可。詳しくはお問い合わせください。

※生徒作品

呉州赤絵小丸香合	漳州窯
明時代	17世紀前半 （国立国会図書館所蔵）
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夏のイチオシ

外国語
選べる150講座
WEBで全講座ご覧いただけます

こどもだって一流に学びたい

残席わずかの人気講座から
講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数

源氏物語をじっくりよむ 都留文科大学講師
伊東祐子

第2･4水曜
13:15〜14:45 16,848円 ⑤

もういちど日本史
信長とその時代①

日本体育大学准教授
舘鼻 誠

第2･4月曜
13:00〜15:00

10,108円 
教材費 259円 ③

大江戸物語・歴代将軍記 作家
林 えり子

第2木曜
10:30〜12:00

10,108円 
教材費 324円 ③

知られざる名演奏家
そして夭逝の天才たち

ＮHK交響楽団コンサートマスター
篠崎史紀(マロさん)

指定月曜
13:30〜15:00 22,464円 ⑤

今月の芝居・来月の芝居
歌舞伎をもっと愉しむ

演劇評論家
渡辺 保

第1･3･5土曜
10:30〜12:00 21,902円 ⑥

小島健の俳句と遊ぶ 俳人協会理事・「河」同人
小島 健

第4木曜
13:00〜15:30

12,150円 
教材費 64円 ③

わかる・作れる！
句会で学ぶ俳句

俳人・俳誌「天為」同人
岸本尚毅

第2土曜
13:00〜15:00 10,108円 ③

文章を書くコツ
初めの一歩

大宅賞受賞・
ノンフィクション作家
早瀬圭一

第1月曜
13:30〜15:00 10,108円 ③

やさしい短歌
「読む」から「詠む」へ

歌誌「まひる野」編集委員
中根 誠

第2土曜
13:00〜15:00 10,108円 ③

話すためのボイストレーニング
少人数クラス B

声楽家
林 義直

第1･3月曜
18:30〜19:15

15,724円 
教材費 108円 ④

おつとめ帰りの落語指南！ 落語家
三遊亭圓窓

第1･3金曜
18:30〜21:00 20,217円 ⑥

人づきあいをスムーズに！
大人のための話し方レッスン

フリーアナウンサー
（元ＮＨＫキャスター）
村松真貴子

第3水曜
19:00〜20:40

11,145円 
教材費 216円 ③

楽しい朗読 元ＮＨＫアナウンサー
中村 充

第2･4火曜
10:00〜12:15 16,848円 ⑤

日本庭園の美を訪ねて 作庭家
重森千靑

第1火曜
10:30〜12:00 7,128円 ②

かわいい季節の和菓子づくり お菓子ユニット
ユイミコ

第4土曜
10:00〜12:00

10,108円 
教材費 1,944円 ③

旬野菜の手仕事
信州の台所のひみつ

料理研究家
横山タカ子

第3水曜
13:30〜15:00

6,955円 
教材費 3,240円 ②

コントラクトブリッジ
入門基礎・プレイコース

日本コントラクトブリッジ連盟公認
ブリッジインストラクター
沖谷 邦・熊野桃子・鈴木秀子

毎水曜
10:00〜12:00

39,139円 
教材費 518円 ⑫

池坊 古典の花クラス
華道家元池坊教授
倉田克史
常盤智津子

第1火曜
13:30〜20:30 11,793円 ③

広山流 野の花 山の花をいける
広山流花道家元
岡田広山（監修） 
深澤智子（担当）

第1･3火曜
10:00〜12:00 17,560円 ⑥

人間国宝宮田哲男の芸を学ぶ
長唄

重要無形文化財保持者
宮田哲男

第 2･4 木曜
13:30 〜 15:30 24,948 円 ⑥

大塚文雄の民謡教室 日本民謡協会
大塚文雄・大塚文彦

第1･3･5木曜
10:30〜12:00 25,174円 ⑦

カラオケマスターコース オフィスVMC
佐々木裕正

第4火曜
13:00〜15:00

11,793円 
教材費 32円 ③

やさしいピアノ
グループレッスンⅠ

ピアニスト
河野由貴

第 2･4 火曜
16:05〜17:05 23,587 円 ⑥

クラシックのための
ヴォイストレーニング
名曲を歌いつくす

二期会会員、
東京家政大学非常勤講師
平山智香子

第2･4日曜
13:00〜14:30 19,656円 ⑤

よくわかる楽典入門
名曲の楽曲分析と伴奏付け

作曲家（東京藝術大学出身）
中山博之

第2金曜
10:30〜12:00

34,020円 
教材費 1,944円 ⑨

きくち体操 きくち体操代表
菊池和子

第2･4木曜
10:30〜12:00 20,217円 ⑥

痛み解消体操 エゴスキュー
エゴスキュージャパン代表
水野加津人（監修） 
白石和子・岩野幸代（指導）

第1･3金曜
10:30〜11:45 18,921円 ⑥

ソウル＆ディスコダンス JIN DANCE FACTORY
TOMO

第 2 土曜
17:30〜19:00 10,108 円 ③

気分はタカラジェンヌ
越乃リュウのダンスレッスン

元宝塚歌劇団月組組長
越乃リュウ

第 1･3 火曜
15:30〜16:45 20,217円 ⑥

ボタニカルアート
小柳クラスB

二紀会委員
小柳吉次

第1･3土曜
10:00〜12:00 21,578円 ⑥

油彩画教室 画家
北条 章

第2･4木曜
13:30〜15:30 25,531円 ⑥

油絵
背景の描き方

一水会常任委員
斎藤蕙子

第 1･3 火曜
13:30 〜 16:00 26,827 円 ⑥

旅の水彩スケッチ A イラストレーター
三好貴子

第2木曜
13:30〜15:30 11,113円 ③

油絵
大場クラス

独立美術協会会員
大場再生

第1･3月曜
10:15〜12:45 22,410円 ⑤

日本画
大矢紀クラス ※経験者対象

日本美術院同人
大矢 紀

第1･3木曜
10:00〜12:30 21,924円 ⑤

日本画人物制作 B 日本美術院同人
村岡貴美男

第2･4土曜
16:00〜18:30 22,410円 ⑤

パステル画 初級 現代パステル協会委員
高木匡子

第4火曜
13:30〜16:30 13,478円 ③

ペン彩で描く風景スケッチ
東京・横浜の風景を描く

「水陽会」認定講師
大賀 隆

第4木曜
11:00〜14:30 11,664円 ③

水彩画
不透明水彩を使って 加藤栄吾 第1火曜

13:00〜15:30 13,446円 ③

はじめての植物画 植物画家
西村俊雄

第2月曜
10:00〜13:00 10,789円 ③

日本画
大矢十四彦クラス ※経験者対象

日本美術院特待
大矢十四彦

第1･3木曜
13:30〜16:00 21,924円 ⑤

一目置かれるカメラマンになる方法
光と影の撮影レッスン

写真家
八幡 宏

第4土曜
13:00〜15:00

10,108円 
教材費 3,240円 ③

古布（こふ）でつくるハンドメイドバッグ
思い出の品を素敵にリメイク

紀屋デザイナー
さかくらのりこ

第1土曜
15:45〜18:15

10,789円 
教材費 18,360円 ③

やさしい和裁
仕立てと直し

和裁一級技能士
小久保美明 
小久保厚子

第1･3金曜
13:30〜15:30 20,217円 ⑥

イギリス刺繍
ニードルポイント 午後 ヴィクトリア会主宰

井口佳世子 ほか
第2･4火曜

12:30〜14:30 19,569円 ⑥

北欧デザインの刺繍 刺繍作家
立川一美

第3土曜
13:00〜15:00 9,784円 ③

水引むすび アート水引むすびの会会長
田村京淑 ほか

第2･4金曜
13:00〜15:00 20,930円 ⑥

モラⅢ カリブの民族手芸
初心者・経験者クラス

モラ研究所主宰
宮崎ツヤ子 ほか

第2木曜
10:00〜12:00 9,784円 ③

ハーダンガー刺しゅう 日曜 刺繍作家
竹内博子 ほか

第4日曜
13:00〜15:00 10,108円 ③

日本刺しゅう B アトリエ草乃しずか
新谷恵子・日根裕美子

第 2･4 土曜
10:00 〜 12:00 16,848 円 ⑤

パリのオートクチュール
ビーズ刺繍ジュエリー

火曜
エトワレ主宰
関根瑞希

第1火曜
13:00〜15:00 11,469円 

教材費別途 ③
日曜 第1日曜

10:00〜12:00

木の実とスパイスでつくるクラフト
トロッケンクランツ

ATELIER MAISON DECO主宰
三谷昌美

第4金曜
10:00〜12:30 11,469円 ③

佛像彫刻入門
癒しの仏たち「童仏」を彫る

佛師 言霊解造形作家
吉川瑞慶

第2･4金曜
15:30〜17:30 21,578円 ⑥

彫刻王子
三橋鎌幽の“鎌倉彫”

二陽堂 三橋流直系華陽会副会長
三橋鎌幽

第3土曜
10:15〜12:15 10,108円 ③

金敷駸房の楽しい実用書道
毎日書道展審査会員
金敷駸房 
鈴木芳樺（助講師）

第2･4金曜
15:30〜17:00 16,848円 ⑤

ゆっくり学ぼう
日曜の漢字

毎日書道会理事
室井玄聳

第1･3･5日曜
13:30〜15:00 20,217円 ⑥

いろいろ学べる楽しい書道
日展会員
石飛博光（監修指導）
毎日書道展審査会員
大多和玉祥・種家杉晃（指導）

第1･3･5土曜
11:00〜13:00 18,576円 ⑤

書の美に親しむ 毎日書道展審査会員
片岡重和

第2･4木曜
9:50〜11:20 22,291円 ⑥

はじめての書道 毎日書道会会員
今 和希子

第1･3金曜
10:30〜12:00 20,217円 ⑥

 スペイン・ラテンの名曲を歌おう

日本舞踊 花柳流

 気分はタカラジェンヌ
　 越乃リュウと歌おう！

本格 English ボーカルレッスン

 お勤め帰りの書道

 日本舞踊 宗家藤間流
　 1か月特別体験講座

 和楽器にふれてみよう
　 長唄三味線入門 3回講座

かなの基礎
高木厚人の百人一首に学ぶ

夜のはじめての書道

3ヶ月で学ぶ 
くらしの実務書道

清水先生のこども作文教室

こども俳句チャレンジ

祭ばやしに挑戦！

 日常の立つ・歩くを自分磨きの時間に 
　 産後ダイエットウォーキング

 ボディーワークであなたの声が変わる
　 魔法のヴォイストレーニング

ボサノヴァを歌う

こども ＨＩＰ ＨＯＰ

親子で楽しむテーブルマナーレッスン

有機甘酒＆みそ玉づくり

 中国語発音集中レッスン AB同内容

 Discussion in English Tedゼミ（レベル3～）

 英語で伝えたい ふつうの日本・ふしぎな日本

 やさしく しっかり スペイン語

 トン・ティアオ タイ 旅行タイ語会話 英会話準備クラス 楽しい ドイツ語 おさらいクラス

 やさしいフランス語入門 海外ドラマＤＶＤ英語学習法

Chiekoのピラティス
美Body Lesson

ぼんおどりへ行こう
「ゆかたde青山」編

はじめてさんのためのドラム
夏期講習

わくわくさんのつくってあそぼ
夏の思い出！花火をつくろう♪

きみも気象キャスターに挑戦！

家族で楽しむクラシック音楽入門！ ピアノ編

夏の自由課題はこれできまり！
国語力が育つ絵本音読教室

革のショルダーバッグを作ろう

メニューサンプル パフェを作ろう

万華鏡をつくろう

みんなで体験 寄席ばやしの稽古

 大人が変われば子供も変わる
　 姿勢と表情のためのリラクササイズ

古代ハワイの歌と踊り
50代から学ぶフラカヒコ

おやこでかわいい和菓子づくり
金魚と朝顔

 ３ヶ月で身体を変える
　 トレーナー山口絵里加の
　 美コア集中講座

■ 第1・3水曜 12:45〜13:55
■ 7/5から6回 （7〜9月） 
■ 26,956円 教材費 972円

■ 毎水曜 15:30〜17:00
■ 7/5から12回 （7〜9月） ■ 45,878円

■ 7/5、8/30、9/20（水）
19:00〜20:30

■ 会員 10,108円 一般 12,150円

■ 原則第2･4水曜 12:40〜14:05
■ 7/12から4回 （7〜9月） ■ 23,371円

■ 第1・3火曜 
　 19:00〜20:30
■ 7/4から6回 （7〜9月） 
■ 会員 20,217円 一般 24,300円

■ 7/7、14、21、28（金） 17:00〜17:30
（受講者15:00〜17:00まで見学可） ■ 15,292円

■ 7/15、7/22、7/29（土） 
　 ゆったりコース 12:15〜13:15 普通コース 14:00〜15:00  
■ 各コース 会員 11,793円 一般 13,834円

■ 第1･3日曜 10:30〜12:00 
■ 7/2から6回 （7〜9月） 
■ 21,578円 教材費 324円

■ 第2･4木曜 19:00〜20:30
■ 7/13から6回 （7〜9月） 
■ 20,217円

■ 第2･4金曜 13:00〜15:00
■ 7/7から5回 （7〜9月）
■ 会員 18,576円 一般 21,924円

■ 7/22、7/29、8/26（土） 15:30〜17:00
■ こども 10,368円

■ 第1･3･5金曜 19:00〜20:30
■ 7/7から6回 （7〜9月） 
■ 33,696円

■ 8/20（日） 10:30〜12:00
■ こども 3,369円

■ 8/5（土） 15:30〜17:00
■ 会員親子 4,492円
　 一般親子 5,616円

■ 7/10、8/21、9/11（月） 10:30〜12:00
■ 会員 10,108円 一般 12,150円

■ 第2・4金曜 10:00〜11:30
■ 7/14から5回 （7〜9月） 
■ 19,116円

■ 第2･4火曜 19:00〜20:30
■ 7/11から6回 （7〜9月） 
■ 18,921円 教材費 194円

■ 第1・3木曜
　 17:10〜18:30
■ 7/6から6回 （7〜9月） 
■ こども 21,578円

■ 8/2（水） 11:30〜14:00
■ 会員親子 5,616円 一般親子 6,264円 食事代 7,560円

■ 8/23（水） 13:30〜14:30
■ 会員親子 3,391円 一般親子 4,611円 
　 教材費 1,404円

■ A 9/6、13（水） B 9/20、27（水） 10:30〜11:50
■ 各クラス 会員 7,192円 一般 8,553円

■ 毎月曜 10:30〜11:50
■ 7/3から12回（7〜9月） ■ 43,156円

■ 毎金曜 19:30〜20:15
■ 7/7から9回 （7〜9月） ■ 32,367円

■ 7/23（日） 10:30〜12:00
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

■ 毎木曜 19:00〜20:30
■ 7/6から5回 （7〜8月） 
■ 会員 16,848円 一般 20,250円

■ 毎月曜 13:30〜14:50
■ 7/3から12回 （7〜9月） ■ 43,156円

■ 毎木曜 13:30〜14:15
■ 7/6から13回（7〜9月） ■ 46,753円

■ 毎火曜 10:30〜11:50
■ 7/4から10回（7〜9月） ■ 35,964円

■ 9/24（日） 13:30〜15:30
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

■ 第2・4日曜 11:00〜12:00
■ 7/9から6回 （7〜9月）
■ 16,848円

■ 6/29、7/6、8/3（木） 18:30〜20:30
■ 会員 8,100円 一般 10,108円

■ 8/21、9/4、9/25（月） 19:30〜20:15
■ 会員 9,720円 一般 11,664円

■ 8/10（木） 10:00〜10:45
■ 会員親子ペア 2,926円 一般親子ペア 3,596円
　 こどもおひとり追加 1,803円

■ 7/30（日） 10:30〜12:00
■ こども 3,034円 教材費 324円

■ 7/17（月） 14:00〜15:00
■ 会員 2,808円 一般 3,488円 小中学生 2,246円

■ 8/9（水） 10:30〜12:30
■ こども 3,931円 教材費 540円

■ 7/29（土） 10:00〜12:15
■ こども 3,369円 教材費 3,996円

■ 8/4（金） A 4〜6才 11:00〜12:30
B 小学生 13:30〜15:30

■ A 会員親子 4,158円 一般親子 4,838円
B こども 2,926円 教材費 ABとも 3,240円

※ 初めての方から今すぐご受講いただける講座です。（先着順）
※ ほとんどの講座が見学（一部有料体験）できます。 ※ 受講料は7〜9月分の料金です。

■ 7/24（月）
A テレイドスコープ 10:30〜12:30
B カレイドスコープ（オイルタイプ） 14:00〜16:00

■ こども 3,153円 教材費 A 1,296円 B 1,944円

■ 8/6（日）
　 10:00〜12:00
■ 会員親子 4,492円 一般親子 5,616円 
　 会員 3,369円 一般 4,050円

【プレ講座】 ■ 6/26（月） 10:30〜11:50 
  ■ 会員・一般 2,980円

■ 7/13（木） 19:00〜20:30
■ 会員 3,596円 一般 4,276円

■ 7/12（水） 13:30〜15:00
■ 会員 3,153円 一般 3,823円

■ 8/9（水） A 10:00〜12:00
 Ｂ 13:30〜15:30

■ 会員 親子ペア 5,616円 一般 親子ペア 6,296円 教材費 648円

定時講座 ■ 毎金曜15:00〜17:00
 ■ 7/7から12回（7〜9月） ■ 44,064円

定時 花柳寿圭恵 ■ 毎水曜 17:00〜18:00

講座 花柳君兆、花柳寿華 ■ 毎水曜 18:00〜20:00
 ■ 7/5から12回（7〜9月） ■ 45,878円

１day night lesson 
■ 7/28（金） 19:00〜21:00 ■ 会員 6,404円 一般 7,084円 教材費 1,404円

懐かしのスペイン・ラテン♪	名
曲を歌いましょう！

経験のない方から経験者ま
で指導いたします。内容に
ついてはご相談受付けます。

宝塚時代に多くの人を魅了し
た越乃さんと、宝塚ファンお
なじみの名曲を歌いましょう。

洋楽曲の呼吸法やキレイな発音強
制を含むヴォーカルレッスン。脳も
体も若返るフィジカルトレーニング。
「Fly	me	to	the	moon」など

基本の筆遣いから始
め、書くことの楽しさ
や表現力を学びます。
美しい文字は宝物にな
ります。お勤め帰りに
書道、始めませんか？

初心者から経験者まで、技量に応じて伝統に基づく古典舞踊を指導します。

基本から始め、３回で基本曲「松
の緑」の前弾きをお稽古します。

かな文字の線・形・流れの美しさを大切に「いろは」
から連綿、変体仮名へと基礎学習を進めます。

墨の香りに包まれ、
心落ちつく一時。静
かに自分と向き合え
る1時間半。分かり
やすく、丁寧に、書
の基本の基本から学
ぶことができます。

基本点画から始まり、のし袋や季節の
お手紙、宛名書きなど、くらしに役立
つ書道の実務力を身につけられます。

「何を書いてもいい。ただし読み手に伝
わるように書く」をモットーに作文を書
いてみましょう。作文が上達するコツも
伝授します。
【対象】小学生

目と耳と鼻と手、それからことばを
つかって、夏の景色を俳句にしてゆ
きます。作ったらお友達と見せ合っ
て句会をしてみます。
【対象】小学生

ワクワク浮き立つお祭りの音！太
鼓や鉦にチャレンジ！チャキチャキ
江戸の心意気を体験してみませ
んか？
【対象】小学生

ベビーと一緒にできる産後の引
き締めウォーキング・姿勢矯正
で、妊娠・出産で変化したボディ
ラインを整えましょう。

心と身体がつながった時に生まれる自
分の声を探す、ボディーワークと声を
出すクリニックの両方を行います。

ボサノヴァ界のトップ演奏
家のギターに合わせ、ポル
トガル語で歌う名曲の数々
を一回ごとに一曲をマス
ター。

ＮＨＫファミリーコンサー
トやAKB48	人力舎	な
どのダンスを指導する講
師に基礎から学びます。
【対象】小学生

着席の仕方。ナプキン、フォークナ
イフの使い方、レストランの過ごし
方など、フランス料理のフルコース
で一生の財産となるマナーを身につ
けます。【対象】5才～小学 6年	
【会場】汐留 FISH	BANK	TOKYO

こどもでも簡単につくっておいしく
いただける甘酒と味噌玉でつくるお
味噌汁。国産・無添加の有機食材
で日本のおいしさを味わいましょう。
【対象】４才～

普段使うことのない体幹を強
化し、美しい姿勢としなやか
な身体を作ることができるピラ
ティス。一緒に体感しましょう！

知っていそうであやふやなスタン
ダードから、地域色ゆたかな名曲ま
で、歌と体でマスターしてゆきます。
「ゆかたde青山」を目指します。

ドラムを叩いてみたいけど
続けられるかな？そんな方で
も安心！手ぶらで来てドラム
を叩いてみましょう！
会場：田端 RCCドラム教室

親子で楽しく作りましょう。
【対象】年少から小学３年生まで

当日の空の様子や天気図を見な
がら、「曇り時々雨の『時々』は
どんな意味？」など、天気につい
ての話を紹介。また手作りの簡単
な温度計を作ります。
【対象】小学 3年～6年

どこかで聴いたピアノ曲、作曲家の思いとその背
景のお話とともに生演奏を、楽しんでいただきます。
ショパン：子犬のワルツ、幻想即興曲、ノクターン	遺作
リスト：ラ・カンパネラ
ベートーヴェン：ピアノソナタ「月光」より
モーツァルト：トルコ行進曲	ほか
【対象】小学生～大人まで

学校や受験国語の読解力アップと苦手意識
払拭に繋がる音読法を学びます。録音を自
由課題にできる音読シートと録音用ＣＤ付き。
【対象】小学３～６年生

使いやすく、丈夫で、長く
愛せる自分だけのお気に入り
バッグを作ります。たくさん
の色や形の革の中から好きな
ものを選びます。
【対象】小学 1年～中学 3年

レストランメニューの
見本をつくります。
A はミニ パ フェ、
B はミニパフェと
ミニお弁当を作りま
す。

発音の基本と四声を学ぶ集中講座で
す。中国語が初めての方、発音を復習
したい方どちらもご参加いただけます。

映画、音楽、芸術作品等の
メディア使って楽しくディス
カッションします。西洋独特
のユーモアや文化的背景な
ども考えます。

初心者を対象としたクラスです。スペイン
語の文法の基礎からしっかりと学びます。

本音と建前、居酒屋、カワイイ…。外国人が疑問に思う日本人の日
常を英語で説明するコツを紹介。日本文化の面白さを紐解きます。

まったく初心者を対象としたクラスです。旅
行先ですぐに役に立つタイ語を学びます。

基本から学びたい方、
まずは 3カ月始めま
しょう。

基礎文法や発音、やさしい会話
を、楽しく学び、定着させましょう。
（定員３名）

７月スタート！仏語を初めて学ぶ方
を対象に、基礎文法や発音、易
しい会話を丁寧に指導。

DVDを使って生きた英語を効果的に学ぶ
方法をわかりやすく解説します。

世界にひとつの万華鏡をつくり
ましょう。宝箱のように美しい
世界がキラキラと映し出されま
す。夏休みの宿題にもぴったり。
【対象】小学生以上

名曲揃いの寄席ばやしを三味線
で稽古します。はじめての人、
三味線を持っていない人でも大
丈夫です。
【対象】小学生～大人まで

古典フラの楽曲をもとに、
大自然を身体で表現して
みましょう。祈りの歌も
学びハワイの歴史や文化
への理解を深めます。

子供たちの笑顔は大人の笑顔から。
自分にも周りにも安らぎを与え、心
身の健康改善につながります。夏休
み直前の「意識と気づき」のレッスン。

あんこを素材に、色づけ・形づけを体
験しましょう。夏にぴったりの金魚と
朝顔の和菓子を２つずつつくります。
【対象】小学生以上

全 6回講座で生活習慣美人
を手に入れる美コア方法を学
んでみませんか？

谷 めぐみ

花柳壽輔（監修）

越乃リュウ

柴田智子

西村桃林

藤間勘祖(監修)

杵屋勘五郎（監修）
手塚生都子（なつこ)

今 和希子

田中雅秋

清水義範

大高 翔

望月太左衛

ラクローズ響子

音喜多美佳
中村善郎

工藤綾乃

矢部惠子

河崎紘一郎

秦 敏

テッド・クウォック

パトリシア タカヤマ

江口裕之
中島マリンラリー・ニフィング ブリギッテ・ミヤ

鈴木順子
南谷三世

Chieko

石川美良

久保田雅人

南 利幸

後藤 泉

景山聖子

大関敏幸

花柳登貴太朗（指導）

藤間 弘・藤間利弥(指導)

杵屋廣吉・杵屋直光（指導）

澁谷健司（指導）

傍嶋飛龍

杉浦浩子

カトーエミイ

高戸ベラ

ユイミコ

山口絵里加
ソプラノ歌手

花柳流家元五世宗家家元

元宝塚歌劇団月組組長

昭和音大講師・ソプラノ

毎日書道展審査会員

宗家藤間流

宗家派家元七世 読売書法会理事

毎日書道会会員

日本賞状書士養成センター

小説家

俳人

伝統芸能教場 鼓楽庵代表

ポスチュアスタイリスト

日本声楽発声学会会員

ボサノヴァ奏者・シンガー

ダンサー

銀座フィニッシングスクール ティアラファクトリー主宰

マルカワみそ専務取締役

獨協大学講師

元 恵泉女学園大学教授

DELE (スペイン語能力試験)認定会話試験監督

ＮＨＫＥテレ『トラッドジャパン』講師（2009～2012年度）・通訳案内士・日本文化研究家 通訳・翻訳家

東京大学講師英語ブロガー

Basiピラティス認知講師

日本民踊石川流

NHKEテレ「つくってあそぼ」わくわくさん

気象予報士

ピアニスト

フリーアナウンサー、JAPAN絵本よみきかせ協会代表理事

大関鞄工房

ＲＣＣ講師

万華鏡作家

寄席囃子演奏家

ハワイ伝統舞踊研究家

リラクササイズ研究家

お菓子ユニット

スポーツトレーナー

撮影：上野照文
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定番人気の短期講座

こだわりの手仕事

現地講座

霞が関文化サロン入場無料

 開講時間が18時以降の講座。

＜入会と受講のご案内（会員規約抜粋）＞　●ＮＨＫ文化センターは原則会員制です。会員証は全国のＮＨＫ文化センター
で利用できます。入会金 5,000 円＋税（70 歳以上の方は無料、学生 1,500 円＋税）・有効期間３年間（以降も継続して受
講する場合の更新料は無料）●短期講座など一般料金の設定のある講座は入会せずに受講できます。●受講料は所定の期間
分を前納してください。期の途中から受講される場合は、残りの回数相当分の受講料をお支払下さい。●テキスト代や教材
費等、別途必要になることがあります。●講座は見学（20 分・無料）と体験（有料 ) ができます。（除外講座あり） ●講師
の都合などで日程、時間を変更することがあります。●受講者が極端に少ない場合、講師のやむを得ない事情等により、講
座を延期または中止することがあります。●受講を解約される場合は、受講料から手数料（200 円＋税）と、解約時期によっ
て所定のキャンセル料（受講料の 10％もしくは 20％）を差し引いて払い戻しいたします。入会金は原則払い戻しいたしま
せん。教材費は払い戻しできないことがあります。●料金のお支払は、現金、デビットカード、クレジットカード、振込（コ
ンビニ・郵便／要手数料）、ホームページでのクレジット支払がご利用いただけます。
＜個人情報保護について＞　NHK文化センターは、お客様の個人情報の機密保持に万全を期しています。お客様の個人情報は、講座に関する
連絡や、NHK文化センターからのお知らせに使わせていただくほか、お客様のサービス向上を図る目的で利用させていただきますが、ご本人
の同意なしに第三者に開示提示したり、提供したりすることはありません。

お申し込みの手順

※予約後2週間以内支払手続き　窓口・振込（郵便局・コンビニ）
〔受付〕月〜金 9:30〜20:00／土 9:30〜17:30／日 9:30〜16:00
〔休業日〕8/11（金）〜8/16（水）、9/23（土）

東京メトロ
半蔵門線・銀座線

都営大江戸線
「青山一丁目駅」
直結の好アクセス！

東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館４階
東京メトロ半蔵門線・銀座線／都営大江戸線「青山一丁目駅」下車、
南青山方面改札を出て新青山ビル西館地下1階よりエレベーターで

TEL.03-3475-1151電話で予約

ホームページにて
※ 24 時間受付中　クレジットカード支払

NHKカルチャー 青山

大久保信子の着つけの魔法
糸瓜でつくる夏の帯枕

五感で楽しむにほんの行事

がんの時代を生きる 実践から学ぶマインドフルネス
基礎編

鏡リュウジのタロット入門

民藝と茶の湯家族や大切な人の為に知っておきたい
リンパ＆ツボケア

つくりおき五味薬味で
美味しいやせごはん

押上の人気店 ＳＰＩＣＥ ＣＡＦＥ
夏のスパイス料理

人生が変わるマナーレッスン
ビジネスマナー接客編

ロシアの家庭の味

ブレケルさんに聞く
日本茶の楽しみ方

長期投資の先に広がる楽しい人生

美人な歩き方

夏を乗り切る皇帝献上茶

１日集中！ 
運をそだてる麻雀教室

都内のオープンガーデンに 行きましょう！

皇室御用達ワイン飲み比べと
フレンチランチ

ベルギー大使館を訪ねる

自然観察ウォーキング高砂部屋 朝稽古見学とちゃんこの会マダガスカル大使館を訪ねる

バスで行く
A 花歩き山歩き B 関東ゆっくり花の山歩き

銀座で楽しむ関門の“のどぐろ”と
日本酒の会

ミャンマーの文化と食を学ぶ

築地の名店に学ぶ イタリア料理教室築地見学
「松茸土瓶蒸し」と秋の江戸前すしを食べる

ミスターマティーニ今井清直伝のカクテルを味わう！
パレスホテル東京で学ぶ『ホテルバーの楽しみ方』

HIROKO TAKEDA 
FLOWER ARRANGEMENT LESSON

グルーで作る本格アクセサリー 
土曜ベーシックコース

スモッキング刺繍 
プリーターデモンストレーション

生花のレイメイキング スプレーバラのWILIミニチュア講座
12 scaleでつくるミニチュアファニチャー＆グッズ作り 1 

Tiny N 季節の花あしらい一生使える靴磨き術美篶堂製本工房 角背上製本
1000年続く北欧の伝統工芸
はじめての白樺樹皮クラフト

ハンガリー大使館を訪ねる

ブルキナファソ大使公邸

村上信夫さんが愛した帝国ホテル
伝統の味とサービスを楽しむ

母から子に伝えたい
季節を楽しむ記憶の作り方

フレッシュハーブの
夏野菜のピクルス

新しい時代の幸福論

どんな人でもこれならできる！
川合式開脚ストレッチ

花田美恵子のハワイヨガ おしゃれな
マイスタイルの作り方

有村実樹の
幸せ美人になる方法

タカラヅカのゆくえ

イギリスへ行こう！ ディープで快適な旅のすすめ

みつけよう マイカラー

顔ヨガ 3回で顔が変わる！
たった10秒で一生のアンチエイジング

女子アナメイクの秘密

お盆に心を込めた仏花 ～プリザーブドフラワーアレンジ～

はじめてのソープ・カービング

ずっと使える焼き菓子レシピ ひんやりサバラン

Mrs.BERRYのコンフィチュールとティーフーズ

予約の取れない料理教室 出張講座

伊賀焼窯元長谷園 おいしい土鍋活用術

『戦国時代の男と女』

7/21（金）
14:00～ 15:20

（開場13:30)

英語で着付け ゆかたを着せよう

「今日も、ごはん作らなきゃ」の
ため息がふっとぶ料理教室

抱き人形

はじめよう！ 一歩ずつの山歩き

■ 7/12（水） 15:30～17:30
■ 会員 3,369円 一般 4,050円 教材費 540円

■ 指定日曜 13:00～15:00
　 ※7月のみ土曜
■ 6/11から7回（6～2月）
■ 25,174円 教材費別途

■ 8/19（土）、9/2（土） 13:00～14:30 
　 9/16（土）、9/26（火） 15:30～17:00
■ 会員 13,478円 一般 16,200円

■ 7/5、7/19（水） 19:00～20:30
■ 会員 7,862円 一般 9,223円

■ 8/1（火） 19:00～20:30  
■ 会員 3,823円 一般 4,492円

■ 6/28、7/26、8/23、9/27（水）
　 15:00～16:30
■ 13,478円

■ 7/4（火） 13:00～16:00
■ 会員 10,108円 一般 10,789円

■ 7/18（火） 10:30～12:30
■ 会員 3,369円 一般 4,050円 教材費 1,296円

■ 7/11（火） 19:00～21:00
■ 会員 3,369円 一般 4,050円 教材費 2,160円

■ 7/25（火） 19:00～20:30
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

■ 9/12（火） 10:00～12:30
■ 会員 3,596円 一般 4,276円 教材費 3,240円 

■ 7/22（土） 13:00～15:00  
■ 会員 3,369円 一般 4,050円 教材費 1,944円

■ 7/22（土） 13:00～14:30
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

■ 8/27（日） 13:00～14:30  
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

■ 7/26、8/23、9/27（水） 15:30～17:00
■ 会員 10,108円 一般 12,150円 教材費 5,508円

■ 9/16（土） 13:30～17:30
■ 会員 6,739円 一般 7,419円

■ 6/29（木） 13:00～14:30 
現地見学 7/6（木） 9:45～13:30頃

■ 会員 8,640円 一般 9,936円 教材費 2,646円

■ 8/3（木） 12:00～14:30
■ 会員 8,640円 一般 9,288円

■ 7/8（土） 11:00～14:30
■ 会員 15,660円 一般 17,280円 飲食代含む

■ 7/11、8/8、9/12（火） 13:30～15:30
■ 10,368円

■ 9/2（土） 8:45～11:30
■ 会員 7,992円 一般 8,640円

■ 9/27（水） 11:00～14:30  
■ 会員 15,660円 一般 17,280円 飲食代含む

■ A 第4火曜 B 第4水曜 7:30～18:00
■ A 6/20から B 6/21から3回 （7～9月）
■ A 50,689円 B 47,090円

■ 8/26（土） 18:00～20:00
■ 会員・一般 20,000円

■ 6/16（金） 11:30～14:30
■ 会員 14,904 円 一般 15,984円 飲食代含む 

■ 7/18、8/29、9/19（火） 15:00～17:00
■ 29,160円

■ 9/2（土） 8:50～12:30
■ 会員 14,320円 一般 14,968円

■ 7/16（日） 12:30～14:00  
■ 会員 8,640円 一般 9,288円

■ 7/28、9/22（金） 
　 10:30～12:30
■ 7,862円 教材費 32,400円

■ 第2土曜 10:00～12:00 
■ 9/9から5回 （9～1月） ■ 19,116円 教材費 17,820円

■ 7/2（日） 10:00～12:30
■ 会員 6,177円 一般 6,858円 教材費 1,080円

■ 9/5（火） 19:00～21:00
■ 会員 3,369円 一般 4,050円 教材費 4,320円

■ 7/17、8/21、9/18（月）
　 13:15～16:00
■ 12,150円 教材費 6,804円

■ 第3日曜 午前 10:30～12:30 午後 13:30～15:30 
■ 各クラス 7/16から4回 （7～12月） 
■ 13,478円 教材費 25,920円

■ 9/6（水）  おうちの下駄箱まるごと編 10:00～12:00
　  本格派ビジネスシューズ編 19:00～21:00 
■ 各コース 会員 3,931円 一般 4,611円 教材費込み

■ 7/30（日） 13:30～16:30
■ 会員 3,369円 一般 4,050円 教材費 4,320円

■ A 7/2（日） 10:00～12:30 
　 B 7/2、7/16（日） 13:30～16:30
■ A 会員 3,931円 一般 4,611円 教材費 2,808円
■ B 会員 10,108円 一般 11,469円 教材費 3,132円

■ 6/21（水） 11:00～14:30
■ 会員 15,660円 一般 17,280円 飲食代含む

■ 6/8（木） 11:00～14:30
■ 会員 15,660円 一般 17,280円 飲食代含む

■ 7/6（木） 13:30～15:30 ■ 会員 12,960円 一般 13,608円

■ 7/9（日） 13:00～14:30  
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

■ 7/23（日） 10:30～12:30
■ 会員 3,596円 一般 4,276円 教材費 4,320円 瓶代含む

■ 9/17（日） 13:00～14:30
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

■ 6/23（金） 13:30～15:00
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

■ 7/23（日） 13:00～14:30  
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

■ 7/16（日） 10:30～12:30
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

■ 7/20、8/24、9/21（木）
19:00～20:15

■ 10,789円 教材費 3,000円

■ 7/21（金） 10:30～12:00
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

■ 7/31（月） 午前 10:30～12:30 午後 14:00～16:00
■ 各クラス 会員 3,369円 一般 4,050円 
　 教材費 216円

■ 7/18、8/1、8/22（火） 13:00～14:30
■ 会員 13,478円 一般 15,519円

■ A 7/8（土） Ｂ 8/6（日） 午前 10:00～13:00 午後 14:00～17:00
■ 会員 4,946円 一般 5,616円 教材費 2,484円

■ 7/6（木）10:00～11:30
■ 会員 3,369円 一般 4,050円 教材費 4,320円

■ 7/22（土） A10:15～12:15 B 13:30～15:30 ■ 4,050円 教材費324円

■ 8/31（木） 13:00～15:00
■ 会員 3,434円 一般 4,104円 教材費 1,512円

■ 7/14、9/8、9/29（金） 10:00～12:00 
■ 会員 10,789円 一般 12,830円 
　 教材費 3,240円

■ A 7/13（木） B 8/5（土） 
　 10:00～12:00
■ ABとも 会員 3,369円 一般 4,050円 教材費 2,376円

■ 8/29（火） 
　 午前 10:30～12:30 午後 14:00～16:00 
■ 会員 3,434円 一般 4,104円 教材費 1,296円

【講義のみ】 会員 4,050円 一般 4,719円
【観劇セット】 会員 12,849円 一般 13,519円

【講義】＠青山教室
7/22（土） 13:00～ 15:00

【観劇】＠東京宝塚劇場
花組公演『邪馬台国の風』『Santē!!』
① 7/30（日） 15:30公演
② 8/1（火） 18:30公演
③ 8/2（水） 13:30公演

会場：霞が関ビルプラザホール
（霞が関ビル1階 虎ノ門駅 ⑪ 徒歩2分）

■ 7/3、7/17（月） 13:30～15:00 
■ 会員 7,192円 一般 8,553円

■ 7/29（土） 
　 A 仕込み・活用術（ランチ付き） 10:00～12:30
　 B 献立づくり（おやつ付き） 13:00～14:30
■ A 会員 3,596円 一般 4,276円 教材費 1,080円
■ B 会員 3,369円 一般 4,050円 教材費 324円

■ 7/14、7/28（金） 13:30～15:30
■ 会員 8,985円 一般 10,346円 教材費 6,000円

■ 9/10（日） 13:00～14:30
■ 会員 3,369円 一般4,050円

スペシャルメイクレッスン
■ 8/20（日）10：00～13：00 ■ 会員 16,178円 一般 16,848円 教材費 3,780円

今回は糸瓜をつかっ
て自分の背中にフィッ
トして美しく仕上がる
快適な帯枕を作りま
す。

季節の飾りやお供えもの
を作ったり、おやつや旬
の一品を味わったりしな
がら、現代の暮らしでの
楽しみ方を学びます。

治療の最新情報、 がんに
なったらどうする、予防など

「がんの時代を生きる」知
恵を学びます。

（協力 日本癌学会）

マインドフルネスの基本
的な考え方を紹介する
とともに、 実践を通し
てその先に見えるもの
を参加者と共有したい。

タロットの誕生の秘密か
ら具体的な占い方まで
その全体像をわかりや
すく解説します。 入門
者から一歩進んだ方ま
でぜひどうぞ。

独自の美しさを見
出した二つの視
点が見出した生
活道具の美しさ
から、 現代社会
で求められる物
の姿を探ります。

講 義 60 分、 実 技 120
分で経絡とリンパを流し
て体をリセットしながら、
日常生活を楽にする方法
を集中的に学びます。

暑い季節の食の知恵。五味
薬味を使った炊飯器参鶏湯・
卵サンド・海老塩焼そば他２
品ご紹介。薬味の効能で身
体もスッキリ。

スパイスのお話、とっ
ておきレシピのデモン
ストレーション、前菜
３種＆魚カレー＆野菜
カレーの美味しい夜
ごはんをお楽しみに。

心をつかむ接客マナー
の基本、電話応対、来
客対応、クレーム対応
の基本など、相手の立
場に立ったおもてなしの
心を学びます。

ガルショーク ペ
リメリ ビーツサ
ラダ デザートと
お約束のロシア
ンティーのスペ
シャルメニュー
です。

スウェーデン出身のブ
レケルさんならではの
視点で、日本人も知
らない、本当に美味し
い日本茶の楽しみ方を
教えていただきます！

長期投資って簡単なこ
と。 生活者にとって大
事な企業を応援してい
く考え方と、殖えるお
金の「カッコ好い使い
方」のお話。

「ダラダラとした 100 歩
より正しい１歩」を合言葉
に、日々の生活の中でキ
レイになれる歩き方や美容
法、美人になるマインドを
伝授。

歴代皇帝が愛したお茶
など厳選した 3 〜 5 種
類のお茶を、薬膳スイー
ツと共に味わいます。

講師歴 30 年以上の土
田プロが講義と実践を
通して、麻雀の本質と
マナー、運の育て方を
伝授。未経験者も大歓
迎。

東京の普段は未公開の素晴らしい個人
のお庭を巡ります。お庭づくりや暮らし
のヒントがきっと見つかります。

山梨が誇る皇室御用達ワイン”シャトー・
ルミエール”を中心に飲み比べます。季節
のスペシャルランチもお楽しみに！

フランダースの犬でも有名なベルギー。
芸術文化 歴史を学び大使夫人による
コーヒーのデモンストレーションもお楽し
みいただきます。

街なかの緑地を、プロの自然案内人
と、かれんな野草の花、ユニークな
樹木の実、美しい野鳥を愛でながら、
ゆっくりと歩きましょう！

名門高砂部屋で、9 月場所間近の
朝稽古を見学した後、部屋の特製
ちゃんこ鍋をいただきます。
最寄駅：都営浅草線本所吾妻橋駅

マダガスカル島は、世界で 4 番目に大き
な島です。世界でも珍しい動植物が見る
ことができます。マダガスカルの知られ
ざる魅力を学びます。

花や景色を楽しみゆっくり歩きます。新宿から貸切バス。【旅
行企画・実施】株式会社日放ツーリスト( 観光庁長官登録旅
行業第 665 号 ) 利用バス会社：さがみエンヂニアリング㈱

関門海峡の美味しいお魚と日本酒をお
楽しみいただきます。

【会場】東京銀座の日本料理店「海人」

「NHK ほっとアジア」でミャンマー
料理を教えているマヘイマ先生
が、代表的な料理を紹介します。
料理はフルコース。

【会場】高田馬場 ミンガラバー

家庭でも手軽にできてしかもおいし
い創作イタリア料理を、今話題のシェ
フに直接教えていただきます。

【会場】築地ボンマルシェ

日本一の台所「築地」。場内市場巡
りに季節の松茸料理とウニ、アワビ、
松茸の江戸前すしを味わいます。

伝説のバーテンダーが活躍した「ロイヤルバー」。直弟子が作る
「ドライマティーニ」を含む 2 杯のカクテルをお楽しみ頂きます。
【会場】パレスホテル東京 ロイヤルバー

シンプルスタイリッシュなフラワーアレンジメントを
暮らしのアクセントに。デモンストレーションを交
えながらワンランク上のスタイルをご提案します。

スワロフスキーなどのパーツを粘土
状のパテにデコする手芸。大人の
女性向けのアクセサリーを作るため
の基本テクニックを学ぶコースです。

スモッキング刺繍に便利な「プ
リーター」の実演と、寄せた
布を使い基本のステッチ 3 種
類の実習も行います。

一度は作ってみたいバラの
レイ。鮮やかなピンクのス
プレーバラをラフィアで巻
いて作る WILI スタイルの
レイです。

制作のコツの説明後、作
品を作ります。

暮らしの中に季節の花
を、心に栄養を。生花
はもちろん、朽ちても
尚味わい深い花のあし
らい。

毎日のおやつに、ご挨拶のお土産に、オ
レンジソースを加えた爽やかなサバラン
ほか１品。講師新刊レシピ本プレゼント！

今期はマンゴー、洋なし、ブラムリーの
コンフィチュールをご紹介。

A 夏のほめられ持ち寄りレシピ
B 旬の魚をとびきり美味しく

オリーブライス、カポナータとクスクス、塩鶏、
イチジクのサワーコンポート、本格燻製を予定。

お気入りの靴を大切に履き
続けたい貴方へ、自宅でで
きる靴磨きの基本からトラ
ブル対処までお教えします。

長野県に製本所、神保
町にショップがある製本
工房の職人技を学びま
す。ハードカバーのノー
トを作成。

（188×133 ミリ）

A：はじめてのカゴ
B：ハンドル付きクラッチバッグ
　（経験者対象）

ハンガリーは、独立のための歴史的な戦いを知る人も
多いのではないでしょうか。まだ知られざるハンガリー
の魅力を大使館で学びます。【会場】三田

西アフリカに位置する共和制の
国です。田園調布にある素敵
な公邸で大使夫人にお話を伺
います。

【会場】田園調布

世界に通用するテーブルマナーを、お食事を
楽しみながら学びます。お土産つき。

【会場】ラ ブラスリー（タワー棟 B1 階）

思い出を残す方法は「あた
たかい記憶」でありたい。
持たないことは、工夫を育て
る。工夫は、楽しみを生む。
季節を通して１日１日大切に
過ごす方法をお伝えします。

フレッシュな夏野菜
を使ったピクルスを
作ります。夏のハー
ブの活用法も学びま
す。

発行部数１６万部を突破した『ぼくたちに、も
うモノは必要ない。』の著者が語る、お金やモ
ノでは手に入らない「幸せ」について。

この方法なら、どんな
人でも必ず開脚できる
ようになります。スト
レッチの基本をおさえ
れば、あなたはもっと
柔らかくなれる！

ハワイ在住の花田さんのスペシャル
ヨガクラス。波の音を聞きながら、
正しい姿勢、呼吸法、精神と体の
バランスを整え、リラックスした時
間を過ごしましょう。

派手でも、地味でも、トレンドで
もない。大人を素敵に見せる「シ
ンプルシック」スタイルの秘訣を、
今年 70 歳の人気ファッションブ
ロガーが伝授。

キレイに関するいろんなテーマをじっ
くりお話しして、あなたのキレイを
プロデュース。

恋愛の衰退とバーチャル化の進展で
宝塚はどこへ？作品・タカラジェンヌ・
ファンの変遷とこれからに、社会学
的に迫ります。公演見所解説も。

英国本やガイドブックの著者が、観光や旅
の英語など奥深い英国の魅力をご案内。

日本の着物文化や着付けについて英語で紹介してみませんか。
外国の方に人気の、浴衣の着付けで練習します。

アナウンサーにメイク指導している講師による究
極のナチュラルメイクレッスン。（30 歳以上対象）

少しの準備と楽しいアイデアで「め
んどくさい」が「やってみたい！」に。
※セット受講は万能タレのお土産付き。

エミリちゃんは木綿素材の
抱き人形です（身長約 25
㎝）。2 回のレッスンで仕上
げます。初めての方にも作
りやすい人形です。

山歩き初心者が最初の一歩を踏み
出すための工夫や快適に過ごすコ
ツ、そして何よりも登山の楽しさを
お伝えします。（講義形式です）

長く飾る事ができるプリザーブドフラワーの仏花です。

良い香りの石鹸をお花の形に彫刻しま
す。ナイフ一本で手軽に始められます。

大久保信子

広田千悦子

中釜 斉 ほか

山口伊久子

鏡リュウジ

鞍田 崇
渡辺佳子 ほか

番場智子伊藤一城

矢部惠子

ブレケル・オスカル

澤上篤人

仁香

登喜藍泉雅

土田浩翔

森山みちこ
ベルギー大使館

佐々木 洋松田哲博マダガスカル大使館

高橋 修
森本寿子

マヘイマ

薄 公章
築地専門ガイド ほか小糸則夫

竹田浩子坪内史子堅田美枝子
大谷幸生

宇田泰子

岡本典子
長谷川裕也

上島明子 ほか
椿沢主税

ハンガリー大使館

ブルキナファソ大使館

特別講師

マキ

北川やちよ

佐々木典士

川合利幸

花田美恵子 佐藤治子有村実樹

山田昌弘 （ゲスト）
中本千晶

小関由美

舟橋由香

篠原もとこ

宮澤結弦

大石和美

村上恵子

木村幸子

赤曽部麗子

馬場香織

竹村謙二

井沢元彦

小糸則夫

長尾万里子
石川 栄

米山マリ

四角友里

小谷野スミレ

田内しょうこ
萩原昌子

きものスタイリスト

日本の文化・歳時記研究家

国立がん研究センター
理事長・総長 日本マインドフルネス学会理事・事務局長

占星術研究家

明治大学准教授・哲学者
経絡リンパマッサージ
協会代表理事

料理研究家ＳＰＩＣＥ ＣＡＦＥオーナーシェフ

銀座フィニッシングスクール
ティアラファクトリー主宰

日本茶インストラクター

株式会社さわかみホールディングス代表取締役

モデル・ウォーキングアドバイザー
姿勢アドバイザー

ティーライフコーディネーター

最高位戦日本プロ麻雀協会 特別顧問 

オープンガーデン専門家

マンジェ・エ・ボワールNAGAOソムリエ

プロ・ナチュラリスト高砂部屋マネージャー

植物写真家
銀座「海人」女将

ミャンマー日本カルチャーセンター

築地ボンマルシェシェフ
築地インフォメーションセンターパレスホテル東京 レストラン部バー・ラウンジ課 支配人

フラワーデザイナースタジオRoom*T主宰スモッキング・コルベイユ主宰
UMAHANA

ミニチュア・ドールハウス作家

花生師Brift H（ブリフトアッシュ）美篶堂（みすずどう） 白樺クラフト「コイブ（koivu）」主宰

帝国ホテルレストラン部

シンプルライフ研究家

ハーブ研究家

ミニマリスト･作家･編集者

ストレッチ屋さん代表取締役
ストレッチトレーナー

タレント・ヨガインストラクター
madame Hモデル

社会学者
演劇ジャーナリスト

イギリス文化研究家

スタジオHOW カラー＆イメージコンサルタント

顔ヨガ講師

メイクアップアーティスト

英国式フラワーライフ協会代表

Carving Bee主宰

洋菓子研究家

コンフィチュール・料理研究家

料理研究家・スパイスコーディネーター

伊賀焼窯元長谷園 土鍋コーディネーター

作家・歴史研究家

コーディネーター

コーディネーター

人形作家

アウトドアスタイル・クリエイター

石田節子流着付け教室講師・英会話講師

料理研究家

ロシア料理研究家

ⓒ宝塚歌劇団

【申込方法】■ハガキ 1枚で2名まで申込み可 郵便番号・住所・氏名・
電話番号・「0721」・人数：2名の場合それぞれ必要項目を明記。■申
込先〒107-8601東京都港区南青山1-1-1新青山ビル西館4階 ＮＨＫ
文化センター「霞ヶ関文化サロン0721」係り【締切り】7/1（土）必着。
応募者多数の場合は抽選。「入場整理券」をお送りします。 定員250名

■ 主催：霞会館、尚友倶楽部、昭和会館
■ 協賛：三井不動産 ■ 協力：ＮＨＫ文化センター
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