
1開講時間が18時以降の講座。
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① ② ③

ドミニク・チェン
早稲田大学准教授

9/19(木) 
19:00～20:30

内田 樹
神戸女学院大学名誉教授
10/10(木) 19:00～20:30

数々のヒット曲を世に
送り出してきた都倉
俊一氏が、楽曲制作
のエピソードや今後
のエンターテイメン
トについてお話し
ます。

都倉俊一
作曲家、プロデューサー

■ 12/12(木） 13：00～14：30 
■ 会員 4,004円 一般 4,697円

私の音楽人生

若村麻由美俳優
一般社団法人
「レッシュプロジェクト」代表
廣戸聡一
俳優として身体の動きへの関心の
高い若村さんと、総合身体『レッ
シュ理論』を提唱する廣戸さんによ
る、身体美についての対談です。

■ 10/24（木） 19：00～20：30 
■ 会員 5,720円 一般 6,864円

廣戸聡一対談シリーズ②
和装の美しい身体
若村麻由美 × 廣戸聡一

大久保信子きものスタイリスト
プレジデント社『七緒』編集長
鈴木康子

ワンランク上のコーディネー
ト術から着付けのお悩みQ＆
Aまで、着物ともっと仲良く
なれる秘訣をお伝えします。

■ 10/4（金） 
　 15:30～17:00 
■ 会員 4,004円  一般 4,697円 

着物のおしゃれ コツのコツ

「ブラタモリ」「おはよう
日本」で活躍の林田ア
ナが番組の舞台裏や
エピソードを語りま
す。

有馬嘉男
「ニュースウオッチ9」キャスター NHKアナウンサー

報道の最前線で仕事をす
ることや目指すキャスター
像についてお話します。

■ 11/24（日） 10:30～12:00 
■ 会員・一般 2,750円 

「ニュースウオッチ9」
キャスターとして記者として

林田理沙

■ 10/5(土) 
　 10:00～11:30 
■ 会員・一般 2,750円

「ブラタモリ」と
ニュースの日々

圧倒的なボリュームに誰も
が尻込みしてしまうこの作
品の読みどころ、楽しみ方を
大公開。

ドストエフスキー作品が現
代人に何を問いかけるの
か。奥深い読み解きをお
届けします。

鹿島 茂明治大学教授
放送大学教授 野崎 歓

おねんどお姉さん 岡田ひとみ

■ 10/4（金） 19：00～20：30
■ 会員 4,004円 一般 4,697円

■ 11/21（木） 19：00～20：30
■ 会員 4,004円 一般 4,697円

亀山郁夫名古屋外国語大学学長
沼野充義東京大学教授

今こそ、ドストエフスキーを語ろう！

シニア世代の女性が対象の
ヘア・メイク・ファッションの
トータルビューティ講座。
素敵に年を重ねていくため
の美の秘訣をお伝えします。

ヨグマタ相川圭子ヒマラヤ大聖者
インド政府に公認された
史上初の女性ヒマラヤ大
聖者が、深く輝く本当の自
分に目覚めて、心豊かに
生きる方法を伝えます。

■ 12/4（水） 19:00～20:30 
■ 会員 4,576円 一般 5,269円 

こころの曇りを取って晴れやかに生きる

川邊サチコ、川邊ちがや
トータルビューティークリエーター

音楽評論家

■ 10/31（木） 
　 13:00～15:00 
■ 会員 5,720円 
　 一般 6,864円 

これからの
大人マダムのおしゃれ

4人の著名人が古典を現代的視点で捉えます。対談相手 安田登（能楽師）

■ 4回 会員 9,592円 一般 10,950円 ■ 学生無料
　 ※1回受講可（要問合せ）

スズケン市民講座
人間を考える「役に立つ古典」

時代をこえて長い歴史を紡いできた名家のご当主が
わが家の歴史や家訓、地域への思いを語ります。
①10/28（月）南部藩と武士の道
②11/18（月）冷泉流歌道八百年の歴史と文化
③12/16（月）越前松平家よもやま話
■ 13:00～14:30 
■ （3回） 会員 10,296円 一般 12,375円 
■ （1回受講可） 会員 3,894円 一般 4,576円 

当主が語る「名家の家訓」

南部利文
南部家当主

冷泉為人
冷泉家当主

松平宗紀
越前松平家当主

伊藤政則
1977年に初来日公演を
行い、今年1月より3年
に及ぶワールドツアー
を開始するKISS。史上
最大規模のファイナル
ツアーについて語り
ます。

■ 10/27（日） 16：30～18：00 
■ 会員 3,663円 一般 4,356円

KISS 最後の来日ツアーを
伊藤政則が語る

佃 一輝一茶庵 宗家

■ 12/1（日） 13：00～14：30 
■ 会員 4,125円 一般 4,807円 

出版記念特別講座
泉屋博古館『名品の文房具』

インターコンチネンタル商事合同会社
シガークラブ事業部ゼネラルマネージャー
ワインとよく似た性質を持つ究
極の嗜好品である葉巻。キュー
バ産の高品質の葉巻の魅力と
歴史文化をお伝えします。
■ 10/11（金） 14：00～17：00 
■ 会員 3,432円 一般 4,125円 
　 教材費 4,950円 （葉巻 モヒート代含む） 会場：東麻布

葉巻大国キューバ
シガーの歴史文化に学ぶ

ゴッホとゴーギャン、それぞれの人生、画家と
しての旅路を辿ります。講義後は、講師を囲み
シチリア料理のお食事会をお楽しみください。

今年12月、生誕250周年を迎え
るベートーヴェンの傑作、交響曲
第9番の誕生秘話についてお話し
します。当日はスペシャルゲストを
迎え、演奏も予定。

木村泰司西洋美術史家

■ 9/28（土） 16:00～20:10 
■ 会員 19,656円 一般 20,336円
　 （お食事・フリードリンク代込み）
　 【会場】講義：青山教室、
　          お食事会：ロッツォシチリア白金

ゴッホとゴーギャン それぞれの旅路
白金の名店でのお食事会付き

中根まき

■ 第3水曜 13：00～15：00
■ 10/16から6回 （10～3月）
■ 25,410円 教材費 660円

皆さんの身体は素敵な楽器です！
紅白出場の実績を持つ歌手を講
師に、誰でも簡単に美しい声で
歌えるようレッスンします。ロン
ドンデリーの歌、赤とんぼ他。

鈴木慶江
のりえ

ソプラノ歌手

世界の名曲を日本語で歌う

松田亜有子アーモンド株式会社 代表取締役
『クラシック音楽全史』著者

■ 【講義+演奏】 12/14（土) 13：30～15：00 青山教室
　 【コンサート】 12/20（金） 19時開演 
 　　　　　　　 ベートーヴェン『第九』特別演奏会
　 (東京フィルハーモニー交響楽団) 
　  Bunkamuraオーチャードホール（S席）
■ 会員 14,476円 一般 15,169円

ベートーヴェン第九への誘い
『第九』特別演奏会鑑賞付き

皆様からのリクエスト曲を基に、
生演奏とトークをお届けします。

俳人による句会を「目の当たり」
にして、選句・句評を学ぶ。お一人
1句投句、句評つき。

蓑田秀策 ほか

一般財団法人
100万人のクラシックライブ代表理事

■ 第1日曜 15:30～17:00 
■ 10/6から6回 （10～3月） ■ 27,456円 

新進気鋭の演奏家が貴方の
リクエスト曲に応えるクラシックライブ！！

濱村繭衣子京都造形芸術大学・早稲田大学講師
ちょうど100年前、巻物
から掛軸へと姿を替えた
名品「佐竹本」の魅力と
謎に迫ります。
■ 10/27（日） 
　 10:30～12:00 
■ 会員 4,004円 一般 4,697円 

「佐竹本三十六歌仙絵」の謎に迫る
数寄者が愛した名品

松田亜有子お話：

演奏：

プログラム：

アレッサンドロ・ベヴェラリ

アーモンド株式会社 代表取締役
『クラシック音楽全史』著者
東京フィルハーモニー交響楽団
首席クラリネット奏者

石井美由紀ピアニスト
「クラリネット協奏曲第1楽章より」他

モーツァルトが傑作オペラを目指したのはなぜか？お話とともに、モー
ツァルトがこよなく愛したクラリネットの演奏をお楽しみください。
■ 9/21(土) 11：00～12：30 ■ 会員 4,492円 一般 5,173円

モーツァルトの世界へ 演奏とお話小倉康之玉川大学教授
レオナルド・ダ・ヴィンチやカラヴァッ
ジョなど、巨匠たちの絵画の意味を
図像学の方法によって解読します。
■ 10/28、11/25（月） 10:30～12:00 
■ 会員 7,568円 一般 8,932円 教材費 330円 

西洋美術史入門
図像学による謎解き

菊池良生明治大学名誉教授
一族の華麗なる足跡を通して、帝
国、ひいてはヨーロッパ全体の歴
史への理解を深めます。
■ 第1月曜 15:30～17:00 
■ 10/7から6回 （10～3月） ■ 22,704円 

ハプスブルク家を彩った人々

イギリスの代表的な詩人たちに
ゆかりの地やうたわれた風景な
どをその詩とともに紹介します。

なにかと“実生活”に関心が集まる太
宰ですが、“物語作家”としての太宰を
中心に取り上げます。

江戸の文化を代表する浮世絵
鑑賞のポイントを、その技法、
歴史や風俗から学びます。

多くの経営者が愛読し経営に活かした
『孫子』をビジネスに応用解説する３回
シリーズ。

教皇が発表した書籍や対談集を読
み解き、その思想を浮き彫りにする
ことによって、現代世界が直面する
諸問題の解決の糸口を探ります。

『ライ麦畑でつかまえて』など多くの名
作を残したサリンジャー。その魅力と世
界を味わいます。

気象や災害を分類し、日本史・世界史のエピ
ソードとともにその実態を探っていきます。

早稲田大学教授

千葉市美術館副館長兼学芸課長

山本芳久東京大学准教授

市川 仁中央学院大学教授

■ 10/28（月） 15:30～17:00 
■ 会員 6,864円 一般 7,557円 
　 Jシニアーズアカデミー共催

詩人たちと語るイギリスの風景

木村泰司西洋美術史家
美術に対する造詣は欧米のエリート階級
にとって必須の教養、コミュニケーショ
ン・ツールです。今期は、ギリシャ美術か
ら初期ネーデルラント絵画をたどります。
今期開講！ 土曜クラス■ 第3土曜 13:30～15:00 
■ 10/19から6回 （10～3月） ■ 22,704円 教材費 660円 

世界のビジネスエリートが
身につける教養「西洋美術史」

石原千秋
生誕110年 太宰治をよむ

立石博高
東京外国語大学名誉教授（前学長）

国民文化と地域文化の葛藤に焦点をあ
てながら、18世紀から現代までの歴史
過程を概観します。
■ 毎水曜 15:30～17:00 
■ 11/6から6回 （11～12月） ■ 41,184円 
　 Jシニアーズアカデミー共催

近代スペイン文化史
18世紀から現代まで

深田麻里亜東京藝術大学講師
イタリア・ルネサンスを代表する画家ラファエロ
の生涯と作品を紹介し、その魅力を探ります。
■ 10/5、11/2、12/7（土） 
　 10:30～12:00 
■ 会員 11,352円 一般 13,398円 教材費 330円 

ラファエロ
イタリア・ルネサンス美術の優美と変革

田辺昌子

■ 10/17、11/21、12/19（木） 13:30～15:00 
■ 会員 12,012円 一般 14,091円

浮世絵という江戸の幸福
その歴史と魅力

山本芳久東京大学准教授
古代から現代に至る様々な基本文献を読
み、三大一神教の類似性と相違を丁寧に
解説し本質を浮き彫りにします。
■ 第2土曜 10:30～12:00 
■ 10/12から6回 （10～3月） ■ 22,704円 

長尾一洋
(株)NIコンサルティング代表取締役、孫子兵法家

■ 10/18、11/15、12/6（金） 
　 19:00～20:30 
■ 会員 12,012円 一般 14,091円
　 1回受講可 会員 4,576円 一般 5,269円

孫子の兵法をビジネスに活かす仕事術

教皇来日記念 教皇フランシスコの思想

船橋洋一
元朝日新聞社主筆

元NHK国際放送局長
佐藤俊行 ほか
国際ジャーナリストが、ホット
なテーマを取り上げ、激動
する世界の動きを読み解
きます。
■ 指定水曜 
　 15:30～17:00 
■ 10/16から6回 （10～3月） 
■ 22,704円 教材費 660円 

世界の“今”を読む

都甲幸治早稲田大学文学学術院教授

■ 第1金曜 19：00～20：30 
■ 10/4から6回 （10～3月） ■ 24,750円

■ 11/3（日）13：00～16：15 
■ 会員 8,008円 一般 9,383円

すばる望遠鏡建設から20年。これ
までの研究成果の解説後、観測現
場を見学します（予定）。

田中賢幸 ほか国立天文台ハワイ観測所准教授
すばる望遠鏡が見つめてきた宇宙

忠臣蔵の華・吉良邸討ち入り。
計画・実行の舞台裏を語ります。

冨澤信明新潟大学名誉教授

忠臣蔵・318年目の真実
堀部安兵衛活躍の真相に迫る

■ 12/13(金) 10:00～12:00 
■ 会員 4,004円 一般 4,697円

生誕100年 サリンジャーが好き！

渡部潤一国立天文台副台長
宇宙研究の分野では常に新しい成果が出
ています。今年のニュースを解説します。
■ 12/7（土） 10:30～12:00 
■ 会員 4,004円 一般 4,697円 

２０１９年の天文学ニュース

田家 康
日本気象予報士会 東京支部長

■ 第2･4火曜 19:00～20:30 
■ 9/10から6回 （9～11月） 
■ 会員 20,467円 一般 24,600円 1回受講可

歴史を変えた気象・災害

今井 聖 坊城俊樹岸本葉子 大高 翔
■ 11/17（日） 10:00～13:00 
■ 会員 4,807円 一般 5,500円 

歯と健康寿命の関係性、日常生活
でできる歯・口腔ケアの方法等につ
いてお話しします。

久保田智也

クボタデンタルオフィス院長
日本歯科医師連盟 前理事長

■ 10/5（土） 10:30～12:00 
■ 会員 4,004円 一般 4,697円 

歯の健康で10年長生き
一生自分の歯で食べよう

長期化するシニア期を自分らしく生き
るために大切な住まい選び。「友だち
近居」の実践や取材を通して得たシニ
アの住まい方をお話します。

村田幸子元ＮＨＫアナウンサー・解説委員
福祉ジャーナリスト

人生100年時代、誰とどこでどう住まうか

勝目 卓番組ディレクター
筋肉は裏切らない！「みんなで筋肉体操」の制作者
が番組の魅力や制作の舞台裏をお話しします。
■ 9/29（日） 10:30～12:00 ■ 会員・一般 2,700円 

「みんなで筋肉体操」制作の舞台裏に迫る！

■ 11/29（金） 14:00～15:30
■ 会員 4,004円 一般 4,697円
　 【会場】国立天文台（三鷹）

玉川奈々福浪曲師

10/3(木) 
19:00～20:30

いとうせいこう
作家、クリエイター

11/28(木) 19:00～20:30

安田 登
能楽師

１００分de名著特別講座

■ 4回通し受講
　 Ｓ席 54,001円
　 Ａ席 48,004円
　 Ｂ席 41,602円
　 ※1回受講可（要問合せ）

N響を100倍楽しむ
リハーサル見学（イヤホン解説付）+講座+定期公演鑑賞
【主催：NHK交響楽団】

指揮：井上道義
ショスタコーヴィチ／
交響曲 第11番 ト短調 
「1905年」他
講師：音楽ジャーナリスト
　　 池田卓夫

■ 各回スケジュール
　 ・10:30 NHKホール集合
　 ・11:00～14:30頃 
　　リハーサル見学＋講座
　 ・18:00～ 各自で定期公演鑑賞

指揮：鈴木優人　
メンデルスゾーン／交
響曲 第5番 ニ長調 「宗
教改革」　他
講師：音楽評論家
　　 澤谷夏樹

指揮：レナード・スラットキン
ヴォーン・ウィリアムズ
／交響曲 第5番 ニ長
調　他
講師：音楽ライター
　　 小室敬幸

指揮：ケント・ナガノ
マーラー／交響曲 第9
番 ニ長調

講師：指揮者
　　 岩村力

定期公演① 10/5（土） 定期公演② 11/30（土） 定期公演③ 4/11（土） 定期公演④ 6/27（土）

■ 10/31（木） 10:30～12:00
■ 無料 ※要事前予約 
　 【協力】長谷工シニアホールディングス

初心者でも読める！プルースト
『失われた時を求めて』

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
（お子様が2名以上の場合料金がかわります。保護者の
お名前でお申し込みください）

ＮＨＫ・Ｅテレ「ニャンちゅう！宇宙！放送チュー！」

■ 12/28（土）A 11：30～12：30 B 14：30～15：30
■ 会員親子ペア 2,860円 一般親子ペア 3,432円 教材費 600円

おねんどお姉さんと
ねんどでミニチュアクッキング

重要文化財 
《佐竹本三十六歌仙絵 小大君》（部分）、

鎌倉時代 13世紀、大和文華館蔵
特別展『流転100年 佐竹本三十六歌仙絵と王朝の美』

2019年10月12日（土）～11月24日（日）
後期（11月6日～11月24日）展示　京都国立博物館

©上野隆文

葛飾北斎《冨嶽三十六景　神奈川沖浪裏》
天保2～4年(1831～33)頃

撮影：御堂義乘

HSC-SSP/国立天文台

■ 10/15、10/29、12/3(火) 
　 10：30～12：00 
■ 会員 11,352円 一般 13,398円

比較宗教論
キリスト教、イスラム教、ユダヤ教の対話

中国の文人とは、歴史や古典など人文
学的な教養が深く、詩文に通じた
人々。その思いを、泉屋博古館 名品の
文房具を映像でご案内いたします。

未病での予防を目的に考案された食で
の健康法を紹介します。個々の体に必要
な食事の知識と目安量を学びましょう。

大和康代管理栄養士

■ 第2・4日曜 13:00～14:30 
■ 10/6から6回 （10～12月） 
■ 22,704円 教材費 19,800円

食卓の起 自分で守る健康セミナー

田口 護
カフェ・バッハ

山田康一
ペーパードリップによる抽出の
法則をお伝えします。デモンス
トレーション、お菓子付き。
■ 11/16（土） 17：00～19：00　 
■ 会員 3,432円 一般 4,125円 教材費 1,760円

カフェ・バッハ コーヒー抽出の法則

伊東忠太の人生を辿り、代表作品
の築地本願寺を見学することによ
り、私たちと建築の今を考えます。

東京大学教授 村松 伸

■ 11/20、11/27（水） 10:30～12:00  
　 11/27は現地 築地本願寺
■ 会員 8,250円 一般 9,614円 

伊東忠太をフィールドワークする
その人生と作品

教養を深める
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プレミアムな大人時間

芸術への誘い

NHK関連講座

青山教室
03-3475-1151TEL.

受付時間 9:30 ～20:00（土曜～17:30/日曜～16:00）

2019 秋  受講者募集

9:308/22（木）
受付開始

青山一丁目駅直結
今すぐWEBで
かんたん申込み
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今秋注目の本展の見どころを、芸術家の言葉や作品が制作さ
れた時代背景も含めご紹介します。

東京都美術館学芸員 大橋菜都子

■ 10/3（木）10:30～12:00 
■ 会員 3,784円 一般 4,466円

「コートールド美術館展」を楽しむ

「ハプスブルク展」の見どころに
触れながら、名家の美術趣味と
名品について解説します。

明治学院大学講師 塚本 博

■ 11/22（金）10:30～12:00  
■ 会員 3,784円 一般 4,466円

ハプスブルク家の栄華と美術コレクション

今話題の小原古邨の作品を間近
に鑑賞します。色彩美と豊かな質
感の驚きの世界を味わいます。
■ 11/6(水) 13:30～15:00
■ 会員 5,720円 一般 6,380円

美しき花鳥版画の世界
明治の浮世絵師・小原古邨（おはらこそん）

日本陶磁に変革をもたらした桃山茶
陶を代表する美濃陶の歴史と魅力
を展覧会の見どころと共にご紹介。

陶磁器研究家 森 由美

■ 9/21（土）13:00～14:30  
■ 会員 3,715円 一般 4,384円

知られざる美濃茶陶の世界

仏の教えの一端を親しみやす
い法話でお伝えします。最終
回にはお写経も実践します。

法相宗大本山薬師寺執事 
松久保伽秀

■ 指定水曜 15:30～17:00 
■ 10/23から5回 （10～2月） 
■ 18,920円 教材費 2,000円

仏教のいろは

神話に登場するさまざまな
神々について、日本と世界の
神話を比較しながら考えま
す。

國學院大學教授 
平藤喜久子

■ 指定木曜 10:30～12:00 
■ 10/17から6回 （10～3月） 
■ 22,704円 

日本と世界の神々

古墳に反映さ
れた「死後の世
界」観の変遷を
概観し、墳墓に
どのような変
化が現れたの
か考えます。

専修大学教授 土生田純之

■ 第3日曜 13:00～14:30 
■ 9/15から6回 （9～3月） ■ 23,293円

古墳からみる「あの世」観の変遷

悪人が救われるとはどういう
ことか。第1条から読み進め
ます。

真宗大谷派因速寺住職
元親鸞仏教センター嘱託研究員 
武田定光

■ 第3火曜 18：30～20：00 
■ 10/15から6回（10～3月）■ 22,704円

歎異抄を読む 
いま、親鸞が語ること

正倉院宝物が東京にやって来
る！その魅力を美しい画像を
使ってやさしくお話します。

半蔵門ミュージアム館長 
西山 厚

■ 10/14（月） 13:00～14:30 
■ 会員 4,576円 一般 5,269円

正倉院宝物の大いなる魅力

教養を深める

「皆が納得できる共通の答え」
を導くための方法を学びます。
初めての方も参加できます。

東京医科大学教授、哲学者 
西 研

■ 10/26、11/23、12/21（土）16：00～18：30 
■ 会員 13,068円 一般 15,114円 教材費 264円

対話のための哲学・実践編

伝統的なイギリス小説と相容れ
ないユニークな視点から語られ
た作品たちの魅力を愉しみます。

フェリス女学院大学教授 向井秀忠

■ 第3木曜 10:00～11:30 
■ 10/17から6回 （10～3月） ■ 24,024円 

イギリス小説の「偉大な伝統」
から外れゆくものたち

文学作品や資料を材料に、
音声、表記、語彙など様々な
視点からことばの変化をた
どっていきます。

東洋大学文学部 日本文学文化学科 教授 
木村 一

■ 第1火曜 13：00～14：30 
■ 10/1から6回（10～3月） 
■ 22,704円 教材費528円

移りゆく日本語の歴史

謎に包まれた空海の半生を
さまざまな側面から、正体を
明かしていきます。

作家、宗教学者 島田裕巳

■ 指定土曜 10:30～12:00 
■ 10/5から6回 （10～3月） 
■ 22,704円 教材費 264円 

空海と真言密教
悪や苦しみに満ちたこの世界
で、神を信じられるのか。この
問題を軸に、聖書を読みなが
ら、キリスト教の本質へと迫り
ます。

東京大学准教授 山本芳久

■ 第2土曜 13:00～14:30 
■ 10/12から6回 （10～3月） 
■ 22,704円 

キリスト教入門
現代人は神を信じうるか

絵画鑑賞を楽しむための着目点、
ベースとなる聖書や神話、文学の
物語についてもお話します。

国立ルーヴル学院卒 美術史解説家 矢澤佳子

■ 第1月曜 13:30～15:00 
■ 11/4から5回 （11～3月） 
■ 19,470円 教材費 1,650円 

名画を読み解く ルーヴル美術館と
西洋美術の巨匠たち

古代地中海世界の歴史を
読み解き、各地に残るフェ
ニキア・カルタゴ関連遺跡
を紹介します。

日本女子大学学術研究員 佐藤育子

■ 第2･4金曜 13:30～15:00 
■ 10/25から4回（10～12月） 
■ 15,136円 教材費 132円

もう一度まなぶ西洋史
フェニキア・カルタゴ史から
読み解く古代地中海世界

田中角栄から北朝鮮拉致の日
本人連れ戻しをした小泉純一
郎まで７０年代以降の首相を取
り上げる。

慶應義塾大学名誉教授 池井 優

■ 第4火曜 10:30～12:00 
■ 10/29から6回 （10～3月） 
■ 22,704円 教材費 198円 

現代日本の群像
戦後日本の政治家編

死の間際、体と心に起きる変化とは。死にゆく人
に寄り添うために何が必要かをお伝えします。

看護師、僧侶 玉置妙憂

■ 10/9（水）13：00～14：30 
■ 会員 4,004円 一般 4,697円

死にゆく人の心に寄り添う

大切な人の旅立ちを、どう寄り添い迎えたらよいか。
看取り士としての経験とともに、「別れ」の時を共に考えます。

日本看取り士会会長 柴田久美子

■ 11/8（金） 13：00～14：30
■ 会員 4,004円 一般 4,697円

大切な人を、看取る

コートールド美術館展 魅惑の印象派
■ 2019年9月10日(火)～12月15日(日)
東京都美術館 企画展示室

黄瀬戸・瀬戸黒・志野・織部―美濃の茶陶
■ 2019年9月4日（水）～11月10日（日）
サントリー美術館

ハプスブルク展 600年にわたる帝国コレクションの歴史
■ 2019年10月19日（土） ～ 2020年1月26日（日）
国立西洋美術館

エドゥアール・マネ《フォリー=ベルジェールのバー》1882年　油彩、カンヴァス　96×130cm
コートールド美術館 © Courtauld Gallery (The Samuel Courtauld Trust)

三身分の写本挿絵

ディエゴ・ベラスケス　《青いドレスの王女マルガリータ・テレサ》
1659年、ウィーン美術史美術館　Kunsthistorisches Museum, Wien

織部洲浜形手鉢 桃山時代 
17世紀 サントリー美術館

白鳥陵古墳（羽曳野市教育委員会提供）

京都の歴史や文化の知識を問
う「京都検定」試験に挑戦する
方をサポートする対策講座♪

らくたび代表/京都学講師 
若村 亮

■ 11/8（金） 13:30～15:00 
■ 会員 3,784円 一般 4,466円 教材費 55円 

入門！「京都検定」
3級対策講座

日本をはじめ、欧米の博物館な
どが収蔵している染織品の数々
を画像とともに紹介します。

共立女子大学教授 
長崎 巌

■ 指定月曜 10：30～12：00 
■ 10/14から5回 （10～12月）
■ 会員 20,625円 一般 24,035円

知られざる日本染織品コレクション
日本・アメリカ・ヨーロッパ

ミス・マープルの活躍と豊かな暮
らしぶりを年代順にたどります。
今期は「ポケットにライ麦を」など。 

昭和女子大学名誉教授 
平井杏子

■ 10/12、11/9、12/14（土） 
　 13:30～15:00 
■ 11,352円 教材費 99円

アガサ・クリスティの魅力
ミス・マープルの事件簿

“五感の芸術”和菓子の文化
的な成り立ちや歴史的な変遷
をご紹介します。とらやの生
菓子付きです。

和菓子研究家、虎屋文庫顧問 
青木直己

■ 第1土曜 10:30～12:00 
■ 10/5から6回 （10～3月） 
■ 23,364円 教材費 3,630円 

和菓子の文化誌

簡単な小咄を覚えたり、お蕎
麦を食べるしぐさを体験して
みませんか！毎回古典落語の
名作をお届けします。

落語家 橘家仲蔵

■ 毎金曜 15:30～17:00 
■ 11/1から6回 （11～12月） ■ 41,184円
　 Jシニアーズアカデミー共催

落語の世界へようこそ！

歴史が色濃く反映されてき
た音楽の変遷を、厳選ト
ピックと名曲とともにお伝
えします。

アーモンド株式会社 代表取締役 松田亜有子

■ 第2土曜 11：00～12：30
■ 10/12から6回（10～3月）
■ 22,704円

ビジネスに効く世界の教養
クラシック音楽全史

寺院や神社などの日本建築の伝
統や文化に触れながら、その特
質や守り伝えられた構造と意匠
の妙をお話します。

東京文化財研究所文化遺産国際協力センター
国際情報研究室長 
西 和彦

■ 10/4、11/8、12/6（金） 10:30～12:00 
■ 会員 11,352円 一般 13,398円 

国宝・重文に学ぶ日本建築

歴史的に、かつて「数学」の
一部だった（！）「音楽」との
関係を楽しく解明します。

東京海洋大学名誉教授 
中村 滋

■ 10/19（土） 15:30～17:30 
■ 会員 3,784円 一般 4,466円 

数学と音楽の不思議な関係 
「数学」は「理性の音楽」

仏教の原形はどのようなもの
で、中国、日本へと伝わる中で
どのように誤解されたのか、
その経過を辿ります。

仏教思想研究家 
植木雅俊

■ 第1木曜 13:00～15:00 
■ 10/3から6回 （10～3月） ■ 24,024円 

インド・中国・日本の
比較文化としての仏教

いくつかの内戦を取り上げ、原
因、経緯から見えてくる日本と
いう国の特質を解明します。

国際日本文化研究センター教授
倉本一宏

■ 指定月曜 15:30～17:00 
■ 11/4から6回(11～12月) ■ 41,184円
　 Jシニアーズアカデミー共催

内戦の日本古代史

物語集『デカメロン』を日
本語で読み、14世紀フィレ
ンツェの作家による奇想天
外な世界を味わいます。

元慶應義塾大学教授 
白崎容子

■ 第4火曜 13:00～14:30 
■ 10/29から4回 （10～2月） 
■ 15,136円 教材費 132円

イタリア古典の愉しみ

小説の文体は浪曲からも
影響を受けている、と語
る講師。その魅力を語り
ます。

作家 町田 康

■ 10/23（水） 19：00～20：30 
■ 会員 4,576円 一般 5,269円

清水次郎長伝 
語り口の文学

更級日記を一年で読み
解きます。人とのかかわ
りを中心に作者の心の
軌跡をたどります。

作家 日本文学協会「枕草子」研究会所属 
長谷川美智子

■ 第1金曜 10:30～12:00 
■ 10/4から6回 （10～3月） ■ 22,704円 

1年で読む更級日記

江戸時代の平易な古文書を
通じて当時の暮らしに触れ
ます。今回は「離縁」を取り
上げます。

國學院大學専任講師 
髙見澤美紀

■ 第4火曜 15:30～17:00
■ 10/29から6回(10～3月) ■ 22,704円

江戸の古文書に親しむ

大正～令和の少女文化を楽しく学
ぶトークショーです。

タレント、文筆家 牧村朝子
乙女塾代表 西原さつき

■ 10/14(月) 19:00～20:30 
■ 会員 4,004円 一般 4,697円

乙女のトレンド100年史
映画の名監督たち、その
映画と人生を、トリビア
を交え独自の視点で紹
介します。

NHKチーフプロデューサー・BSシネマ案内役 
坂本朋彦

■ 第4土曜 10:30～12:00 
■ 10/26から6回 （10～3月） ■ 22,704円 

トリビアで学ぶ世界の名監督

おにぎりはいつからあっ
たのか？最新の研究を駆
使して、おにぎりの歴史
に迫ります。

横浜ユーラシア文化館学芸員 
高橋 健

■ 第4月曜 10:30～12:00 
■ 10/28から6回 （10～3月） 
■ 会員 23,364円 一般 27,456円

おにぎりの文化史

中外産業（株）美術担当、
国際浮世絵学会理事 
小池満紀子

異文化理解と比較文化の視
点に立って、『菊と刀』を中
心にアメリカ人の日本人観
を読み解きます。

早稲田大学名誉教授 
池田雅之

■ 第1水曜 15:30～17:00 
■ 10/2から6回 （10～3月） 
■ 22,704円 教材費 660円

戦後アメリカの日本・日本人観は
いかにして生まれたか

シルクロードの魅力を十分に理
解しながら、検定の合格を目指し
ツボをしっかり把握していきま
す。協賛：（株）ミロク情報サービス

中村清次 前田耕作

■ 第1金曜 13:00～14:30 
■ 10/4から6回 （10～3月） 
■ 15,840円 教材費 330円

シルクロード検定講座
シルクロードを100倍楽しむために

日本古代国家を東アジア情
勢のなかで考えるため、朝鮮
半島の歴史を中心とした論
点をとりあげ考察します。

元東京成徳大学教授 大井 剛

■ 第2木曜 10:30～12:00 
■ 10/10から5回 （10～2月） ■ 18,920円

古代朝鮮と日本 何が問題なのか
1154300

神仏分離と廃仏毀釈によって失わ
れた膨大な文化遺産、神仏習合に
基づく日本人の宗教心について、
後世に与えた影響を説きます。

仏教研究家 瓜生 中

■ 第1・3木曜 13：30～15：00 
■ 10/3から6回（10～12月） ■ 22,704円 教材費 330円

明治維新の真実 
神仏分離と廃仏毀釈

石原裕次郎の全盛期は高度
経済成長期。その時代背景の
中で主演映画の魅力を考える
同時代史の試みです。

東京大学名誉教授 
本村凌二

■ 11/13（水） 13:00～14:30  
■ 会員 5,038円 一般 5,720円 

昭和史のなかの裕次郎

騎士という戦士階級でもあった中世
ヨーロッパ貴族の実像とその歴史的
な意味を、具体的に考えていきます。

早稲田大学教授 堀越宏一

■ 第1金曜 13:00～14:30 
■ 10/4から5回 （10～3月） 
■ 19,360円

騎士と貴族 
身分制度から見る中世ヨーロッパ

ヨーロッパで生まれたバロッ
ク、ロココの美術の展開を名
画の数々を通して堪能しま
しょう。

文星芸術大学教授 
田中久美子

■ 第4金曜 15:30～17:00 
■ 10/25から6回（10～3月） 
■ 22,704円 教材費 198円

バロックとロココの美術

江戸時代の育児について学び
ながら、子育てにまつわる様々
な問いについて対話をし、一
緒に考えていきましょう。

東京大学教授
梶谷真司

■ 10/16、11/20、12/18（水） 19：00～21：00 
■ 会員 12,705円 一般 14,784円

子育てをめぐる哲学対話

広重が描いた名所をたどり、
作品とともに，魅力ある各地の
風土と文化を探ります。

中外産業（株）美術担当、国際浮世絵学会理事 
小池満紀子

■ 第4水曜 13:30～15:00 
■ 10/23から6回 （10～3月）
■ 24,024円 教材費 660円

広重<六十余州名所図会>
で諸国を旅する

BS８K放送「ルーブル美術館 
美の殿堂の500年」監修の
講師が、8Kの超高精細の映
像を見ながら解説します。

國學院大學教授 小池寿子

■ 10/11（金）13：00～14：30 ■ 無料 ※要事前予約

ルーブル美術館を
NHK８K放送で楽しむ

見る者の魂を震わさずにはおか
ないゴッホ作品。図版や写真を
見ながらその深みに迫ります。

ゴッホ研究者 正田倫顕

■ 第4月曜 13:00～14:30 
■ 10/28から6回（10～3月）
■ 22,704円 教材費 264円

ゴッホの芸術世界 その深みへ 無料

写真撮影：fountain

浄瑠璃寺

2 受講料：毎週の講座は原則3ヶ月分（10～12月）、隔週の講座は原則6ヶ月分（10～3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。

日本文化

歴史に学ぶ

思想・哲学

読み解きの手引き

美術鑑賞

新しい文化史

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数

クラシック入門 室内楽名曲サロン 作曲家、ピアニスト 中山博之
ヴァイオリン ビルマン聡平 ほか

第1火曜
13:30～15:00 22,704円 ⑥

「ヨーロッパ」とは何か・
ヨーロッパ近代世界の誕生

早稲田大学文学学術院教授
森原 隆

毎水曜 9/4～10/16 
15:30～17:00 40,684円 ⑥

ヒエログリフを読もう ヨーロッパ文明史研究所
招聘研究員
秋山慎一

毎火曜 
15:30～17:00

41,624円 
教材費 605円 ⑪

ヒエログリフを読もう
入門の入門

毎火曜 
17:05～18:05

41,624円 
教材費 550円 ⑪

古代中国興亡史　
『春秋左氏伝』とその時代

慶應義塾大学講師 
平井 徹

第3土曜 
15:30～17:00 22,704円 ⑥

ほんとうの古代史 
推古天皇－変革期の女帝とその時代

関東学院大学准教授 
河内春人

第2木曜 
13:30～15:00

22,704円 
教材費 660円 ⑥

思い込みの日本史に挑むⅡ 元早稲田大学講師 中央大学講師
松尾光

第2金曜 
13:00～14:30

22,704円 
教材費 660円 ⑥

もういちど学ぶ日本史 秀吉の時代 日本体育大学准教授
舘鼻 誠

第2･4月曜 
15:30～17:30

15,136円 
教材費 352円 ④

利休の手紙を読む 茶の湯の歴史 （財）表千家不審菴評議員
生形貴重

11/10・12/8・
2/16・3/22 日曜 
13:30～15:00

15,576円 ④

忠臣蔵と日本人
殿中刃傷事件から討ち入り前夜まで

共立女子大学教授 堀 新
明治学院大学・共立女子大学講師 
毛利豊史

第1金曜 
13:30～15:00

22,704円 
教材費 330円 ⑥

大人の京都学 京の社寺をゆく 
歴史秘話と界隈散歩

らくたび代表
若村 亮

第2金曜 
15:30～17:00

22,704円 
教材費 330円 ⑥

最先端の研究で探る縄文時代 国立歴史民俗博物館教授 
山田康弘

第4水曜 
15:30～17:00 11,352円 ③

検証・坂本龍馬 その虚像と実像 神田外語大学准教授 
町田明広

毎月曜 9/9～10/14 
15:30～17:00 40,684円 ⑥

古代オリエント世界への招待
シュメル人の時代

古代オリエント歴史学者 
小林登志子

第2･4木曜 
13:00～15:00

45,408円 
教材費 660円 ⑫

『ローマ帝国衰亡史』を読む 和光大学名誉教授 
前田耕作

第1･3･5月曜 
13:00～15:00

49,192円 
教材費 330円 ⑬

古代エジプト文化散歩 古代エジプト研究家 
松本 弥

第2金曜 
13:30～15:00

22,704円 
教材費 330円 ⑥

JR大人の休日倶楽部共催
おもしろ発見シルクロードの謎 仏教王国・
ガンダーラとカニシカ王の顛末録

元ＮＨＫ「シルクロード」取
材班団長 前福山大学客
員教授
中村清次

第2水曜 
13:00～14:30

22,704円 
教材費 330円 ⑥

シルクロード物語 僧法顕、西域を行く 第1水曜 
10:30～12:00

11,352円 
教材費 165円 ③

美術で学ぶ仏教の歴史と思想 国際教養大学特任教授 
金岡秀郎

第1金曜 
10:30～12:00

18,920円 
教材費 550円 ⑤

イタリア・ルネサンスの歴史と文化 東京大学講師
野里紳一郎

第4火曜 
10:30～12:00

22,704円 
教材費 66円 ⑥

読み直し世界史 XIV 
覇権の世界史

元北海道教育大学教授 
宮崎正勝

第1木曜 
10:30～12:00 22,704円 ⑥

世界の中の日本経済 近未来の政治経済 経済アナリスト
藤原直哉

第4金曜 
13:30～15:00

22,704円 
教材費 330円 ⑥

樋口恵子の「人生100年、覚悟と対策」 評論家
樋口恵子

第4水曜 
13:30～15:00

18,920円 
教材費 330円 ⑤

世界のビジネスエリートが
身につける教養「西洋美術史」

西洋美術史家
木村泰司

  
【土曜クラス】
第3土曜

13：30～15：00
【日曜クラス】

第3日曜
13：30～15：00

22,704円 
教材費 660円 ⑥

木村泰司のフランス美術史 西洋美術史家
木村泰司

第1土曜 
13:30～15:00

22,704円 
教材費 660円 ⑥

選りすぐり源氏物語 
光源氏と女君たちの世界を読む 朝顔・少女

専修大学教授
今井 上

第1･3･5金曜 
10:00～11:30 49,192円 ⑬

松岡和子と読み解くシェイクスピア
『夏の夜の夢』を味わう

翻訳家 演劇評論家
松岡和子

第4水曜 
10:30～12:00

22,704円 
教材費 66円 ⑥

「名著再読」 人生の終わりに読み返す文庫本 元NHK教養部プロデューサー、歴史ジャーナリスト
北山章之助

第3水曜 
10:00～11:30

22,704円 
教材費 330円 ⑥

源氏物語をよむ 柏木 早稲田大学教授
陣野英則

第2･4月曜 
13:00～14:30 34,056円 ⑨

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 
13:00～14:30 45,408円 ⑫

源氏物語の四季 駒澤大学名誉教授
高橋文二

第2火曜 
13:30～15:00

22,704円 
教材費 66円 ⑥

風土記を読む 國学院大学名誉教授
中村啓信

第3金曜 
13:00～15:00 22,704円 ⑥

万葉びとのこころと暮らし 慶應義塾大学名誉教授
藤原茂樹

第4火曜 
15:30～17:00

22,704円 
教材費 792円 ⑥

歴史ロマン 百人一首の歌と生涯 歌人、現代歌人集会理事長
林 和清

第2土曜 
13:30～15:00

22,704円 
教材費 594円 ⑥

作家たちの綴る「土地と町」を味わう 
京都と大阪

元茨城大学教授
杉井和子

第1水曜 
13:00～14:30 22,704円 ⑥

漢詩文を読む 元二松学舎大学学長
石川忠久

第1･3･5金曜 
10:30～12:00 45,408円 ⑫

民藝と茶の湯 明治大学准教授、哲学者 
鞍田 崇

第2土曜
15:30～17:00

22,704円
教材費 858円 ⑥

「チェコ文学を読む、味わう」
名作でたどるプラハの文化と歴史

東京大学准教授 
阿部賢一

11/16、2/22（土） 
13:00～14:30

8,008円
教材費 660円 ②

今昔物語集をよむ 白百合女子大学教授
伊東玉美

第3金曜
10：30～12：00 22,704円 ⑥

 まだ間に合う！1年で学ぶ教養シリーズ
西洋中世史
ヨーロッパ文化の源流を求めて

上智大学准教授
藤崎 衛

第1火曜 
10:30～12:00

22,704円 
教材費 198円 ⑥

グローバル幕末史 神田外語大学准教授 
町田明広

第3土曜 
10:30～12:00

22,704円 
教材費 528円 ⑥

世界の聖典 作家、宗教学者
島田裕巳

第3月曜 
15:30～17:00

22,704円 
教材費 660円 ⑥

書通九則 書家、書道史家
石川九楊

指定火曜 
15:30～17:00

22,704円 
教材費 660円 ⑥

名画を読み解く
ルーヴル美術館と西洋美術の巨匠たち

国立ルーヴル学院卒 美術史解説家
矢澤佳子

第1月曜 
19:00～20:30

19,470円 
教材費 1,100円 ⑤

絶対おススメ＜魅惑の日本美術展＞ 静嘉堂文庫美術館 館長
河野元昭

第4金曜 
10:30～12:00

22,704円 
教材費 198円 ⑥

フランス文化の「不思議」 フランス文学者、放送大学教授
野崎 歓

第1火曜 
15:30～17:00

11,352円 
教材費 99円 ③

西洋絵画 巨匠たちのダメ！？対決 編集者、評論家
山田五郎

指定火曜 
19:00～20:30 25,977円 ⑥

古代ギリシャの日常にせまる ギリシャ神話研究家
藤村シシン

第3金曜 
19:00～20:30

22,704円 
教材費 198円 ⑥

古代の日本列島を旅する
古事記・日本書紀・風土記・万葉集

千葉大学名誉教授
三浦佑之

第3金曜 
13:00～14:30

22,704円 
教材費 198円 ⑥

夏目漱石 後期三部作をよむ 東京大学教授
小森陽一

第4月曜 
10:30～12:00 22,704円 ⑥

『平家物語』の人々 青山学院大学教授
佐伯真一

第1月曜 
10:30～12:00

22,704円 
教材費 132円 ⑥

ビジネスに役立つ日本史のキモ 慶応義塾名誉教諭 
柴田利雄

第3水曜
19：00～20：30 22,704円 ⑥

南イタリア・プーリアの都市と建築
輝く珠玉のミクロポリスを訪ねて

東京藝術大学教授
野口昌夫

第2水曜 
10:30～12:00

13,068円 
教材費 660円 ③

西洋美術を理解するために 
レオナルド・ダ・ヴィンチの思考に迫る

多摩美術大学教授
松浦弘明

第2･4木曜 
10:30～12:00

27,258円 
教材費 66円 ⑦

西洋絵画史入門 
基礎からわかる絵画の流れ

大妻女子大学准教授
貫井一美

第2･4火曜 
10:30～12:00 37,840円 ⑩

ルネサンス美術の始まりと展開 明治学院大学講師
塚本 博

第2金曜 
10:30～12:00

22,704円 
教材費 396円 ⑥

“世界遺産”が語ること
前NHKエンタープライズ、
世界遺産事務局長
須磨 章

第3火曜 
15:30～17:00 22,704円 ⑥

藤原彫刻の展開 早稲田大学名誉教授
大橋一章

第2･4水曜 
10:30～12:00

45,408円 
教材費 264円 ⑫

仏像の見方・楽しみ方 仏教研究家
瓜生 中

第1･3木曜 
15:20～17:10

45,408円 
教材費 528円 ⑫

原安三郎コレクションでたどる
浮世絵の魅力

中外産業（株）美術担当
小池満紀子

毎金曜 9/6～10/11 
15:30～17:00 40,684円 ⑥

お江戸へタイムスリップ2019 
浮世絵コードの謎

日本ユネスコ協会連盟評議員
牧野健太郎

第3月曜 
15:30～17:00 22,704円 ⑥

万葉集の花百彩 日本人と花 （一財）進化生物学研究所理事長・所長
湯浅浩史

指定土曜 
13:00～15:00 30,272円 ⑧

ベートーヴェン生誕250年に向けて 
ピアノソナタ鑑賞

ピアニスト
後藤 泉

11/14、2/13（木） 
13:30～15:00 8,008円 ②

ヴァイオリンの系譜を辿る 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 9,856円 ②

イタリアのオペラへの招待 音楽評論家
堀内 修

第3土曜 
13:00～15:00

22,704円 
教材費 66円 ⑥

オペラの世界へようこそ 音楽ジャーナリスト
石戸谷結子

第1･3･5月曜 
10:15～12:15

45,408円 
教材費 264円 ⑫

ピアノ名曲サロン  ドイツロマン派 
ロベルト・シューマンとクララ  珠玉のピアノ作品

作曲家・ピアニスト
中山博之

第3･5火曜 
13:30～15:00 22,704円 ⑥

「東京JAZZ」やさしいジャズ入門 「東京JAZZ」著者 ジャズ評論家
高木信哉

第2日曜 
13:00～15:00

22,704円 
教材費 330円 ⑥

歌舞伎の世界へようこそ アナウンサー、古典芸能解説者
葛西聖司

第1･3･5木曜 
10:30～12:00

45,408円 
教材費 264円 ⑫

文楽の世界へようこそ 歌舞伎・文楽研究家
高木秀樹

第3金曜 
10:30～12:00

22,704円 
教材費 330円 ⑥

能の世界へようこそ 演出のバリエーション 東京文化財研究所
高桑いづみ

第2水曜 
15:30～17:00

22,704円 
教材費 330円 ⑥

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

指定土曜 
10:30～12:00 52,052円 ⑬

連続講座 欲望論 哲学の新地平
「存在の謎」・「価値の謎」

哲学者 竹田青嗣
（副講師）岩内章太郎

指定土曜 
15:30～18:00

会員 18,220円 
一般 20,980円
教材費 438円

④

トマス・アクィナス『神学大全』を読む 東京大学准教授
山本芳久

第2土曜 
14:45～16:15 22,704円 ⑥

仏教概説 立正大学名誉教授 文学博士
伊藤瑞叡

第3月曜 
10:30～12:30

26,136円 
教材費 330円 ⑥

名僧たちに学ぶ仏教 仏教研究家
瓜生 中

第4水曜 
13:30～15:00

22,704円 
教材費 264円 ⑥

『万葉集』の世界 巻三「雑歌」を読む 武蔵野大学講師
渡部 修

第3水曜 
13:30～15:00 22,704円 ⑥

人間の本質とその深淵　『リア王』原書講読 元外交官、演劇批評家
西ヶ廣渉

第2月曜 
13:30～15:00

11,352円 
教材費 165円 ③

日本書紀と古事記で見る大和国家の形成 共立女子短期大学教授
前之園亮一

毎水曜 
10:00～11:30

41,624円 
教材費 1,210円 ⑪

後半も充実の内容です
2019年 4月開講



■ 第1水曜 13:00～15:00 ■ 10/2から6回 （10～3月） 
■ 会員 24,750円 一般 28,182円 教材費 132円 

句会で俳句を楽しみながら学んでい
きましょう。出された句は全句、講評
します。添削指導あり。

はじめての句会
俳人 日下野由季

■ 第1木曜 10:00～12:00 
■ 10/3から6回 （10～3月） ■ 22,704円 

分かりやすい講義、実作、句会を通
して俳句の世界にご案内します。

俳句自遊 初歩の詠む・読む
「秋」主宰 佐怒賀正美

■ 第1水曜 15:30～17:30 
■ 10/2から6回 （10～3月） ■ 24,750円 

句作・選句・披講・名句を楽しみます。
「ホトトギス」主宰 稲畑廣太郎

一人称の詩といわれる短歌。あな
た自身の思いを伝える一首が作れ
るようにアドバイスします。

短歌 世界でいちばん短いエッセイ

俳句 自然を詠う
成蹊大学教授 中沢直人

■ 第3水曜 19:00～21:00
■ 10/16から6回 (10～3月) ■ 34,320円 

初めての方も経験者も楽しめる
内容です。大河ドラマの脚本家が
直に指導します。

脚本家 田渕久美子

■ 第3木曜 19:30～21:00 
■ 10/17から6回 （10～3月） ■ 22,704円 

■ 第4土曜 13：30～15：30 
■ 10/26から6回（10～3月） ■ 24,024円 

目をひき、忘れられないコピーとは。
心に響く言葉の生み出し方を伝授。
実作やプレゼンにも挑戦します。

広告コピーに学ぶ言葉術
田渕久美子のシナリオ指南 コピーライター 渡辺潤平

文芸・文章

■ 第2･4火曜 10:00～12:15 
■ 10/8から12回 （10～3月） ■ 45,408円 

日本文学の珠玉の短篇を題材
に読みこなす楽しみを味わい
ます。

楽しい朗読
元ＮＨＫアナウンサー 
川野一宇

朗読・話し方・手話

■ 第4土曜 11:00～12:30 
■ 10/26から6回 （10～3月） ■ 22,704円 

「声」も「話し方」も訓練で磨か
れます。人をグッと惹きつけ
る魅力的な声を身につけて、
なりたい自分へと導きます。

「声」を磨いて人生を変える！
洗練された大人の話し方
フリーアナウンサー
Classy Academy代表
石井江奈

■ 第2月曜 11:00～12:30 
■ 10/14から6回 （10～3月） 
■ 22,704円 教材費 198円 

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。

後藤アナの笑顔の会話力レッスン
NHK「きょうの料理」アナウンサー 
後藤繁榮

■ 第2水曜 13:30～15:00 
■ 10/9から6回 （10～3月） ■ 22,704円 

絵本の心を届けるために、正
しい呼吸・発声・読み方を基礎
からレッスンします。

絵本を読む 心地よいピアノ演奏とともに
こどもアナウンス発声協会代表 茂木亜希子
ピアニスト 中山知州子

■ 第3金曜 10:00～12:00 
■ 10/18から6回 （10～3月） 
■ 21,318円 

ひとりで着られるよう、半衿
のつけ方から、より美しい
着こなしとマナーをお教え
します。

きもの着付
尚美流全日本和装協会理事
戸村房子

本格的な茶室で、基本の所作から丁寧にお教え
します。

はじめての茶道 
裏千家入門3ヶ月
監修（水・木・土曜）
裏千家正教授 
五藤禮子（宗紫）
監修（金曜） 
桜井幸子（宗幸）
担当講師
（水曜）榎本宗美、森合宗幸 ほか
（木曜）安部宗宏、平野宗代 ほか
（金曜）櫻井宗代、山田宗久 ほか
（土曜）兵藤宗元、河野宗蓉

■ 10/17（木） 14：30～20：30（随時） 
■ 会員 3,432円 一般 4,125円 
　 教材費 2,000円 

重陽の節句の花を住空間を彩る
作品に仕上げます。初めての方
も気軽にご参加ください。

未生流いけばな
菊をいける

未生流家元派遣講師 
東 重甫

伝統文化

■ 第4日曜 13:00～14:30 
■ 11/24から5回 （11～3月） 
■ 21,175円 
■ 楽器レンタルあり（有料）

小鼓の基礎知識や独特の演奏
法を解説しながら、構え方、打
ち方の基本を指導します。

小鼓を奏でてみよう
邦楽囃子方 
藤舎花帆

古典芸能

■ 毎火曜 10:00～10:30 
■ 10/1から12回 （10～12月） 
■ 50,820円 

「さくらさくら」「荒城の月」から
長唄へ。基礎から丁寧に指導し
ます。

篠笛福原流入門クラス
福原徹彦
福原 徹

■ 第1･3･5木曜 10:30～12:00 
■ 10/3から12回 （10～3月） ■ 54,912円 

民謡は心のふるさと。民謡の
数々の発声、節廻し、表現法を
練習していきます。

大塚文雄の民謡教室
日本民謡協会 大塚文雄

大塚文彦

■ 毎水曜 A 10:30～13:00 B14:00～16:30 　　C19:00～21:00 
■ 10/2から11回 （10～12月） 
■ 44,044円 教材費 5,203円 
■ 毎木曜 A10:30～12:30 B13:30～15:30 　　C19:00～21:00 
■ 10/3から11回 （10～12月） 
■ 44,044円 教材費 5,203円 
■ 毎金曜 A10:30～12:30 B13:30～16:30 　　C18:00～21:00  
■ 10/4から10回 （10～12月） 
■ 40,040円 教材費 4,730円 
■ 毎土曜 13:00～15:00 ■ 10/5から11回 （10～12月） 
■ 44,044円 教材費 5,203円 

初めて三味線にふれてみようという方を対象にした
全３回講座です。「松の緑」の前弾きをお稽古します。

和楽器にふれてみよう
長唄三味線入門

【監修 指導】宗家派家元七世 
杵屋勘五郎
【指導】 
杵屋廣吉、杵屋直光

■ 10/12、10/19、10/26（土） 
A12:00～13:00 
B14:00～15:00 
C17:00～18:00 

■ ABCとも会員 13,728円 一般 15,807円 

■ 第2･4木曜 13:00～15:00 
■ 10/10から12回 （10～3月） ■ 45,408円 

文章の内容をきちんと伝えるという基本
を学び朗読する楽しさを求めましょう。

長谷川勝彦の朗読セミナー
元NHKエグゼクティブアナウンサー 
長谷川勝彦
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講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数

読んで楽しい、作ってうれしい！短歌入門 歌人・「短歌人」編集人
藤原龍一郎

第3月曜 
13:00～15:00

22,704円  
教材費 198円 ⑥

 三枝昻之 短歌の楽しみ 歌誌「りとむ」発行人
三枝昻之

第3火曜 
10:30～12:30 23,364円 ⑥

 短歌基礎レッスン 「心の花」選者
谷岡亜紀

第2水曜 
18:30～20:30

22,704円  
教材費 132円 ⑥

短歌上達への道
水曜クラス 「コスモス」編集委員

影山一男

第1･3･5水曜 
10:30～12:30

49,192円  
教材費 143円 ⑬

木曜クラス 第1･3･5木曜 
13:00～15:00

49,192円  
教材費 1,452円 ⑬

一から楽しむ 松平盟子の短歌レッスン 歌誌「プチ★モンド」代表
松平盟子

第1木曜 
10:30～12:30

22,704円  
教材費 231円 ⑥

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数

小唄 春日会 小唄春日会会長
春日とよ栄芝

毎水曜 
11:00～13:00 56,628円 ⑬

端唄 栄芝流 端唄栄芝流家元
栄 芝（えいしば）

毎水曜 
13:15～15:15 56,628円 ⑬

新内小唄 新内小唄家元
ふじ松加奈子 ふじ松美鶴

第1･3･5火曜 
15:30～17:30 52,052円 ⑬

 短歌はじめました 現代歌人協会理事 「かばん」会員
東 直子

第3木曜 
19:00～21:00

22,704円  
教材費 660円 ⑥

はじめての短歌 「かりん」選歌委員
草田照子

第1･3･5木曜 
13:45～15:15

45,408円  
教材費 396円 ⑫

短歌 歌うよろこび 歌人・「心の花」編集委員
藤島秀憲

第2･4金曜 
10:15～12:15

45,408円  
教材費 264円 ⑫

やさしい短歌 歌誌「まひる野」編集委員
中根 誠

第2土曜 
13:00～15:00 22,704円 ⑥

こんにちは短歌 歌人
堂園昌彦

第3土曜 
13:00～15:00

22,704円  
教材費 132円 ⑥

俳句 生きることを詠う 俳人 「歴路」主宰
向田貴子

第2･4月曜 
10:00～12:00 45,408円 ⑫

今井聖の俳句教室
俳句を創る・俳句を見直す

俳人 「街」主宰
今井 聖

第3月曜 
13:00～15:00

22,704円  
教材費 198円 ⑥

俳句のある暮らし 俳人 「ホトトギス」同人
今橋眞理子

第4火曜 
14:00～16:00 24,750円 ⑥

俳句優遊 ことばとこころ 俳人 舞俳句会主宰
山西雅子

第3火曜 
13:00～15:00

24,750円  
教材費 132円 ⑥

俳句の庭 俳人
神野紗希

第4水曜 
10:00～12:00

12,375円  
教材費 99円 ③

  櫂未知子の わたしの五七五 
くらしを俳句に

俳人 「群青」代表 俳人協会理事
櫂未知子

第2水曜 
13:00～15:30

24,750円  
教材費 330円 ⑥

俳句道場・青山 俳人協会監事、「未来図」同人
二川茂徳

第4水曜 
13:00～15:00 22,704円 ⑥

四季と向き会う俳句 俳人 「鹿火屋」主宰
原 朝子

第3木曜 
10:30～12:30

24,750円  
教材費 198円 ⑥

小島健の俳句と遊ぶ 俳人協会常務理事 「河」同人
小島 健

第4木曜 
13:00～15:30

26,796円  
教材費 132円 ⑥

木曜句会
俳人 「香雨」特別同人
俳人協会評議員
佐藤博美

第1木曜 
13:30～16:00 24,024円 ⑥

やさしい俳句 俳人 「歴路」主宰
向田貴子

第1･3･5金曜 
13:00～15:00 45,408円 ⑫

俳句専心 俳人 「鷹」同人
小浜杜子男

第3金曜 
13:00～15:00

22,704円  
教材費 66円 ⑥

金曜夜は句会の時間 俳人 「鷹」同人
加藤静夫

第2金曜 
19:00～21:00

24,750円  
教材費 132円 ⑥

  俳句の扉 俳人 神野紗希 第3土曜 
9:45～12:15

24,750円  
教材費 198円 ⑥

  わかる・作れる！句会で学ぶ俳句 俳人・俳誌「天為」「屋根」同人
岸本尚毅

第2土曜 
13:30～15:30 24,750円 ⑥

俳句と出会う 俳誌「椋」同人 藤井あかり 第1土曜 
13:00～15:00

24,750円  
教材費 264円 ⑥

土曜俳句倶楽部 俳人 関 悦史 第1土曜 
15:00～17:00 22,704円 ⑥

石寒太の楽しい土曜俳句 現代俳句協会幹事 「炎環」主宰
石 寒太

第2･4土曜 
15:30～17:30

45,408円  
教材費 264円 ⑫

俳句 十七音の恋文 俳人 池田澄子 第4土曜 
13:00～15:00

20,625円  
教材費 110円 ⑤

日曜俳句レッスン 私の一句を探して 俳人・「藍花」同人 大高 翔 第2日曜 
13:00～15:00

18,920円  
教材費 165円 ⑤

川柳 十七音字の人間ドラマ 川柳作家、脚本家
杉山昌善

第1月曜 
13:30～15:00 24,024円 ⑥

漢詩をつくる 元二松学舎大学学長
石川忠久

第4金曜 
13:00～14:30

22,704円  
教材費 660円 ⑥

今夜は詩人！詩の世界を愉しむ 詩人 文月悠光 第4金曜 
19:00～21:00

22,704円  
教材費 660円 ⑥

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 22,291円 ⑥

目指せ文学賞! 
小説の書き方

A 作家
日本大学芸術学部教授
佐藤洋二郎

第2･4月曜 
13:30～15:00

45,408円 ⑫
B 第2･4月曜 

11:00～12:30

下重暁子のエッセイ教室 作家 下重暁子 第3火曜 
18:15～20:30 24,750円 ⑥

処女作を書こう 構想から脱稿まで 作家、専修大学教授
小林恭二

第3水曜 
19:00～21:00 24,750円 ⑥

おのちよの６０歳からの文章教室 絵本作家、エッセイスト
おのちよ

第2･4木曜 
13:30～15:00 45,408円 ⑫

サクサク書ける「大人作文」 
エッセーから、自分史、寄稿文まで 広告クリエーター 岡島孝佳 第2土曜 

10:00～12:00
24,750円  

教材費 1,980円 ⑥

四百字のエッセイ 楽しく書く
元東京成徳大学教授
日本エッセイスト・クラブ会員
秋山秀一

第2土曜 
10:30～12:00 24,024円 ⑥

清水義範の読んで書く文章教室 小説家 清水義範 第2･4土曜 
13:00～15:00 49,500円 ⑫

童話・お話の書き方
作家、白百合女子大学・共立
女子短期大学講師
牧野節子

第1土曜 
13:00～14:30

23,364円  
教材費 198円 ⑥

大人のための国語ゼミ 立正大学教授 野矢茂樹 第3木曜
19：00～20：30 22,704円 ⑥

話すための
ボイス
トレーニング

A

声楽家
林 義直

第1･3･5月曜 
16:00～17:30 43,560円 

教材費 110円 ⑩
B 第1･3･5月曜 

19:30～20:30

 少人数クラスA 第1･3･5月曜 
17:35～18:20 45,760円  

教材費 110円 ⑩
少人数クラスB 第1･3･5月曜 

18:30～19:15

こころに響く話し方 スピーチ入門 元ＮＨＫアナウンサー
河村陽子

第1･3･5月曜 
10:30～12:30 45,408円 ⑫

イキイキ話し方教室 フリーアナウンサー
（元ＮＨＫキャスター）
村松真貴子

第1･3･5火曜 
10:00～11:40

45,408円  
教材費 330円 ⑫

人づきあいをスムーズに！
大人のための話し方レッスン

第3水曜 
19:00～20:40

24,750円  
教材費 220円 ⑥

あがり症・話しベタさんのための
スピーチ塾

（一社）あがり症克服協会 
理事長 鳥谷朝代 ほか

第2土曜 
13:00～15:00

22,704円  
教材費 1,100円 ⑥

はじめての講談 講談師 神田山緑 第2水曜
19:00～20:30 23,364円 ⑥

もっと聞きたいと言われる
絵本の読み聞かせのコツ

フリーアナウンサー
JAPAN絵本よみきかせ
協会代表理事 景山聖子

第1木曜 
13:00～15:00

24,024円  
教材費 1,100円 ⑥

やさしい手話・夜
＜基礎・1年コース＞ 元ＮＨＫ手話キャスター

谷田道子

第1･3･5火曜 
19:00～20:45 41,624円  

教材費 242円 ⑪
＜実践コース＞ 第2･4火曜 

19:00～20:45

はじめての手話
NHK手話キャスター
田中 清

第1･3･5水曜 
10:00～12:00 42,636円 ⑫

手話中級 第2･4水曜 
10:00～12:00

手話 実践ブラッシュアップ 毎木曜 
10:00～12:00 35,530円 ⑩

長唄特別教室

中・上級 長唄宗家二世
杵屋寒玉

毎土曜 
12:30～14:00

両稽古 96,096円  
片稽古 57,684円 ⑫

A   ゆったりコース  
初・中・上級

宗家派家元七世
杵屋勘五郎（監修）
杵屋廣吉（指導）

毎土曜 
13:00～16:00 両稽古 

96,096円  
片稽古 

54,912円
⑫B  普通コース  

初・中・上級
宗家派家元七世
杵屋勘五郎（監修）
杵屋直光（指導）

毎土曜 
15:00～17:00

C 入門～上級 宗家派家元七世
杵屋勘五郎（指導）

毎土曜 
17:00～18:00

長唄 今藤流
唄 長唄協会会員

今藤郁子
第2･4金曜 

10:00～12:00
25,410円  

教材費 132円 ⑥

三味線 長唄協会副会長 今藤流家元
今藤長十郎

毎金曜 
12:20～14:20

55,055円  
教材費 715円 ⑬

長唄 東音会 －唄－ 長唄東音会
渡邉雅宏

毎月曜 
17:20～19:30 50,820円 ⑫

長唄入門 東音会 －唄－ 毎月曜 
19:30～20:00

はじめての『和』の稽古
宮田哲男に学ぶ「長唄」 重要無形文化財保持者

宮田哲男

第2･4木曜 
13:30～14:00 57,684円 ⑫

人間国宝宮田哲男の芸を学ぶ 長唄 第2･4木曜 
13:30～15:30

はじめての長唄三味線 夜クラス 東音会
宮田由多加

第2･4木曜 
19:00～20:30

25,410円  
教材費 330円 ⑥

寄席ばやしの稽古 寄席囃子演奏家
鈴木愛子

第2･4日曜 
10:00～12:00

11：30入門 10：00経験者  
24,024円 ⑥

早坂光枝の民
謡教室

民謡歌手
早坂光枝

第1･3･5水曜 
14:00～15:30 54,912円 ⑫

【三味線】 第1･3･5水曜 
13:00～14:00

津軽三味線
入門 澤田流津軽三味線 

勝信会会主
澤田勝信

第2･4月曜 
18:00～19:30  46,728円  

楽器貸出料 
6,600円

⑫
中級 第2･4月曜 

19:00～20:30
篠笛福原流（初級～上級） 福原徹彦

福原 徹
毎火曜 

10:00～12:00 50,820円 ⑫

しの笛入門 藤舎流 監修 藤舎名生
指導 藤舎花生

第1･3･5日曜 
13:00～14:30 25,410円 ⑥

尺八 【入門～経験者】 古屋輝夫、眞玉和司、
柿堺 香

第1･3･5木曜 
13:30～15:30

入門13：30 経験14：30  
28,875円 ⑦

第2･4火曜 
18:30～20:30

入門18：30 経験19：30  
24,750円 ⑥

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数

こころで読む朗読 元ＮＨＫアナウンサー
好本 恵

第2･4月曜 
10:00～11:30 37,840円 ⑩

平野啓子の語りの世界 語り部 テレビキャスター
平野啓子

第4月曜 
13:00～15:00 18,920円 ⑤

迎康子のときめき朗読 元ＮＨＫアナウンサー
迎 康子

第1･3･5火曜 
13:00～15:00 37,840円 ⑩

 加賀美幸子の朗読専科
A ＮＨＫ番組キャスター

アナウンサー
加賀美幸子

第2火曜 
13:00～15:00 22,704円  

教材費 330円 ⑥
B 第4火曜 

13:00～15:00

お勤め帰りに朗読を
元ＮＨＫエグゼクティブアナウンサー
山田誠浩

第1･3･5水曜 
19:00～21:00 45,408円 ⑫

朗読への招待 第1･3木曜 
10:00～12:00 45,408円 ⑫

朗読散歩

俳優
白坂道子

第1･3･5水曜 
13:00～15:00 49,192円 ⑬

名作朗読
A 第2･4水曜 

13:00～15:00
45,408円 ⑫

B 第2･4木曜 
13:00～15:00

福島泰樹の朗読世界 宮澤賢治 歌人、絶叫ミュージシャン
福島泰樹

第2･4金曜 
19:00～21:00 45,408円 ⑫

本当の自分の声を出すトレーニング ボイスコンサルタント&ボイストレーナー
宮崎絢子

第1･3･5月曜 
15:00～16:30 27,456円 ⑥

箏曲山田流
中能島派六世家元
中能島弘子
山田流筝曲協会評議員
中能島実香

毎火曜 
13:00～15:00 54,912円 ⑫

箏曲生田流 初心者～上級地唄
監修 日本三曲協会会長
米川文子
指導 米川文清、星野文以晴

毎金曜 
18:15～20:00

初心者～中級 
59,488円  
上級地唄 

74,360円
⑬

日本の響き・和楽器入門 小鼓・締太鼓 伝統芸能教場 鼓楽庵代表
望月太左衛、望月太左理

第3火曜 
13:30～15:00 25,410円 ⑥

はじめての謡曲・仕舞 観世流 監修 観世流シテ方
梅若 実
指導 観世流シテ方
梅若長左衛門、梅若紀彰 
松山隆之、富田雅子

毎月曜 
10:30～11:30

66,000円 ⑫
謡曲 観世流 本科 毎月曜 

11:30～12:15

仕舞 宝生流 宝生流シテ方
藤井雅之、髙橋 亘
柏山聡子

第2･4木曜 
10:00～11:20 54,912円 ⑫

椅子で行う 謡曲 宝生流 第2･4木曜 
11:25～12:15

能って何だろう？ 初めての能楽体験 金春流能楽師シテ方
山井綱雄

第3木曜 
19:00～21:00 27,456円 ⑥

狂言大藏流 ゆったり初歩
能楽協会会員 重要無形
文化財能楽保持者
大藏吉次郎

第1･3･5木曜 
16:00～17:30 52,272円 ⑫

地唄舞 和のこころを舞う
葛タカ女

毎月曜 
15:15～17:15 43,560円 ⑩

（隔週）地唄舞 和のこころを舞う 第1･3･5月曜 
15:15～17:15 26,136円 ⑥

日本舞踊 正派若柳流 正派若柳流
若柳禄寿

毎火曜 
18:30～20:30 52,272円 ⑫

日本舞踊 花柳流

花柳流家元
五世宗家家元 花柳壽輔（監修）
花柳寿華（指導）

毎水曜 
18:00～21:00

56,628円 ⑬
花柳流家元
五世宗家家元 花柳壽輔（監修）
花柳登貴太朗（指導）

毎水曜 
15:30～17:00

日本舞踊 宗家藤間流
監修 宗家藤間流
藤間勘祖
指導 藤間 弘・藤間利弥

毎金曜 
15:00～17:30 52,272円 ⑫

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数

茶道 武者小路千家
武者小路千家 家元直門 
相伝 正教授 有吉守聖
教授
鈴木守惠、立野昭二

第2･4土曜 
18:30～20:30

40,040円  
水屋料 5,060円 ⑩

茶道 表千家
表千家教授
徳澤貴美子
表千家講師
宮澤悦子

毎月曜 
10:00～12:00

44,044円  
水屋料 9,196円 ⑪毎火曜 

10:00～12:00
14:00～16:00 
18:00～20:00

茶道 裏千家

監修 裏千家正教授
五藤禮子（宗紫）
担当講師

（水曜）
榎本宗美、森合宗幸 ほか

（木曜）
安部宗宏、平野宗代 ほか

毎水曜 
10:30～13:00
14:00～16:30 
18:00～21:00 44,044円  

水屋料 5,203円 ⑪
毎木曜 

10:30～12:30 
13:30～15:30
18:00～21:00

茶道 裏千家

監修 桜井幸子（宗幸）
担当講師  
櫻井宗代、山田宗久 ほか

毎金曜 
10:30～12:30
13:30～16:30
18:00～21:00

40,040円  
水屋料 4,730円 ⑩

監修 裏千家正教授
五藤禮子（宗紫）
担当講師
兵藤宗元、河野宗蓉

毎土曜 
13:00～17:30

44,044円  
水屋料 5,203円 ⑪

土曜 
月2回コース

監修指導 裏千家業躰
五明宗昭
小西宗真（指導）

第1･3･5土曜 
10:00～12:00

40,040円  
水屋料 5,060円 ⑩

茶道 裏千家 立礼 

水曜クラス
監修 裏千家正教授　
五藤禮子（宗紫）
担当講師

（水曜）
森合宗幸 ほか

（土曜）
味岡宗靖 ほか

毎水曜 
14:00～16:30

44,044円  
水屋料 5,203円 ⑪

土曜クラス 第2･4土曜 
13:00～17:30

48,048円  
水屋料 5,676円 ⑫

英語で茶の湯
経験者クラス 国際茶道文化協会会員

茶道裏千家準教授
宝来宗貴

第1･3･5日曜 
10:00～12:30 40,040円  

水屋料 5,060円 ⑩
初心者クラス 第1･3･5日曜 

13:15～15:45
煎茶道 松月流 監修 家元 渡辺宗敬

公認教授 渡辺浩月 ほか
第2･4土曜 

10:30～12:30
40,293円  

水屋料 5,203円 ⑪

テーブルで楽しむ煎茶道
監修 小川流煎茶家元
小川後楽
小川流煎茶家元総師範
上田明楽

第2･4木曜 
18:00～20:30

40,293円  
水屋料 5,203円 ⑪

初めての煎茶道 小川流 小川流煎茶家元総師範
上田明楽

第3月曜 
18:00～20:30

21,978円  
水屋料 2,838円 ⑥

速習 体験を通して学ぶ
伝統文化 茶・花・香・能・禅

伝統文化ジャーナリスト
氷川まりこ

第3月曜 
19:00～20:30

会員 32,274円 
一般 36,432円 

教材費 5,500円
⑥

香道 御家流
日曜クラス 御家流神路会主宰

東 堯霞（ひがし・ぎょうか）

第4日曜 
13:00～15:00 21,978円  

香莚料 17,391円 ⑥
金曜クラス 第4金曜 

10:30～12:30
香道 志野流 志野流香道師範

高橋千恵子
第1･3･5土曜 
18:30～20:30 43,956円 ⑫

はじめての小笠原流礼法 礼の基本 弓馬術礼法小笠原流31世宗家
小笠原清忠
弓馬術礼法小笠原流31世宗家夫人
小笠原純子

第1･3･5月曜 
13:00～14:30 43,956円 ⑫

はじめての小笠原流礼法 第2･4月曜 
19:00～20:30 36,630円 ⑩

小笠原流礼法 礼の基本 第2･4月曜 
13:00～15:00 36,630円 ⑩

あなたが美しくなるマナー
日本礼道小笠原流 家元
諸泉頼子
日本礼道小笠原流 副家元
諸泉聡子

第1金曜 
10:30～12:00

21,978円  
教材費 3,575円 ⑥

未生流
いけばな 

講義と実習

未生流家元派遣講師
東 重甫

第3木曜 
13:30～17:30

格花 20,592円  
格花住空間花 27,456円 ③

実習のみ 第3木曜 
14:30～17:30

格花 13,728円 
住空間の花 8,580円 

併習 20,592円
③

未生流講義 
日本の文化といけばな

第3木曜 
13:30～14:30 8,580円 ③

夜 第3木曜 
18:00～20:30 17,160円 ③

池坊

火曜

華道家元池坊教授
倉田克史

（火曜）
中川田薫子 ほか

（日曜）
中川田薫子
新井 順 ほか

毎火曜 
13:30～15:30

初級 39,864円  
上級 45,408円 ⑫毎火曜 

15:30～17:30
毎火曜 

18:30～20:30

日曜 第2･4日曜 
10:00～13:00

初級 51,480円 
上級 59,796円 ⑫

立花Ａ 第1日曜 
10:00～15:00 39,138円 ⑥

立花Ｂ 第3火曜 
13:30～17:30

生花A 第2火曜 
13:30～15:30

22,704円 ⑥
生花Ｂ 第2火曜 

18:30～20:30

自由花Ａ 第4火曜 
13:30～15:30

自由花Ｂ 第4火曜 
18:30～20:30

古典の花 第1火曜 
13:30～20:30 26,796円 ⑥

草月
月曜 監修 草月流家元

勅使河原茜
担当 内田翠玲

第1･2･3月曜 
18:00～20:45 初級 29,898円 

上級 34,056円 ⑨
金曜 第1･2･3金曜 

10:00～12:30

いけばな小原流
監修 小原流五世家元
小原宏貴
担当教授 関邦明
根岸悦子、荘加ひとみ

第1･3･5水曜 
13:00～15:00 初級 43,186円 

上級 49,192円 ⑬第1･3･5水曜 
18:00～20:45

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

第1･3･5火曜 
10:00～12:00 44,616円 ⑬

四季の茶花
普通・高等科 茶道茶花研究家

岩田宗玹、岩田宗玖
吉澤宗広、斉藤宗豊

第1月曜 
10:00～12:00 25,410円 ⑥

研究科 第1水曜 
10:00～12:00

池田瓢阿の茶杓教室
竹楽会主宰 池田瓢阿
竹楽会講師 池田泰輔

第3火曜 
13:30～16:30 42,900円 ⑤

池田瓢阿の
竹芸教室

自由科コース
（入門・上級）

第2火曜 
13:30～16:30

入門 42,900円  
上級 45,760円 ⑤

茶道具コース 第4火曜 
13:30～16:30 42,900円 ⑤

仕覆をつくる 永井百合子 第4土曜 
13:00～16:30 46,002円 ⑥

日曜着付教室 初級・上級 尚美流全日本和装協会理事
戸村房子

第2･4日曜 
13:30～15:30

初級 42,636円  
上級 45,408円 ⑫

 大久保信子の
　 着つけの魔法

実践編
きものスタイリスト
大久保信子

第2火曜 
15:30～17:30

18,920円 ⑤
探究編 第4火曜 

15:30～17:30



受講料：毎週の講座は原則3ヶ月分（10～12月）、隔週の講座は原則6ヶ月分（10～3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。

初心者でも簡単。布が好きな方お集まりください！

手縫いで作る
ふんわりファスナーポーチ

組紐入門講座
■ 第1･2･3金曜 13:30～15:30 
■ 10/4から9回 （10～12月） 
■ 44,550円 

定時講座
■ 第1日曜 13:30～15:30 
■ 10/6から6回 （10～3月） ■ 24,024円 

　 刺繍のネックレス
■ 10/11（金）13：00～15：00
■ 会員 4,004円 一般 4,697円　 教材費 1,500円

【新規用オリエンテーション】
初心者のバードウォッチング！（女性限定）
■ 10/3（木） 10:00～11:30 ■ 3,630円 

■ 11/17（日） 13：00～15：00 
■ 会員 3,663円 一般 4,356円 教材費 363円

布小物作家 石川ゆみ

歌舞伎・講談・落語の舞
台を迫力満点にご案内！

講談師と歩く 大江戸ものがたり

■ 10/17（木） いだてん(日本橋・人形町）
 　12/5（木）   忠臣蔵（両国）
■ 各回とも10：00～12：00 
■ 会員 3,850円 一般 4,510円

講談師 神田山緑

■ 10/31(木) 10:15～14:00 
■ 会員 6,600円 一般 7,480円 ※食事代含む

名門ゴルフコースに、来
たる年世界が集いま
す。グリーンを間近に見
学します。ランチ付き。

世界の舞台
名門霞ヶ関カンツリー倶楽部見学会
霞ヶ関カンツリー倶楽部 広報委員長
越 正夫

懐かしい風情が魅力の
ローカル線。沿線の景
色に酔う心の旅に出か
けませんか。

ローカル線小さな旅

カカオの魅力を再発見！
料理で愉しむカカオ＆チョコレート 

■ 第3金曜 13:00～16:00 ■ 10/18から4回 （10～3月） 
■ 14,960円 教材費 660円

時空の旅人 松本太郎

専門家が、都心でのバード
ウォッチングにご案内。初
心者歓迎です。オリエン
テーション参加必須。

初心者のバードウォッチング！
（女性限定）

■ 指定木曜 10:00～12:00 
■ 10/10から6回 （10～3月） 
■ 21,780円 

（公財）日本鳥類保護連盟 
調査研究室・普及啓発室

かつての川の跡「暗渠」を巡り、
失われた水辺の記憶や地形を
探します。

暗渠さんぽ 失われた川を歩く

■ 10/19、11/16、12/14（土） 
　 13:00～15:30 
■ 会員 11,220円 一般 13,200円

■ 10/25（金） ドミニカ編、11/28（木） メキシコ編
　 13：00～15：00
■ 各 会員 8,800円 一般 9,460円 
　 【会場】有楽町 TORO TOKYO

暗渠者 本田 創

TORO TOKYO エグゼクティブシェフ 小河英雄
株式会社 明治 カカオクリエイター 佐久間悠介

さっと着られるはおりものとして大活躍！
グレー地or黒地から選べます。

月居良子の心地よい大人のおしゃれ着
手ぬいで作るウール地のジャケット

■ 第2･4木曜 10:00～12:00 
■ 9/26から6回 （9～12月） 
■ 21,911円 教材費 10,952円 

デザイナー 月居良子

アレンジで、いつものパールとは違った
お洒落なネックレスが出来上がります。

■ 10/6（日） 13：30～15：30 
■ 会員 4,004円 一般 4,697円

色石を使ったエレガントな
パールネックレス

■ 10/28(月） 10：00～11：30 
■ 会員 5,269円 一般 5,951円 教材費 5,500円

ジュエリー作家 佐藤知子

体験たのしい革クラフト
革のサコッシュ

イラストレーター やまもとちかひと

米山マリの抱き人形
ピノちゃん

■ 11/17（日）
　 10:00～15:00 
■ 会員 9,845円 
　 一般 10,989円 
　 教材費 5,256円 

人形作家 米山マリ

北欧絵織物 体験
森の中の小さな家

■ 9/30（月）
 　A 10:00～12:00 
 　B 13:00～15:00 
■ 各 会員 3,488円 一般 4,158円 　 
　 教材費 4,104円（額は含まれません）

北欧絵織物研究所主宰 
矢吹恵子ほか

ウイリアムモリスの布で作る
インテリア茶箱

■ 第1･3水曜
　 10:00～12:00
■ 10/2から6回
　  （10～12月） 
■ 24,024円 

インテリア茶箱クラブ本部講師
北澤さおり

水引結び 体験 髪飾り

■ A 9/13（金）10:30～12:30
 　B 10/11（金）13:00～15:00 
■ A 会員・一般 3,448円
 　B 会員・一般 3,553円 教材費別途

アート水引むすびの会 
田村京淑
田村和子

金繕い 欠けた器を蘇らせる

入門・応用
■ 第1火曜 10:00～12:00 
■ 10/1から6回 （10～3月） ■ 24,024円 
初級・応用
■ 第3火曜 10:00～12:00 
■ 10/15から6回 （10～3月） ■ 24,024円 

10cm四方の小さな織り道具
を使って、ひも状の布を織る
技法を体験しませんか。

はじめてのカード織り＆
ベルト織り

■ 10/6、11/10、12/8（日）
　 13:00～15:00 
■ 会員 12,012円 一般 14,091円 教材費 8,250円

 

染織家 箕輪直子

刺繍技法の歴史の講義と
ワンポイント刺繍の実技を
楽しみます。

ステッチ＆歴史で楽しむ
英国伝統刺繍

■ 第2火曜 13:30～15:00 
■ 10/8から6回 （10～3月） ■ 22,704円 

英国王立刺繍学校講師・刺繡作家
二村エミ

動物、草花、昆虫等をカリキュラム
に沿って刺していきます。

大塚あや子の
スタンプワーク刺繍 Ｂ

■ 第3火曜 10:30～12:30 ■ 10/15から6回 （10～3月） 
■ 26,136円 

刺繍作家 大塚あや子（監修）
小室博子（指導）

かぎ針で糸を引き抜くだけで楽々作れ
ます。白、黒、紺、ベージュなどから選べ
ます。

CHIC FLICの
Tweed Style ショルダーバッグ

■ 10/23、10/30（水） 13：00～15：30 
■ 会員 8,470円 一般 9,856円 教材費 5,500円

FIL MODE BAG主宰 田中ゆかり

シンデレラのお城をイメージしたキャ
ンドルを額に入れて仕上げます。初め
ての方でも可愛く作れます。

■ 12/8（日）13：00～16：00 
■ 会員 4,004円 一般 4,697円 
　 教材 4,730円

OLOR JAPAN 堀崎カオリ

教室で刺繍のコツを学
び、家でも迷わず作れる
ことを目指します。

かわいい刺繍で作る小物

■ 第2金曜 
　 13：00～15：00 
■ 11/8から5回 （11～3月）
■ 20,020円

刺繍作家 石井寛子

毎日使いたくなる小物をかぎ針
編みで。裏地やハトメも付けて
ワンランク上の作品に！

Little Lionの
大人クロッシェレッスン

■ 第1木曜 10:00～12:00 
■ 10/3から5回 （10～3月） 
■ 22,880円 

クロッシェデザイナー 
千葉あやか ボタンフラワーのブローチを作ります。

グルーで作る
本格アクセサリー

■ 10/31（木） 10：00～12：30 
■ 会員 3,894円 一般 4,576円
　 教材費 3,300円

スタジオRoom*T主宰 坪内史子
手芸・工芸
WEBで作品画像を
多数掲載！
教材費・道具代が必要です。

現地講座

ノミを持って石に触れ、想いを形にして
みませんか？世界で活躍の彫刻家が丁
寧に楽しくご指導します。

はじめての石彫 心の造形

■ 第4日曜 13:00～15:30 
■ 10/27から6回 （10～3月） 
■ 27,456円 教材費 5,060円 

彫刻家、天皇陛下御即位記念モニュメント制作者
絹谷幸太

はじめてのかわいいこぎん刺し

■ A 10/5（土）  くるみボタン
 　B 12/7（土） カードケース
 　C 2/1（土） A4マット
■ 10：00～12：00
■  各 会員 4,004円 一般 4,697円 
　 教材費 A 2,750円 B 4,950円 C 7,105円

講師が草木染めした糸を使います。

草木染め・こぎん作家
角舘徳子

はじめての組紐体験レッスン

■ 10/18（金）
　 13：30～16：30 
■ 会員 3,432円
　 一般 4,125円 教材費別途

道明組紐教室長
道明三保子

龍村美術織物の正絹
で作る訶梨勒（かりろ
く）。今年のお正月飾り
は訶梨勒で邪気払い。

龍村美術織物で作る
伝統の訶梨勒（かりろく）

■ 10/29（火） 
 　10：00～13：00
■ 会員 3,432円 一般 4,125円 教材費 33,000円

大澤袋物研究所
大澤実千世

あん  きょ

参考作品

お城のキャンドル
        ＆ハイヒールミニケーキ

4

数々の老舗名店
が並ぶ街を散
策。お昼は「かん
だやぶそば」で
蕎麦懐石を楽し
みます。

池波正太郎の愛した街
神田連雀町・老舗名店味めぐり

■ 11/18(月)11：30～14：30 
■ 会員 13,035円 一般 13,585円 
　 ※食事代含む

旅行ジャーナリスト、トラベルキャスター 
津田令子行き先の詳細は

こちらをチェック！

街の歴史と撮影ポイントをめぐ
ります。

てくてくスナップ散歩 
横須賀＆猿島編

■ 10/24（木） 10:30～15:00 
■ 会員 5,060円 
　 一般 5,720円 
　 教材費 2,530円

フリーライター 眞鍋じゅんこ
カメラマン 鴇田康則

写真／鴇田康則

和の手仕事

工芸家
原 一菜

普段は非公開の神楽坂
の個人庭を見学＆モミ
ジ､アジサイ剪定ミニ講
習会。近くの肥後細川
庭園へも。

都内のオープンガーデンに
行きましょう！

■ 10/24(木) 座学 13：30～15:00
 　11/7（木）   現地 9：10～14：30頃 
■ 会員 9,900円 一般 11,220円 
　 教材費 4,400円 （現地ランチ代含む）

オープンガーデン専門家
森山みちこ
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講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数

はじめての洋裁 基礎から始める物づくり 水野佳子 第2･4土曜
10:00～12:00 45,408円 ⑫

ヨーロッパの繕い技術 
装飾ダーニング

昼クラス
野口 光

第3火曜
13:00～15:00

35,706円 ⑥
夜クラス 第3火曜

19:00～21:00

タティング・レース入門 盛本知子 第1･3･5火曜
10:30～12:30 45,408円 ⑫

藤重すみの 
これならわかるタティングレース

藤重すみ
木村三千代、清水由美子

第1･3･5水曜
10:00～12:00

初級 22,704円 
上級 26,796円 ⑥

ボビンレース 宮野クラス 宮野ヒロコ 第1･3･5水曜
10:30～12:30 48,048円 ⑫

ボビンレース工房 監修：飯野クラス

水野厚子 ほか

第2･4金曜
13:00～15:00 49,500円 ⑫

週末のベルギーレース
Ａ 第1土曜

13:00～15:00 24,750円 ⑥

B 第1土曜
15:30～18:00 26,136円 ⑥

七海光のトルコ伝統レース オヤ 足立久美子 第1月曜
13:00～15:00 24,024円 ⑥

鷲沢玲子のパッチワークキルト 鷲沢玲子
有木律子

第4火曜
13:00～15:00

26,136円 
教材費 10,000円 ⑥

蜷川宏子のHappyキルト 蜷川宏子 第2金曜
10:00～12:00 26,136円 ⑥

こうの早苗パッチワーク倶楽部 こうの早苗（監修指導）
公認講師（指導）

第1土曜
13:00～15:30 26,796円 ⑥

南フランス・プロヴァンスの
キルト“ブティ”

A
谷眞佐子

第3土曜
10:30～12:30

23,364円 ⑥
B 第3土曜

15:30～17:30

モラ
カリブの民族手芸

Ⅰ 宮崎ツヤ子
市川鐵子

第3火曜
13:00～15:00

22,704円 ⑥Ⅱ 宮崎ツヤ子
空野静枝

第1火曜
10:00～12:00

Ⅲ 宮崎ツヤ子
浜田洋子

第2木曜
10:00～12:00

モラ鑑賞クラス 宮崎ツヤ子 第4木曜
10:00～12:15 24,024円 ⑥

ソウタシエ 針と糸のジュエリーワーク 松島さとみ 第1金曜
13:00～16:00 30,888円 ⑥

イギリス刺繍 
ニードルポイント　

午前 井口佳世子
岸塚あき子

第2･4火曜
10:00～11:30 45,408円 ⑫

午後 第2･4火曜
12:30～14:30

二村エミのゴールドワーク
英国伝統刺繍

坂本千賀子
太刀川千賀子

第3金曜
10:00～12:00 24,024円 ⑥

笹尾多恵の
ヴィクトリアン刺繍

A
笹尾多恵

第3土曜
13:00～15:00 23,364円 ⑥

B 第3土曜
15:30～17:30

戸塚フランス刺しゅう 吉川三代子
伊戸恭子

第1･3･5火曜
10:00～12:00 47,619円 ⑬

オノエ・メグミの
ヨーロッパ刺しゅう オノエ・メグミ ほか 第2･4木曜

10:00～12:00
43,956円 ⑫

3ヵ月コース 21,978円 ⑥

大塚あや子の白糸刺しゅう
A 小室博子 第2水曜

10:30～12:30

26,136円 ⑥
B 木村麻里子 第3土曜

13:00～15:00

大塚あや子の花の刺繍
小室博子

第1火曜
10:30～12:30

大塚あや子のスタンプワーク刺繍 Ａ 第2火曜
10:30～12:30

森本さちこのスタンプワーク刺しゅう 後藤明美
小西ゆり

第2金曜
13:30～15:30 23,364円 ⑥

アトリエFiｌの刺しゅう
ワイヤーワークとスタンプワーク

清 弘子
安井しづえ

第2土曜
13:00～15:00

23,364円 
教材費 9,350円 ⑥

PieniSieniのオフフープ®立体刺繍　
フェルト刺繍の花 PieniSieni 第3月曜

13:30～16:00
30,228円 

教材費 1,650円 ⑥

北欧デザインの刺繍 立川一美 第3土曜
13:00～15:00 23,364円 ⑥

ハーダンガー刺しゅう
日曜 竹内博子

石川裕子
第4日曜

13:00～15:00 19,470円 ⑤
水曜 竹内博子

加藤春江、川井美和子
第4水曜

10:00～12:00

 刺しゅうとカルトナージュ
A

高橋亜紀
第1水曜

15:30～17:30 20,020円 
教材費 15,620円 ⑤

B 第1木曜
19:00～21:00

はじめての菱刺し 倉茂洋美 第2月曜
13:00～15:00 24,024円 ⑥

草乃しずかの日本刺しゅう　

A 田渕京子 第2･4水曜
10:00～12:00

41,624円 ⑪
B 新谷恵子

日根裕美子
第2･4土曜

10:00～12:00

研究科 草乃しずか（監修指導）
新谷恵子

第2土曜
13:00～16:00 45,760円 ⑤

伝統の日本刺繍 長谷川敬子 第1･3･5月曜
15:30～17:30 45,408円 ⑫

パリのオートクチュール 
ビーズ刺繍ジュエリー 関根瑞希 第3火曜

13:00～15:00
26,136円 

教材費 7,150円 ⑥

天然石でジュエリーメイキング キョウ久珍 第4木曜
13:00～15:00

12,012円 
教材費 40,700円 ③

吉川智子のビーズアートジュエリー 吉川智子 第3木曜
13:00～15:00 24,024円 ⑥

創作ビーズ織 佐古孝子 第1･3･5火曜
10:00～12:00 36,630円 ⑩

北欧絵織物
Ａ

矢吹恵子

毎月曜
10:00～12:00 基礎 42,636円 

研究 45,408円 
創作 48,048円

⑫
B 毎月曜

13:00～15:00

北欧絵織物
グリンドヴェヴ織科

A 第1･3･5月曜
10:00～12:00 21,318円 ⑥

B 第1･3･5月曜
13:00～15:00

自分サイズの手縫いの帽子 岩元啓子 第1水曜
13:00～16:00 26,136円 ⑥

好きな素材で自由に作る バッグ＆ポーチ 越膳夕香 第4木曜
10:00～12:30 26,136円 ⑥

龍村美術織物で作る袋物 大澤実千世 第1火曜
13:00～15:30 20,592円 ⑥

和裁 ぬい方の基本から 加藤恭子 第2･4土曜
10:00～12:00

45,408円 
教材費 1,100円 ⑫

やさしい和裁 仕立てと直し 小久保美明
小久保厚子

第1･3･5金曜
13:30～15:30 49,192円 ⑬

手ぬいで簡単！きものをリフォーム 高橋恵美子 第2水曜
13:00～15:00 23,364円 ⑥

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 さかくらのりこ 第1土曜

15:45～18:15
25,410円 

教材費 18,700円 ⑥

桜居せいこ監修 つまみ細工
土曜 増田みか

見城なおこ

第1土曜
13:00～15:00 29,106円

⑥

火曜 第3火曜
14:00～16:00 ⑥

内藤乃武子のちりめんのお細工もの 飯田和世 第3金曜
10:00～15:00 32,615円 ⑤

伝統工芸
讃岐かがり手まり

A（中級者①）
荒木永子 ほか

第4土曜
10:00～12:30

26,136円 ⑥Ｂ（中級者②) 第4土曜
14:00～16:30

C（入門クラス） 第4日曜
10:00～12:30

手まりを創る 鈴木静枝 第1･3･5水曜
13:00～15:00 43,956円 ⑫

絹糸のたからもの
伝承の加賀の指ぬき 石井康子 第3土曜

10:00～12:00 24,024円 ⑥

飾り結び・花結び 上渕綾子 第3木曜
13:00～15:00 22,704円 ⑥

水引むすび　
午前 田村京淑

田村和子

第2･4金曜
10:30～12:30 46,728円 ⑫

午後 第2･4金曜
13:00～15:00

井上佐賀錦 宮田わかば
大黒美知子

第2火曜
13:00～15:00

本科 23,364円
創作科 25,410円 ⑥

 風工房のニットレッスン 風工房 第3水曜
10:00～12:30 26,136円 ⑥

村山美沙子のおしゃれなニット 村山 美沙子
熊谷節子

第1･3･5月曜
10:00～12:00 49,192円 ⑬

 広瀬光治のニット工房
A

広瀬光治
第2･4火曜

10:30～12:30 37,840円 ⑩
B 第2･4火曜

13:00～15:00

河合正子のアラカルト ＤＥ ニット 河合正子
内田靜江、牛久保由里子

第2･4木曜
10:15～12:15 41,624円 ⑪

カスパリー編み 倉田照香 第3金曜
10:00～12:00 26,136円 ⑥

深雪アートフラワー プティフルール 飯田恵秀
倉元千代子

第4金曜
10:00～12:00 24,750円 ⑥

ファブリック・アート
布で作る立体アート

礪波賀與江
中山英子

第4水曜
13:00～15:00 22,704円 ⑥

中山みどりのフェルトアート
愛犬・愛猫作り

中山みどり
永峰理絵子

第2金曜
13:00～16:00

37,752円
教材費 3,960円 ⑥

リアルかわいい羊毛フェルトのうさぎ 畑 牧子 第3日曜
13:00～16:00 39,864円 ⑥

羊毛フェルトで作る暮らしの小物 みよしまさこ 第4土曜
13:00～16:00 20,625円 ⑤

フェルト羊毛でつくるかわいい動物 須佐沙知子 第3水曜
13:00～15:00 23,364円 ⑥

張り子の縁起物と玩具 前田ビバリー 第4木曜
13:00～15:00

23,364円 
教材費 6,600円 ⑥

ミニチュア・ドールハウス講座 『雑貨店』宇田泰子 第1火曜
13:00～15:30

24,750円
教材費 10,501円 ⑥

鉄道模型組み立て教室 三浦廣之 第2･4金曜
19:00～21:00 52,272円 ⑫

ericさんの 
かわいいちいさな消しゴムはんこ eric(松原衣理子） 第4土曜

13:00～15:00
24,024円 

教材費 2,310円 ⑥

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 三谷昌美 第4金曜
10:00～12:30 25,410円 ⑥

根付彫刻 入門 黒岩 明 第2･4月曜
13:30～16:30 35,706円 ⑥

季節の万華鏡づくり 
昼

鈴木明子
第4金曜

13:30～15:00 13,068円 ③
夜 第4金曜

18:30～20:30

デイプロマ取得講座 フレンチメゾンデコール 北澤さおり 第1･3･5水曜
10:00～12:00 52,052円 ⑬

アメリカン・アンド・ヨーロピアン・トールペイント 関 恵 第3土曜
13:00～15:00 23,364円 ⑥

ナンタケットバスケット 田中憲子 第2･4土曜
13:00～15:00

33,000円 
教材費 20,376円 ⑥

絞り染めでつくるくらしの小物 安藤宏子（監修）
眞城亜紀子

第2月曜
15:30～18:00 26,796円 ⑥

手がき友禅を楽しむ 石渡弘信 第1･3･5金曜
13:00～16:00 52,052円 ⑬

掛け軸・表装入門 清水達也（監修指導）
堀口れい子（指導）

第1･3･5月曜
15:30～17:30 48,048円 ⑫

なんでも裏打ち入門 表装併設クラス 第1･3･5月曜
15:30～17:30

暮らしの中の木彫 （牧田クラス） 牧田久喜子
吉田澄江・西川絹

第1･3･5木曜
10:00～12:30 49,192円 ⑬

渡辺一生の楽しい木彫 渡辺二笙（監修）
清水玲子（指導）

第1･3･5金曜
13:00～15:30 49,192円 ⑬

鎌倉彫 手づくりを楽しむ 木村教室 木村桂方 第2･4月曜
10:00～12:30 45,408円 ⑫

鎌倉彫 和のこころ 大友教室 大友祥円 第2･4火曜
10:00～12:30 41,624円 ⑪

彫刻王子 三橋鎌幽の“鎌倉彫” 三橋鎌幽 第3土曜
10:15～12:15 22,704円 ⑥

佛像彫刻入門 癒しの仏たち「童仏」を彫る 吉川瑞慶 第2･4金曜
15:30～17:30 48,048円 ⑫

仏像彫刻 皆川閑慶 第1･3･5日曜
10:00～13:00 56,364円 ⑫

面打ち入門 本格的な面打ちを基本から学ぶ 山 芳満 第1･3･5日曜
13:00～16:00 52,272円 ⑫

木の象がん細工 マーケタリー 横田東史子 第3火曜
10:30～12:30 24,024円 ⑥

タイ宮廷のフルーツ＆ソープカービング 村上恵子 第4土曜
10:15～12:15 27,456円 ⑥

文人の石印 篆刻著書多数の講師が教えます 多田文昌 第2火曜
10:00～12:30

24,024円 
教材費 660円 ⑥

美しいアルファベットを描く 西洋写本装飾 河南美和子 第2火曜
18:30～20:30 26,136円 ⑥

初心者から学べるジュエリー＆アクセサリーメイキング 佐藤知子 第2・4月曜
10：00～11：30 31,614円 ⑥

彫金 シルバーアクセサリー
A

内田暎一
第1･3･5水曜

10:00～13:00 52,052円 ⑬
B 第1･3･5水曜

13:45～16:45
ボヘミア手彫りガラス
スウィートグラスリッツェン 井上裕子 第4水曜

13:00～15:30
26,796円 

教材費 2,750円 ⑥

英国流 陶磁器修復 カラーフィル 佐野智恵子 第4水曜
13:30～15:50

36,432円
 教材費 9,350円 ⑥

金継ぎと蒔絵 栗原蘇秀
小宮山千夏子

第3木曜
13:00～16:00

金継 34,320円 
蒔絵 34,320円 ⑥

金継ぎ講師養成講座 第3木曜
13:00～16:00 40,524円 ⑥

はじめての
金継ぎ・漆芸

13:00クラス
橋本 遥

第1･3･5月曜
13:00～15:00

37,752円 
教材費 7,700円 ⑥15:30クラス 第1･3･5月曜

15:30～17:30

 19:00クラス 第1･3･5月曜
19:00～21:00

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数

名建築 街並み探訪 志村直愛 第2金曜
13:30～15:30 23,430円 ⑥

建築家といく たてもの探訪（東京） 平井 充 第4火曜
13:00～15:00 19,250円 ⑤

名建築 見て歩き 河東義之
大川三雄、藤木竜也

第2･4土曜
10:00～12:00 38,500円 ⑩

里山歩き 春・夏・秋・冬 内野秀重 第1水曜
10:00～15:00 10,340円 ②

自然観察ウォーキング 佐々木洋 第2火曜
13:30～15:30 17,600円 ⑤

旅行ジャーナリストが案内 
旬な旅 味な旅

火曜クラス
津田令子

第2火曜
10:30～14:30 21,780円 ⑥

日曜クラス 第3日曜
10:30～14:30

散歩力のつく江戸・東京ガイダンス
ＴＯＫＹＯ町 ・々歴史小散歩 金沢正脩 第1火曜

10:30～14:30 21,780円 ⑥

散歩屋・美江さんと味わう東京 高橋美江 第2木曜
11:00～15:00 19,980円 ⑤

商店街・門前町 歴史さんぽ 眞鍋じゅんこ 第3金曜
12:30～15:30

18,150円 
教材費 6,325円 ⑤

古地図片手に江戸探し 藤浦正行 第3火曜
13:00～16:00 21,780円 ⑥

山手線と中央線
～東京の骨格を形成した鉄道遺産をめぐる 小野田滋 第3水曜

13:00～15:00 11,550円 ③

日本庭園の美を訪ねて 重森千靑 第1火曜
10:30～12:00 18,150円 ⑤

鎌倉の魅力 大貫昭彦
古田土俊一

第2火曜
13:00～16:00 19,800円 ⑥

東京周辺 小さな美術館・博物館めぐり 学芸員 ほか 第2木曜
10:30～12:30 16,500円 ⑤

樹木医と行く「楽しい花散策」 石井誠治 指定水曜
10:30～14:30 14,520円 ④

健康ウォーキング　
まちなかの自然と文化や歴史を楽しむ 西田富美子 第2木曜

13:00～16:00 18,150円 ⑤

女性のための週末トレッキング 越谷英雄 ほか 第2土曜
8:00～17:00 34,980円 ⑥

提
携

こぎん刺し 髙木裕子（監修指導） 第1･3･5木曜 
10:00～12:00 23,100円 ⑦

表装入門
（掛け軸・屏風）
少人数クラス

Ａ
堀口れい子

第1･3･5火曜 
10:00～12:30

24,420円 ⑥
B 第1･3･5火曜 

13:00～15:30

四谷陶芸サロン 畠山圭史 第1･3日曜 
13:15～15:45

17,600円 
教材費 2,750円 ⑤



水彩画・日本画の愉しみ

秋から始める大人のアトリエスペシャルレッスン！
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放課後の美術クラブのよ
うに自由な気分で個性を
生かし表現を磨きましょう！

画材が選べて好きなものを描く
土曜美術クラブ

■ 第2･4土曜 13:00～15:00 
■ 10/12から12回 （10～3月） ■ 49,500円 

美術作家、元東京藝術大学非常勤講師 安藤孝浩
作品鑑賞や解説で芸術
とは何かを探り、抽象画
や新しい表現で感性を磨
きます。

現代アート入門

■ 第4月曜 10:00～12:15 
■ 10/28から4回 （10～2月） ■ 17,424円 

多摩美術大学教授 
木嶋正吾

写真・ビデオ

季節に合わせて、都内の公園を
中心に撮影スポットを選定、デジ
カメを持って撮影に出かけます。

デジカメ撮影に出掛けよう

■ 第1･3･5土曜 13:00～15:00 
■ 10/5から7回 （10～12月） 
■ 27,258円 

日本写真協会 若林義郎

花を見て「美しい」と思った心を
一枚の絵にしましょう。

はじめての花の水彩画

■ 第2･4水曜 14:00～16:00 
■ 10/9から12回 （10～3月）
■ 52,272円

洋画家、日本美術家連盟会員 渡辺三絵子

静物や風景を描きながら技
法やいきいきした水彩風景画
のコツを学びます。

はじめて描く水彩画
静物から戸外の風景スケッチまで

■ 第2日曜 13:00～16:30 
■ 10/13から6回 （10～3月） 
■ 38,478円 教材費 2,640円 

水彩風景画家、絵本画家
藤本四郎

書道

ＮＨＫ番組出演の講師がその
日から変えられる、ひらがなの
美文字のコツをご指南します！

青山浩之の
美文字ときめきレッスン
美しい“ひらがな”

■ 9/7（土） 10:00～12:00 
■ 会員 4,946円 一般 5,616円 教材費 540円 

横浜国立大学教授、書家 
青山浩之

基本ルールをマスターすれ
ば字は変わります。上達の
喜びを実感でき自分の字が
好きになります。

基礎からの書道・ペン字

■ 第4木曜 10:00～12:30 
■ 10/24から6回 （10～3月） 
■ 26,136円 

毎日書道展審査会員 西村桃林

漢字の基本から古今の名書の鑑
賞まで体系的に学びます。創作
の喜びを体験してみませんか。

漢字 福田クラス

■ 第1･3･5木曜 13:30～15:00 
■ 10/3から13回 （10～3月） 
■ 49,192円 

毎日書道展審査会員 福田鷲峰

書道の基礎を学び生活の実用書
道にも触れていきます。美しい字
を目指して始めてみませんか。

漢字入門 小宮クラス

■ 第1･3･5木曜 11:50～13:20 
■ 10/3から7回 （10～12月） 
■ 26,488円 

毎日書道会理事 室井玄聳（監修)
毎日書道会会員 小宮有舜（指導)

３時間の集中授業の中で、い
つもの字が劇的に変わってい
くことが実感できます。

3時間集中！簡単ルールで
一生きれいな字

■ 11/24（日） 13:30～16:30 
■ 会員 4,356円 一般 5,038円 
　 教材費 1,375円

六度法創案者 富澤敏彦

かな文字の美しさを知っていた
だくための講座です。それぞれ
のレベルに即して指導します。

百人一首で学ぶかなA

■ 第2･4水曜 10:00～12:00 
■ 10/9から11回 （10～3月） 
■ 47,916円 教材費 605円 

日展会友 由井孝枝

「いろは」から始まり連綿、ち
らし書きへ、かなの基本か
ら臨書へと進んでいく教室
です。

かな 髙田クラス

■ 第1･3･5土曜 13:30～15:00 
■ 10/5から13回 （10～3月）
■ 49,192円 

毎日書道展審査会員 髙田宏苑

お勤め帰りのペン字速習 

水曜クラス
■ 指導：清水洋子
■ 第2・4水曜 18:30～20:00
■ 10/9から12回（10～12月）
金曜クラス
■ 指導：和氣正沙
■ 第2・4金曜 18:30～20:00
■ 10/11から12回（10～12月）
■ 各 45,408円

（一財）日本書写技能検定協会 中央審査員
和氣正沙（監修）

絵画
講師の作品や講座の
詳細はこちらをチェック！

　 お花を描いてみましょう！
■ 10/12（土） 13:00～15:00 
■ 会員 4,125円 一般 4,807円 

基本となる水彩写生と共
に、大和絵・琳派も学べる初
心者向けの講座です。

やさしい水彩写生と
琳派から日本画

■ 第1･3金曜 18:30～20:30 
■ 10/4から12回 （10～3月） ■ 56,232円 

日本美術院院友 西野正望

初めての方でも絵の世
界に自然に入りやすい
植物画。じっくり丁寧に
ご指導します。

ボタニカルアート 小柳クラス

■ 第2･4･5水曜 10:00～12:00 
■ 10/9から12回 （10～3月） ■ 48,048円 

二紀会委員 
小柳吉次

ボールペン一本で絵を描
いてみませんか。どなたで
も必ず素敵な作品に仕上
がります！

誰でも描ける、ハマる！
ボールペン画講座

■ 第1火曜 19:00～21:00 
■ 10/1から6回 （10～3月） ■ 24,024円 

画家、版画家 武田尋善

　 バラを描く
■ 10/23（水） 14:00～16:00
■ 4,356円  教材費 1,430円

美しい色と線で人気の画家による特別レッス

ン！線画シートを用いるので初心者の方も安心

です。

きょうからはじめる水彩画
花を描く1日講座

■ 11/2（土） 13：00～15：30 
■ 会員 5,148円 一般 5,841円 テキスト代別途

画家 中村 愛

琳派の四季を描こう！
酒井抱一の「秋草図」と「楓図」
日本美術院院友
西野正望
■ 「秋草図」10/2、10/16、10/30（水）
　 15：30～17：00
■ 「楓図」11/6、11/20、12/4（水）
　 15：30～17：00 
■ 各コース 
　 会員 13,398円 一般 15,444円
　 教材費 2,500円 程度

幕末や明治維新の有名な人
物が写真に写され今に伝わっ
ている湿板写真技法で現代
を再現する特別講座です。

湿板写真 幕末の写真を再現 

■ 10/1、10/15、11/5、
　 12/3、12/17（火） 
　 指定時間 
■ 44,000円 教材費別途

田村写真 代表 
田村政実

日本写真家協会会員
加藤芳明

四季折々の自然や風物を
簡素な筆づかいで半紙や
色紙、はがき、扇子などに
仕上げます。

俳画に親しむ 
四季の移ろいを描いてみましょう

■ 第2金曜 10:30～12:30 
■ 10/11から6回 （10～3月） 
■ 24,024円 教材費 6,666円 

全日本積穂俳画協会講師 井原 彰穂

色彩の柔らかい感
触と繊細なニュアン
スで独特の輝きをも
つパステル画を基
礎から指導。

パステル画 岩澤クラス

■ 第1･3･5水曜
　 10:15～12:45
■ 10/2から13回 （10～3月） ■ 62,205円 

画家、日本パステル画会会員 岩澤慶典

■ 第2土曜 16:30～19:00 
■ 10/12から6回（10～3月） ■ 27,390円

パステル画の道具の使い方か
ら始め、下地の作り方、基本的
なパステル画のテクニックま
で、細かく指導します。

男性や働く方にもお勧め
週末夜のパステル画
技法と表現力を磨く

現代パステル協会運営委員 高木匡子

メイツ出版

余白を生かすコツ、ポイントの置
き方など多くを描きこまず表現
力をつける技法を解説します。

斎藤満栄
日本画特別講座

■ 11/30（土） 10:00～17:00 
■ 会員 11,440円 一般 12,584円 

日本美術院同人
斎藤満栄

ダブルマスキング技
法を併用して晩秋の
風景を描きます。講
師が技法を説明しな
がら、デモンストレー
ションをします。

透明水彩で描く晩秋の風景

■ 11/25（月） 10：00～12：30 
■ 会員 5,148円 一般 5,841円

水彩画家 あべとしゆき

光琳などに影響を与えたとさ
れるクリムト。アクリル絵具と
日本画の特殊技法を使って描
きます。

クリムトの接吻を描こう
日本美術院院友 西野正望

■ 第2・4水曜 15：30～17：30 
■ 10/9から6回 （10～12月）
■ 会員 26,796円 一般 30,888円
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講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数

漢
字

書道入門 高木クラス 高木聖雨（監修）
鹿倉碩齋（指導）

第1･3･5火曜
15:30～17:00 37,125円 ⑨

楽しい書道 毛筆 筆ペン ペン字 井上蓉花 第2･4金曜
10:30～12:00 45,408円 ⑫

一からの書道 有岡しゅん崖（監修）
石川青邱（指導）

第2･4火曜
9:50～11:20 41,250円 ⑩

書道はじめの一歩 関根悟牛 第1･3･5火曜
13:00～14:30 45,408円 ⑫

書の古典を楽しむ 小澤蘭雪 第2･4火曜
13:30～15:00 49,500円 ⑫

お勤め帰りの書道 西村桃林 第1･3･5火曜
19:00～20:30 49,192円 ⑬

漢字の基本を学ぼう 高木聖雨 第2･4火曜
15:30～17:00 49,500円 ⑫

漢字に親しむ はじめての漢字
室井玄聳

第1･3･5月曜
18:30～20:00

37,840円 ⑩ゆっくり学ぼう 日曜の漢字 第1･3･5日曜
13:30～15:00

室井クラス 毎月曜
15:30～17:00

石飛書道
田中クラス Ａ

石飛博光（監修指導）
田中豪元
赤澤寧生（指導）

第2･4水曜
10:00～11:30

49,500円 ⑫赤澤クラス 第2･4水曜
11:50～13:20

田中クラス Ｂ 第2･4水曜
18:15～19:45

はじめての書道 今和希子 第1･3･5金曜
10:30～12:00 45,408円 ⑫

古典に学ぶ（初心者～経験者） 蓮見行廣
日向伯周

第1･3･5火曜
13:30～15:00 49,192円 ⑬

 朝の寺子屋 書への誘い
石飛博光（監修）
金敷駸房（講師）
今和希子（助講師）

第1･3･5日曜
10:00～12:30 49,500円 ⑫

マイスタイル書道
個別指導でどんどん上達

石飛博光（監修）
種家杉晃（指導）

第1･3･5木曜
18:45～20:15 41,624円 ⑪

条幅を楽しむ 有岡しゅん崖（監修）
石川青邱（指導）

第2･4火曜
9:50～11:20 41,250円 ⑩

  書の美に親しむ 片岡重和 第2･4木曜
9:50～11:20 45,375円 ⑪

石飛書道
大多和クラス　

A 石飛博光
（監修指導）
大多和玉祥
今和希子（指導）

第1･3･5水曜
10:00～11:30

49,500円 ⑫B 第1･3･5水曜
11:50～13:20

C 第1･3･5水曜
18:15～19:45

いろいろ学べる楽しい書道 石飛博光（監修指導）
大多和玉祥、種家杉晃（指導）

第1･3･5土曜
11:00～13:00 45,375円 ⑫

綜合書道 皆上華僊 第1･3･5火曜
10:00～11:30

50,820円 
教材費 330円 ⑫

漢
字
専
門

  書の美に親しむ
片岡重和

第2･4木曜
11:40～13:10 45,375円 ⑪

書家から学ぶ作品制作         
Ⅰ 第4木曜

14:00～16:00 27,500円 ⑤

Ⅱ 第2木曜
14:00～16:00 33,000円 ⑥

室井クラス 室井玄聳 第1･3･5月曜
13:40～15:10 41,250円 ⑩

か
な

楢崎クラス
A 楢崎華祥

（監修指導）
菊池李佳
北山成子（指導）

第2･4月曜
10:00～11:30

45,408円 ⑫B 第2･4月曜
11:50～13:20

C 第2･4月曜
15:30～17:00

楢崎クラス 初めて触れるかなの世界 楢崎華祥（監修）
大野幸子（指導）

第1･3･5月曜
10:30～12:00 49,192円 ⑬

かな上松クラス 上松桂扇 第1･3･5木曜
9:50～11:20 49,192円 ⑬

お勤め帰りにかなを楽しむ 髙田宏苑 第2･4水曜
19:00～20:30 45,408円 ⑫

百人一首で学ぶかな B 由井孝枝 第1･3･5木曜
18:30～20:00

49,192円 
教材費 1,430円 ⑬

日曜かな教室
いろはの基礎から現代のかな表現・創作 吉田久実子 第1･3･5日曜

10:30～12:00
49,192円 

教材費 1,430円 ⑬

か
な
専
門

かなの作品を作りましょう 由井孝枝 第2水曜
10:00～12:00

28,182円 
教材費 264円 ⑥

楢崎クラス 楢崎華祥（監修指導）
菊池李佳、北山成子（指導）

第2･4月曜
13:40～15:10 49,500円 ⑫

上松クラス 上松桂扇 第1･3･5木曜
11:30～13:00 53,625円 ⑬

土橋靖子のかな教室・研究科 土橋靖子（監修）
小木曽郁子（指導）

第1･3･5金曜
10:00～12:00

54,912円 
教材費 396円 ⑫

おとなの手習い かな書・日本の書 土橋靖子（監修）
武田美奈子（指導）

第2･4木曜
13:30～15:30

52,272円 
教材費 396円 ⑫

高木厚人のかな
専門 高木厚人（監修）

田頭昭子（指導）

第2･4土曜
10:00～12:00 45,760円 ⑩

百人一首を書く 第2･4土曜
13:00～15:00

篆
刻方寸の美を探る

午前クラス
月木萬里

第3土曜
10:00～12:00 31,614円 

教材費 220円 ⑥
午後クラス 第3土曜

13:00～15:00

実
用
書
道

６ヶ月で学ぶ くらしの実務書道 田中雅秋 第2･4金曜
13:00～15:00 49,500円 ⑫

大井クラス 大井錦亭
馬場松影

第2･4火曜
11:40～13:10 45,408円 ⑫

楽しいくらしの書 漢字とかな
石飛博光（監修指導）
田中豪元、赤澤寧生（指導）

第2･4水曜
14:20～15:50 49,500円 ⑫

石飛博光（監修指導）
大多和玉祥、今和希子（指導）

第1･3･5水曜
14:20～15:50 49,500円 ⑫

筆で書く四季の手紙　
小筆・筆ペンを上手に使う 田中豪元 第1･3･5木曜

10:00～11:30 45,408円 ⑫

金敷駸房・書への誘い 金敷駸房
関根悟牛（助講師）

第2･4金曜
13:30～15:00 45,408円 

教材費 110円 ⑫
金敷駸房の楽しい実用書道 第2･4金曜

15:30～17:00
梵字仏を書く 児玉義隆 第2土曜

10:30～12:00 24,024円 ⑥

こころを癒す写経 佐藤芙蓉 第2日曜
13:00～15:00

18,920円 
教材費 275円 ⑤

季節を彩る暮らしの書道 今和希子 第2･4火曜
10:30～12:00 45,408円 ⑫

紫芳の字手紙 関 紫芳 第2水曜
10:00～12:00 24,024円 ⑥

ペ
ン
字

趣味のペン字 和氣正沙 第2･4月曜
10:30～12:00 45,408円 ⑫

教養のペン字 中山祐子 毎火曜
10:15～11:45 45,408円 ⑫

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数

デ
ッ
サ
ン・ク
ロ
ッ
キ
ー

  村岡貴美男の日本画人物デッサン 
特別講座Ａ，Ｂ 村岡貴美男

9/23（月）
Ａ10：00～12：30
Ｂ13：30～16：00

会員 5,616円
一般 6,739円

人体クロッキー 上田耕造 第1･3･5土曜
15:30～18:00 70,785円 ⑬

基礎からはじめる 鉛筆デッサン教室 羽川幸一 第1･3･5火曜
13:00～15:00 59,345円 ⑬

山田雅夫の１５分スケッチ
基本マスター講座 山田雅夫

第2火曜
10:00～11:30

22,704円 
教材費 858円 ⑥

第2･4月曜
13:00～15:00

52,272円 
教材費 1,716円 ⑫

日曜クロッキー教室 北条 章 第2･4日曜
10:00～12:00 59,895円 ⑪

日曜デッサン 金子クラス 金子文雄 第1･3･5日曜
13:30～16:00 61,380円 ⑫

週末デッサン
木炭・パステル・油彩・水彩で描く 東原 均 第1･3･5土曜

10:00～12:30 58,740円 ⑫

人物デッサン 裸婦を中心に 菅沼光児 毎月曜
13:30～16:00 65,472円 ⑫

 野村重存の鉛筆デッサン 
　風景スケッチのために 野村重存 第4金曜

13:30～16:00 25,190円 ⑤

野あそびボールペンデッサン 野畑直子 第3月曜
13:00～15:00 26,730円 ⑥

旅する水彩スケッチ ベルギー 伏見 哲 第2水曜
13:30～16:00 26,796円 ⑥

ス
ケ
ッ
チ

旅の水彩スケッチ
A

三好貴子
第2木曜

13:30～15:30 24,684円 ⑥
B 第2木曜

19:00～21:00

  野村重存の風景スケッチ教室 野村重存 第2月曜
14:00～16:30

30,228円 
教材費 1,100円 ⑥

風景水彩スケッチ<ペン彩を楽しむ> 五十嵐吉彦
佐藤久美子

第1月曜
13:00～15:30

26,400円 ⑥ 風景水彩スケッチ<ペン彩を深める>
五十嵐吉彦

第2木曜
13:00～15:30

日曜スケッチ＜ペン彩・水彩で描く＞ 第2日曜
13:00～15:30

ペン彩で描く風景スケッチ
東京・横浜の風景を描く 大賀 隆 第4木曜

11:00～14:30 26,400円 ⑥

手帳スケッチ 関本紀美子 第2･4金曜
19:00～21:00

24,024円 
教材費 2,310円 ⑥

スケッチと淡彩 山内 亮 毎金曜
13:15～15:15 54,648円 ⑫

初めての水彩・スケッチ画 中村豪志
中村ひろみ

第1･3･5土曜
15:45～17:45 62,348円 ⑬

花
を
描
く

小さな絵に描く アトリエ＜花スケッチ＞ 谷口千恵子 第4月曜
13:00～15:30 25,410円 ⑥

はじめての植物画
西村俊雄

第2月曜
10:00～13:00 24,750円 ⑥

やさしい植物画 第2･4日曜
10:30～12:30 49,500円 ⑫

ボタニカルアート 
小柳クラス 小柳吉次 第1･3･5土曜

10:00～12:00 48,048円 ⑫

邊見クラス 邊見泰子 第1･3･5木曜
13:00～16:00

自由科 52,052円 
基礎科 66,352円 ⑬

はじめよう！花と小物の水彩色えんぴつ 漆間順子 第4水曜
12:30～15:00

24,024円 
教材費 4,620円 ⑥

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数

写
真・ビ
デ
オ

 デジタルカメラ初中級者のための
　  ネイチャーフォト 岩橋宏倫 第2･4火曜

10:00～12:00
45,408円 

教材費 396円 ⑫

プリントで学ぶ写真の教室　
とっておきの作品をつくろう 曽根原昇 第1･3･5土曜

9:50～11:50 28,028円 ⑦

カメラを持って街に出よう　
カラーフィルムの魅力 木村惠一 第1･3･5金曜

10:30～12:30 50,622円 ⑬

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 八幡宏 第4土曜

14:00～16:00
22,704円 

教材費 1,980円 ⑥

 AURORA写真塾 テーブルの上の光 Nana* 第1土曜
13:00～15:00

24,024円 
教材費 7,128円 ⑥

日曜写真教室 松本徳彦 第1･3･5日曜
10:00～12:00 46,728円 ⑫

基礎から学べるビデオ教室 城田宗和 第3水曜
13:00～15:00 22,704円 ⑥

水
彩・ア
ク
リ
ル

水彩・スケッチ教室入門

北条 章

第2･4水曜
10:30～12:30 54,780円 ⑫

やさしい水彩画 第2･4木曜
10:30～12:30 50,215円 ⑪

はじめての水彩画 第1･3･5金曜
10:30～12:30 54,780円 ⑫

日曜水彩教室 第2･4日曜
13:30～15:30 50,215円 ⑪

久しぶりの絵、初めての水彩画 若山和央 第3火曜
18:30～20:30 29,436円 ⑥

水彩画　
多見谷クラス 多見谷恭子 第2･4月曜

10:00～12:30 52,756円 ⑪

東原クラス 東原 均 第1･3･5木曜
14:00～16:00 56,100円 ⑫

水彩技法の基本と展開　
透明水彩の特長を生かして 根岸尚徳 第2･4土曜

10:30～12:30 66,792円 ⑫

  永山裕子の水彩技法教室
A

永山裕子

第2･4火曜
13:30～16:30

40,040円 
教材費 4,620円 ⑦

B 第1･3･5金曜
14:30～17:30

45,760円 
教材費 5,280円 ⑧

  花の透明水彩画 中村 愛 第1水曜
14:00～16:30 32,736円 ⑥

水彩画 不透明水彩を使って 加藤栄吾 第1火曜
13:00～15:30 28,776円 ⑥

水彩画 羽川クラス 羽川幸一 毎火曜
10:00～12:00 57,420円 ⑫

色
鉛
筆・パ
ス
テ
ル

はじめての色鉛筆画 稲月ちほ 第1･3水曜
15:30～17:30 24,024円 ⑥

水彩色鉛筆で楽しく描こう！ 静物と人物 土屋泉太 第2･4火曜
18:00～20:30 61,380円 ⑫

  パステル画 高木クラス 高木匡子 第2･4火曜
13:30～16:30 54,780円 ⑫

パステルと水彩 乙丸クラス 乙丸哲延 第1･3･5月曜
18:00～20:30 62,205円 ⑬

  大人が描くクレパス画 清水靖子 第2･4日曜
13:30～16:00 26,136円 ⑥

自
由
な
画
材

自分らしい絵を描こう 福島修子 毎水曜
10:00～12:30 61,380円 ⑫

さあ、絵を描こう
絵を描きたいと思っているあなたへ 百瀬智宏 第2･4木曜

13:30～15:30 62,832円 ⑫

自由な画材で基礎から学ぶ
水彩・パステル・アクリル・油彩 岩浅幸治 第1･3･5土曜

13:30～16:00 62,205円 ⑬

自由な画材で
描く洋画　

斎藤クラス 斎藤蕙子 第2･4月曜
10:15～12:45 61,512円 ⑫

乙丸クラス 乙丸哲延 第1･3･5水曜
13:30～16:00 68,068円 ⑬

油絵とデッサンの教室 中根のり子 第2･4金曜
13:30～16:00 60,060円 ⑫

油
絵

油絵 初心者から経験者まで 大場再生 第1･3･5月曜
10:15～12:45 52,756円 ⑪

油絵 大庭クラス
A

大庭英治
第2･4日曜

10:30～13:00 60,192円 ⑫
B 第2･4日曜

13:30～16:00
 油彩画教室 北条 章 毎水曜

13:30～15:30 56,100円 ⑫

構図をみがく 自由な画材で表現力をアップ！ 上葛明広
杉山尚子

第1･3･5木曜
13:30～16:00 65,208円 ⑬

油絵 背景の描き方
斎藤蕙子

第1･3･5火曜
13:30～16:00 60,192円 ⑫

油絵 女性像を描く人物専科
初心者から経験者まで 第2･4火曜

18:30～20:30
76,296円 ⑫

 【人数限定】絵画公募展に出品してみよう 98,208円 ⑫
相田幸男の

「油彩画の表現 人物専科」 相田幸男 第1日曜
13:00～17:00

43,296円 
教材費 13,200円 ⑥

今井信吾の世界 油彩・人体を中心に 今井信吾 第3･5日曜
13:00～17:00 43,670円 ⑤

油絵　
金子クラス 金子文雄 毎火曜

10:00～12:30 57,420円 ⑫

井上クラス 井上 悟 毎木曜
10:00～12:30 62,205円 ⑬

油絵 田中クラス 小品から大作まで 田中義昭 毎金曜
10:00～12:30

小品20号まで 
62,205円

 大作50号まで 
69,641円

⑬

日
本
画・水
墨
画

やさしい日本画 千々岩修 第1･3･5日曜
13:30～16:00

57,684円
教材費 7,920円 ⑫

 古きに学ぶ日本画技法 永井健志 第3土曜
13:00～15:00 27,456円 ⑥

 はじめての日本画制作 永井健志 第1･3･5土曜
16:00～18:30 54,912円 ⑫

日本画 初心者から経験者まで 小島和夫 第2･4水曜
10:00～12:30 57,684円 ⑫

小品からはじめる日本画入門 清水 操 第1･3･5火曜
10:00～12:30 57,684円 ⑫

土曜日本画入門 前原満夫 第1･3･5土曜
13:10～15:40 43,263円 ⑨

日本画　

能島クラスＢ 能島和明
能島浜江

第1･3･5土曜
10:00～12:30 65,494円 ⑬

能島クラスＣ 能島千明 第1土曜
9:45～12:45 31,614円 ⑥

 松本高明クラス 松本高明 第1･3･5金曜
13:30～16:00 57,684円 ⑫

二木クラス 二木一郎 第2･4日曜
10:00～12:30 57,684円 ⑫

大矢紀クラス
※経験者対象 大矢 紀 第1･3木曜

10:00～12:30 48,070円 ⑩

大矢十四彦クラス
※経験者対象 大矢十四彦 第1･3木曜

13:30～16:00 52,877円 ⑪

日本画制作のためのデッサン 平野健太郎 第2･4火曜
10:30～12:30 65,472円 ⑫

日本画制作のための草花デッサン
A

斎藤満栄
第2･4木曜

10:00～12:30 52,877円 
教材費 8,470円 ⑪

B 第2･4木曜
13:30～16:00

日本画人物制作 A 上野 高 第2･4土曜
13:00～15:30 45,760円 ⑩

日本画 能島千明クラスＡ 能島千明 毎木曜
13:30～16:00 65,494円 ⑬

日本画・琳派大和絵塾と水彩
A

西野正望
毎水曜

15:30～17:30 60,918円 ⑬
B 第1･3･5水曜

13:30～15:30
はじめての水墨画・墨彩画 
墨で心を癒しましょう 猪俣須美 第1･3･5金曜

13:00～15:00 54,912円 ⑫

水墨・墨彩画　
10時クラス 池田蘭径

和田伊織

第1･3･5月曜
10:00～12:00 50,215円 ⑪

13時クラス 第2･4月曜
13:15～15:15

日曜仏画入門 金丸真理子 第2･4日曜
13:30～15:30 52,272円 ⑫

四季を彩るはがき絵と書
「福」絵だより

A
田中ゆみ

第2月曜
13:00～15:30 24,024円 ⑥

B 第3月曜
13:00～15:30

やさしい絵手紙 兼子まどゐ 第3木曜
10:30～12:30 24,024円 ⑥

ア
ラ
カ
ル
ト

美術館見学と模写画 中村ひろみ 第4土曜
15:30～18:00

26,136円 
教材費 1,100円 ⑥

中山智介の新しい絵画技法に挑戦！
絵画の下地をつくる 中山智介 第2･4土曜

15:30～17:30 61,776円 ⑫

 テンペラ画を楽しむ 田崎裕子 第2･4火曜
13:30～17:00

30,888円
教材費 16,500円 ⑥

はじめての木版画 岩切裕子 第2･4水曜
15:30～17:30 48,048円 ⑫

木版画 柿崎クラス 柿崎 兆 第1･3･5土曜
15:30～17:30 48,048円 ⑫

ガリ版アート絵てがみ 孔版画 西岡とし子 第2水曜
13:00～15:30 27,456円 ⑥

カラーペンシルアート（色鉛筆絵画） 鴫原裕明 第2金曜
10:30～12:00 28,842円 ⑥

シルクスクリーン 石田了一 第1･3･5土曜
16:30～19:30 29,304円 ⑥



提
携

ス
ポ
ー
ツ ※料金・コース等詳細はお問い合わせください。

● 合気会合気道本部道場 03（3203）9236
● 八王子乗馬倶楽部 042（691）1915

● BE WINDS SAILING CLUB 0467（24）9401
ヨットスクール 

くらし・フラワーアレンジ・ゲーム

6 受講料：毎週の講座は原則3ヶ月分（10～12月）、隔週の講座は原則6ヶ月分（10～3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。

基礎が身につくよう、プロのバレエ
ダンサーが指導します。
■ 毎月曜 19:40～21:00
■ 10/7から12回（10～3月） ■ 45,408円

バレリーナ入門
“くるみ割り人形”より
金田・こうのバレエアカデミー
金田あゆ子、大木満里奈 ほか

■ 10/16、12/18、2/19(水) 
10:00～12:00

■ 13,068円 教材費 6,600円

レパートリーの中からぞうさん
が選んだ曲についてお話をし、
一緒に歌える曲は歌います。
■ 10/18（金） 15：30～16：30 
■ 会員 4,004円 一般 4,697円 

プレイバック・ダークダックス
ぞうさんが選んだ“あの頃の歌”

ダークダックス 遠山 一（ぞうさん）

青春の歌 日本の歌からシャンソンまで
シャンソン歌手 葉月よしこ
■ 第3月曜 13:00～14:30 
■ 10/21から6回 （10～3月）
■ 22,704円 

健康増進カラオケ上達講座
歌のステップアップ！
ボイストレーナー 菅原里奈
■ 第2･4日曜 15:00～16:30 
■ 10/13から6回 （10～12月）
■ 22,704円 

懐かしいフォーク＆ニューミュージックをア
コースティックギターの伴奏で歌いましょう！
■ 第1･3・5火曜 15:30～17:00
■ 10/1から5回 （10～12月） 
■ 19,085円 

歌う「フォークソング大全集」
シンガーソングライター 長谷川友二

身体の不調を改善・予防するには、
どのような運動が適しているのか？
実技たっぷりの実践講座です。
■ 第4日曜 15:00～17:00 
■ 10/27から6回 （10～3月） ■ 27,456円 

健康寿命を延ばす
大人の運動

筋肉を強くし、気血を養い、健康寿命
を延ばしましょう。初心者向けのやさ
しくゆったりとした運動です。
■ 第1木曜 10:30～12:00
■ 10/3から6回 （10～3月） ■ 20,592円 

やさしい気功体操・太極拳
50歳からの健康法
中国武術健身協会特級講師
生明太郎

「溶けるように柔らかくなる」と大
絶賛！バレエの基礎動作を床に寝
て行うので未経験の方もOKです。
■ 11/24（日） 
左右開脚編 13:00～14:00 
前後開脚編 14:10～15:10 
アンドゥオール（180度外旋） 15:20～16:20

■ 各会員 3,432円 一般 4,125円 

誰でも簡単！開脚
フロアバレエという魔法

健康の為にも身体を使って歌
いましょう！発声もイタリア語
も全て一歩から始めます。

唄の伴奏やハワイアン・スタイルのス
トローク、メロディに基礎から挑戦。

耳になじんだ童謡や外国民謡な
どを吹きながら、深く優しい音
色を一緒に楽しみませんか。

■ 毎水曜 15:25～16:55 
■ 10/2から12回 （10～12月） ■ 48,048円 

ベルカントで歌うⅠ（初歩クラス）
二期会会員 ソプラノ
山本ひで子
ピアニスト
粟根祐人、水野優花

ムードコーラス、グループ・サウン
ズ、フォーク。講師の選曲とライブ
で浮かび上がる、日本の音楽史。
■ 第4金曜 19:00～20:30
■ 11/22から5回 （11～3月） ■ 19,470円 

あぁ、愛しの歌謡曲
歌手、お笑いタレント タブレット純

四季・旬・走り。季節感を大
切にした本格的で丁寧な和
食の作り方を講師のデモン
ストレーションを通し、お届
けします。
■ 第3土曜 10：30～12：00
■ 10/19から6回 （10～3月）　
■ 26,136円 教材費 19,800円

日本料理で学ぶ 日本の五節句
羽田エアポートレストラン（株）
取締役総料理長 長島 博

蓼科高原の人気料理教室「千乃
壺」の出張レッスン！メンチカツ、
なすとほうれん草とモッツアレラ
のグラタンをご紹介します。
■ 10/15（火） 11:30～14:30
■ 会員 8,250円 一般 8,910円 教材費 3,850円 
■ 会場:銀座NAGANO

■ 12/4（水） 13：30～15：00
■ 会員 4,004円 一般 4,697円 教材費 3,300円

蓼科の料理教室「千乃壺」が教える
日々のごちそう

管理栄養士、cooking studio 千乃壺 滝澤ちか子

英国で学んだテクニックを作り
やすくアレンジ。SNS映えする
ホールケーキやスイーツ作りを
講師のデモで学びます。

美味しい！可愛い！
Sweets decoration
お菓子教室 DRAGÉE代表 岡田礼子

台湾の地で大切に育まれた茶
葉を使用し、お茶の知識、淹れ
方などをレッスン。お菓子や
茶器も楽しみましょう。
■ 第2木曜 13:30～15:00
■ 10/10から6回（10～3月）
■ 22,704円 教材費10,450円 

日 、々楽しむ台湾茶
桂台湾茶房主宰 洪 桂玲

脳科学・生理学・心理学の原理に従い、すぐに
役立つ傾聴療法をヨーロッパ各国の現状も紹
介しながら解説します。
■ 第3木曜 12:45～14:45 
■ 10/17から6回 （10～3月） ■ 23,100円 

傾聴療法士養成講座
NPO法人日本精神療法学会理事長 松本文男

NPO法人日本精神療法学会理事長
松本文男
■ 第3木曜 10:00～12:00 
■ 10/17から6回 （10～3月） 
■ 24,024円 

   カウンセラー養成講座
カウンセリングを受けたい人もカウンセラーになりたい人も

Tida Flower at TOKYO FANTASTIC主宰
スズキトモコ
贈り物やインテリアに、個性豊かな
ドライフラワーを楽しみます。リー
スやお正月飾りなどをご紹介。
■ 10/26、11/23、1/25(土) 
　 13：00～15：00
■ 12,012円 教材費 23,100円

日々を、贈る
Dried Flower arrangement

フラワーアーティスト ＣＨＡＪＩＮ
■ 10/5、11/2、12/7（土）
　 午前10:00～12:00 
　 午後13:30～15:30
■ 11,352円 教材費 19,470円 

ＣＨＡＪＩＮ 花教室

話題の固まるハーバリウムを
気品あるプリザーブドフラワー
のバラや小華で彩ります。

ジュエル・ココ 英国スタイルで愉しむ 
バラ園のハーバリウム

英国式フラワーライフ協会代表 大石和美

ヘルマンハープでドイツの美しい弦
の音色を楽しみましょう。五線譜が
読めなくても弾けます。
■ 9/23（月） 10:30～11:30 
■ 会員・一般 4,050円

ヘルマンハープに親しもう

ウクレレ Hawaiian Style
ハワイアン演奏家 石山哲也

■ 第1・3月曜 10：30～12：00
■ 10/7から12回 （10～3月） 
■ 45,408円 教材費 660円 

オカリナを楽しむ　
オカリナ奏者 栗林圭子

■ 第1･3月曜
初心者クラス14:45～16:15
経験者クラス13:00～14:30 

■ 10/7から12回 （10～3月） ■ 45,408円 

踊りも歌詞も曲も豊かな日
本の土壌をたたえた盆おど
り。毎回数曲踊ります。
■ 第4火曜 15:30～17:30
■ 10/29から6回 （10～3月） ■ 18,546円 

盆おどりを楽しむ
盆踊厚澄会会主 細谷厚誌

香りは王侯貴族によって育
まれてきました。オリジナル
調香品を再現します。
■ 10/3（木） 13：00～14：30 
■ 会員 4,004円 一般 4,697円

王侯貴族 カテリーナ・デ・メディチ王妃の
香りの秘密

ケミリー園子

腰掛タップダンスⓇ 
公式インストラクター 森村安奈
椅子に腰掛けたまま、足首や太腿
を中心に、無理なく下半身全体の
筋肉を鍛えることができます。
■ 第1・3水曜 10:00～11:00
■ 10/2から6回 （10～12月） ■ 20,592円

■ 10/2（水） 10:00～11:00 ■ 3,432円

おしゃれで楽しい健康法
腰掛タップダンスⓇ

■ 11/17（日）
Ａ【対象：3～6歳の親子】10:30～11:30
■ 会員親子 5,148円 一般親子 5,841円 教材費 880円 

Ｂ【対象：7歳～大人】13:00～14:00
■ 会員 3,432円 一般 4,125円 教材費 880円 

■ A（２～３歳） 指定日曜 12:15～12:45 
　 B（４～６歳） 指定日曜 11:15～12:15 
　 Ｃ（小学低学年） 指定日曜 10:15～11:15 
　 Ｄ（小学高学年） 指定日曜 9:00～10:15 
■ 10/6から8回（10～12月） ■ 28,424円

元東京バレエ団 佐々木達也

バークリー音楽学院の英語発音
モデルに抜擢された講師による
ジャズボーカルレッスンです。

ボーカリスト 石井智子

■ 10/7、21、11/18（月） 18:30～20：00
■ 会員 13,728円 一般 15,807円

ネイティブな発音を目指す
ジャズボーカル

こども

健康・ダンス

音楽

呼吸をしながら心も身体もリ
ラックスをして体のすみずみま
で気をめぐらせていきます。

日常を楽にするヨーガ
日本ヨーガ光麗会 武井恵子

Ａ■ 第2･4木曜 16:00～17:30
　■ 10/10から12回 （10～3月）■ 41,184円 
Ｂ■ 第1･3･5木曜 19:00～20:30 
　■ 10/3から13回 （10～3月） ■ 44,616円 
Ｃ■ 第1･3･5日曜 10:00～11:30
　■ 10/6から12回 （10～3月） ■ 41,184円 

日本ヘルマンハープ振興会会長 梶原千沙都

（監修）中野ジェームズ修一
（指導）ＰＴＩ認定フィジカルトレーナー
 古谷有騎

空間能力が身につくと話題の
キュボロ。しっかりと遊びこ
むことで、発想力、直観力、
集中力、社会性を伸ばすこと
ができます。

脳を鍛える玉の道 「キュボロ」に挑戦

子供のためのリトミック

日本知育玩具協会理事長 藤田 篤

1年で学ぶ！佐藤ママの最強子育て術

硬筆・毛筆こどもクラブ 正しく美しく書くために

浜学園アドバイザー 佐藤亮子

監修 毎日書道展理事 石飛博光 指導 毎日書道展審査会員 西村桃林

星美学園短期大学名誉教授 広瀬蓉子、下村朋華

■ 第4土曜 10:00～12:00 ■ 10/26から6回（10～3月）■ 27,456円 

■ 第2･4日曜 10:30～12:15、13:00～14:45
■ 10/13から11回（10～3月） ■ 40,293円 教材費 1,210円

むくみの取れるマッサージと、たるみ
が瞬時に解消できるテープ技をお伝
えします。化粧品プレゼントあり。

テープを貼るだけで悩み解消！
たるみ・ほうれい線対策講座

担当 REIKO KAZKI 副主任講師
箕浦裕子

■ 9/28（土） 13:00～15:00 
■ 会員 3,369円 一般 3,931円 

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数

 食ドック 食卓の起「自分で守る健康セミナー」大和康代 第2・4日曜 
13:00～14:30 22,704円 ⑥

 タニアさんの家庭料理と
ランチタイム

Ａ

門倉多仁亜

第3日曜
11:00～14:00

会員 71,500円 
一般 77,000円 ⑤

Ｂ 第3月曜
11:00～14:00 会員 85,800円 

一般 92,400円

⑥

Ｃ 第3水曜
11:00～14:00 ⑥

長島博の料理教室 長島 博 第3土曜
13:00～15:00

26,136円
教材費 6,600円 ⑥

幸せな食卓
くり返しつくりたい美味しい料理 渡邉紀子 第2木曜

14:00～16:00
26,136円

教材費 23,100円 ⑥

蓼科の料理教室「千乃壺」が教える
日々のごちそう 滝澤ちか子 第3火曜

11:30～14:30
24,750円

教材費 11,550円 ③

旬野菜の手仕事 信州の台所のひみつ 横山タカ子 第2金曜
12:00～14:00

27,720円
教材費 9,900円 ③

そば打ち
入門初級・応用クラス

宮澤佳穂

第2土曜
10:30～12:30

27,456円 ⑥
免許皆伝クラス 第2土曜

13:30～15:30

オーダーメイドなシャンパンレッスン
各メゾンの奥深さを愉しもう 青木冨美子 第4水曜

19:00～21:00
26,136円

教材費 33,000円 ⑥

日本酒を味わい、酒肴とのマリアージュを愉しむ 高橋 雫 第3金曜
19:00～20:30

24,024円
教材費 11,880円 ⑥

ワイン「再々」入門 
「今さら聞けない」ワインの疑問にお答えします 安藤文隆 第2土曜

15:30～18:00
24,024円

教材費 26,400円 ⑥

フランス人気の銘醸ワイン産地を深く味わう 
ブルゴーニュ、シャンパーニュ、南仏 内池直人 第2木曜

19:00～20:45
24,024円

教材費 26,400円 ⑥

高品質ワインを生む世界のワイン産地 奥山久美子 第1･3･5土曜
13:00～15:00

40,040円
教材費 16,500円 ⑩

世界のビジネスエリートが身につける
教養としてのワイン 渡辺順子 第2土曜

13:30～15:30
24,024円

教材費 23,760円 ⑥

 ワインで巡るイタリア 川合里奈 第4土曜
12:45～14:45

24,024円
教材費 23,760円 ⑥

紅茶とアンティーク 英国と楽しむ暮らし 近藤玲子 第1金曜
10:00～12:00

18,315円
教材費 8,250円 ⑤

気軽にティーライフを楽しもう 吉田直子 第4水曜
10:30～12:00

18,920円
教材費 3,850円 ⑤

紅茶のエレガンス
貴婦人達の紅茶と食卓物語 石田佳子 第1土曜

13:30～15:30
24,024円

教材費 13,200円 ⑥

かわいい季節の和菓子づくり

Ａ

ユイミコ

第4金曜
10:00～12:00

24,024円
教材費 3,960円 ⑥Ｂ 第4土曜

10:00～12:00

Ｃ 第4土曜
13:30～15:30

  cbonbonの 
アイシングクッキー　　　　

A

生島稚亜子

第4火曜
10:00～12:00

6,801円
教材費 7,630円 ②B 第4火曜

14:00～16:00

Ｃ 第4水曜
10:00～12:00

ROSEYのアイシングクッキー＆カップケーキ 森ゆきこ 第4木曜
10:00～12:00

13,728円
教材費 11,550円 ③

 北欧生まれのおもてなし
季節を味わうケーキイッチ 岡田礼子 第4木曜

13:30～16:00
26,136円

教材費 13,200円 ⑥

 目黒の洋菓子教室Sugar Box Studio
もう迷わない♪お菓子なレッスン 山下久美子 第2水曜

10:00～12:00
11,682円

教材費 9,900円 ③

nonihana 暮らしの花教室 増田由希子 第1木曜
13:30～15:30

20,020円
教材費 33,000円 ⑤

HIROKO TAKEDA FLOWER 
ARRANGEMENT LESSON 竹田浩子 第4金曜

10:30～12:30
17,424円

教材費 66,000円 ④

英国式 花のある生活 大石和美 第1水曜
10:00～12:00

24,024円
教材費 33,000円 ⑥

Tiny N季節の花あしらい 岡本典子 第3日曜
13:30～15:30

12,012円
教材費 19,800円 ③

TOKIIROスタイルの 多肉植物の楽しみ 近藤義展 第2火曜
13:00～15:00

23,364円
教材費 30,800円 ⑥

和の花あしらい 山野草を楽しむ 加治千佳子 第1火曜
10:00～12:15 20,592円 ⑥

盆栽入門 楽しい盆栽 河原塚保 第1土曜
10:30～13:00 26,796円 ⑥

花ごよみ12か月 雨宮ゆか 第2日曜
10:00～12:00 24,024円 ⑥

漢方と暮らしの中の薬草 池上文雄 第4木曜
10:30～12:30 24,024円 ⑥

パリのことばと文化とエレガンス 伊藤緋紗子 第1･3･5水曜
10:30～12:00

52,272円
教材費 9,900円 ⑫

 より美しく生きるためのプロトコール 国際儀礼 砂川聖子 第2火曜 
19:00～21:00 23,364円 ⑥

すぐに役立つ 実践マナー教室 木本幸子 第1土曜
13:00～14:30 22,704円 ⑥

あなたはもっとキレイになれる
ワンランクアップ！大人のメイクレッスン 箕浦裕子 第2水曜

18:30～20:30
ベーシック 10,296円 
テクニック 12,012円 ③

人生が変わるメイクレッスン 佐佐木順子 第1金曜
18:30～20:30 13,728円 ③

王侯貴族のおしゃれ香り術 ケミリー園子 第1木曜
13:00～14:30 24,750円 ⑥

 和精油のアロマテラピーレッスン 木田順子 第2土曜
15:30～17:00

30,888円
教材費 13,200円 ⑥

占星学入門
基礎

今井由利香

第1･3･5木曜
18:10～19:30

45,408円 ⑫
応用 第1･3･5木曜

19:40～21:00

知っておこう！傾聴
聞き上手になるには 副島眞由美 第2木曜

15:30～17:00
22,704円

教材費 330円 ⑥

職場で使えるコーチングスキル 副島眞由美 第2木曜
19:00～20:30

22,704円
教材費 330円 ⑥

3倍速く2倍深い読み方を身につける
速読術（初級） 継本まどか 第1･3･5木曜

19:00～20:30
28,028円 

教材費 1,996円 ⑦

入門！百人一首 競技かるた 渡邊令恵 第2･4土曜
10:00～11:30

45,408円 
教材費 396円～ ⑫

将棋ステップアップ塾 目指せ初段！ 野月浩貴
植山悦行

第2･4水曜
19:00～21:00 45,408円 ⑫

はじめての将棋教室 女性クラス 小林大二 第1･3･5水曜
10:30～12:00

49,192円
教材費 429円 ⑬

コントラクトブリッジ 入門基礎・プレイコース 沖谷 邦、熊野桃子
鈴木秀子

毎水曜
10:00～12:00

入門・基礎 46,189円
プレイコース 35,750円
教材費 572円

⑬

囲碁 てほどきから実戦まで 信田成仁 毎金曜
12:30～15:30

49,192円
 教材費 572円 ⑬

女性麻雀教室
入門・実践A

土居美智子

毎金曜
10:00～12:00

47,619円 ⑬
初級・実践B 毎金曜

12:15～14:15

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数

 ゼロからはじめる楽典超入門／実践編 侘美秀俊 10/14（月） 
18:00～20:00

会員 3,784円 
一般 4,466円

発声・演奏・表現のための
アレクサンダー・テクニーク 石坪佐季子 第1･3月曜

19:00～20:30 26,136円 ⑥

 教師のためのリトミック講座 坂本真理子 第2日曜
10:00～13:00

27,500円
教材費 165円 ⑤

智香子先生と歌いたい曲を
楽しく歌おう！

Ａ

平山智香子

第2･4日曜
10:00～10:30

34,320円 ⑤
Ｂ 第2･4日曜

10:30～11:00
Ｃ 第2･4日曜

11:00～11:30
Ｄ 第2･4日曜

11:30～12:00
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 平山智香子 第2･4日曜

13:00～14:30 42,350円 ⑩

“歌がうまくなる”講座
おしゃべりバスの楽しいヴォイストレーニング 峰 茂樹 第2･4木曜

13:30～15:00 34,056円 ⑨

大人から始める声楽レッスン 金子美香 第1･3･5火曜
19:00～20:30

23,364円
教材費 66円 ⑥

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 音喜多美佳 第2･4金曜

10:00～11:30 49,500円 ⑫

ボイストレーニング＆リズム
英語でポップス、R＆Ｂ、ジャズナンバー うえむらかをる 第2･4水曜

19:00～20:45 22,704円 ⑥

童謡・抒情歌を歌う 中島清香 第2･4月曜
15:30～17:00

45,408円
教材費 396円 ⑫

イタリアの発声法 ベルカント唱法入門 林 義直 第2･4月曜
18:25～19:10 26,400円 ⑩

ベルカントで歌うイタリアの名曲 林 義直 第2･4月曜
19:15～20:45 43,560円 ⑩

ベルカントで歌うⅡ 山本ひで子
水野優花

第2･4水曜
17:00～18:30 41,624円 ⑪

歌曲からアリアまで
自由曲レッスンクラス

山本ひで子
粟根祐人

第1･3･5水曜
17:00～18:30 53,625円 ⑬

声楽を楽しもう！
日本の歌からドイツ歌曲・オペラアリアまで 肥後幹子 第1･3･5木曜

11:30～13:00
50,820円

教材費 550円 ⑫

歌うイタリアン
とっておきのベッラ・ヴィータ！ 森永一衣 第4土曜

13:00～14:30 24,024円 ⑥

楽しく歌おう！カンツォーネ！ 黒岩修吉 第1･3･5火曜
13:30～15:00

49,192円 
教材費 429円 ⑬

ベル・カントでイタリアを歌おう！！ 山口邦明 第1･3日曜
13:30～15:00 48,048円 ⑫

シャンソン 
金曜クラス

青木裕史

毎金曜
14:45～16:15

42,834円
教材費 314円 ⑪

木曜クラス 第1･3･5木曜
13:00～14:30

45,408円
教材費 314円 ⑫

そして世界の歌 第1･3･5木曜
14:30～16:00

49,500円
教材費 314円

女性のための楽しいコーラス 古橋富士雄
河野紘子

毎火曜
10:30～12:30 37,840円 ⑩

楽しく歌うためのボイストレーニング講座 吉川真澄 第2･4水曜
10:00～11:15 22,704円 ⑥

ミュージカルを歌おう 北川 潤 第2･4木曜
10:30～12:00

41,624円
教材費 1,210円 ⑫

ミュージカルを英語で歌いましょう！ 鳥山桂子 第1･3･5金曜
19:00～20:30

49,192円
教材費 429円 ⑬

ゴスペル ASAMI 第2土曜
10:00～12:00 23,364円 ⑥

カントリーソングと友達になろう 稲葉和裕 第2火曜
13:00～15:00 23,364円 ⑥

 ジャズヴォーカルの楽しみ 金丸正城 毎水曜
16:00～18:00 42,834円 ⑪

ジャズヴォーカル 鳥居恵子 第1・3月曜
15:30～17:00 37,840円 ⑩

ボサノヴァを歌う 中村善郎 第2･4火曜
19:00～20:30

22,704円
教材費 198円 ⑥

真紀とフラソングを歌おう 井上真紀 第1土曜
13:30～15:00

19,470円
教材費 110円 ⑤

カラオケマスターコース 佐々木裕正 第4火曜
13:00～15:00

26,136円
教材費 33円 ⑥

吉川金一の新曲挑戦
カラオケ上達への道 吉川金一 第2･4木曜

15:30～17:30
46,728円

教材費 1,320円 ⑫

やさしいピアノ 
グループレッスンⅠ

河野由貴
第2･4火曜

16:05～17:05 52,272円 ⑫
グループレッスンⅡ 第2･4火曜

15:00～16:00
ハーモニカ 入門　
少人数レッスン 池田ひろみ

第2･4月曜
9:40～10:10 45,408円 ⑫

ハーモニカ 第2･4月曜
10:15～11:45

 リコーダーを吹こう 入門者レッスン
細岡ゆき

第2･4月曜
14:30～15:00 21,978円 ⑥

リコーダーを吹こう 第2･4月曜
15:00～16:30 43,956円 ⑫

クロマティック・ハーモニカ
入門

和谷泰扶
第1･3･5月曜
9:40～10:40

48,048円
教材費 220円 ⑫

初中級 第1･3･5月曜
10:45～12:30

49,500円
教材費 220円

フルート教室 宮本明恭
立川和男（代講師）

毎火曜
16:00～18:00 52,272円 ⑫

ケーナ・サンポーニァを吹こう リッキーロドリゲス 第2･4土曜
16:00～17:30

40,293円
教材費 121円 ⑪

いきいき楽しむ
ヘルマンハープ

ゆったりコース
梶原千沙都

第2･4月曜
13:45～14:45 49,500円

教材費 13,200円 ⑫第2･4月曜
12:30～13:30チャレンジコース

宇賀神昭のやさしいギター 宇賀神昭 第1･3日曜
10:30～12:00 41,624円 ⑪

誰でもできるギター弾き語り 稲葉和裕 第2火曜
15:30～17:00

23,364円
教材費 132円 ⑥

ウクレレ入門 北田朋子 第3火曜
10:30～12:00

23,364円
教材費 110円 ⑥

マンドリン入門教室
竹内郁子

第1･3･5木曜
17:15～18:15 43,956円 ⑫

マンドリン教室 毎木曜
18:30～20:30 45,408円 ⑫

バンジョーを弾いてみよう 奈良屋七之助 第3土曜
17:30～20:30

22,704円
教材費 198円 ⑥

二胡に親しむ
初級

戸田沙耶花
第2･4水曜

14:00～15:15 45,408円
教材費 396円 ⑫

経験者 第2･4水曜
12:40～13:55

【提携】猪俣猛 ドラム教室 入門 初中級 猪俣 猛（監修）
澁谷健司（指導）

第1・3月曜
19：30～20：15

　 20：15～21：00
39,600円 ⑫

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数

きわめびと 廣戸聡一の4スタンス理論 廣戸聡一 第4土曜 
16:00～17:30 13,728円 ③

廣戸聡一の４スタンス・軸体操 廣戸聡一
高瀬麻衣子

第1･2･3土曜
15:45～17:15 38,115円 ⑨

健康を創る自彊術 小篠幾代 毎月曜
18:10～19:30 37,092円 ⑫

身体にやさしいリズム体操

高倉早苗

毎月曜
13:00～14:00 35,772円 ⑫

体力アップの健康体操  
Ａ 毎月曜

11:35～12:35
Ｂ 毎水曜

11:30～12:30 38,753円 ⑬

若さを保つ健康体操 毎月曜
10:00～11:30 38,544円 ⑫

はじめよう体操！ 介護のいらない体づくり 森川ひさ子 毎火曜
10:00～11:15 38,544円 ⑫

肩こり・腰痛・ひざの痛みを和らげる
らくらく健康エクササイズ 磯崎良太 第2･4火曜

13:30～14:45 42,636円 ⑫

 痛み解消体操 エゴスキュー 白石和子 第1･3･5金曜
10:30～11:45 46,189円 ⑬

 ゴルファーのためのボディートレーニング 白野結花 第2･4土曜
10:15～11:45 43,956円 ⑫

自分でできるツボ健康法 何 雲 第3土曜
10:00～11:40 21,978円 ⑥

焦鉄軍の気功教室 浜潟美奈子 毎火曜
18:45～19:45 41,184円 ⑫

健康太極拳 楊 麻紗 毎金曜
10:45～12:15 41,184円 ⑫

楊名時の八段錦太極拳
Ａ 小川千鶴子 毎金曜

13:00～14:30
37,752円 ⑪

Ｂ 楊 慧 毎金曜
14:30～16:00

夜のはじめて楊名時気功太極拳 梁 成実 毎木曜
18:30～19:30 40,183円 ⑬

太極拳 理論講座 楊 進 第2日曜
12:30～14:30 23,364円 ⑥

シン老師の太極拳奥義 シン イェン リン 第1金曜
18:30～20:30 27,456円 ⑥

加藤俊朗の呼吸法レッスン 加藤俊朗 第2･4木曜
19:00～20:30 24,024円 ⑥

リラクササイズ
心地よい心と体の元気法 高戸ベラ 第1･3･5水曜

13:30～15:00 42,636円 ⑫

広池ヨーガ健康法 初級 宮本登喜子 ほか 第1･3･5火曜
11:30～13:00 21,318円 ⑥

ホーム・ヨーガ
呼吸ひとつであなたも変わる！

田原豊道、荻山 貴美子
松木順子

第1･3･5水曜
19:00～20:30 41,184円 ⑫

ホーム・ヨーガ集中講座
呼吸ひとつであなたも変わる！

田原豊道
荻山貴美子

第1土曜
9:30～12:00 26,895円 ⑤

ビューティ・ボディ・ピラティス 沼田尚子 第2･4水曜
19:00～20:30 41,184円 ⑫

SAM（TRF）の健康イージーダンス
シニアのための全く新しいダンスプログラム

監修 SAM（TRF）
HARUNA

毎月曜
13:00～14:00 43,956円 ⑫

はじめての腰掛タップダンス
MAYU

第1･3･5木曜
10:00～11:00 44,616円 ⑬

腰掛タップダンス 第2･4火曜
11:30～12:30 41,184円 ⑫

社交ダンス
西坂クラス

入門・初級
西坂範之

毎土曜
12:25～13:40 49,192円 ⑬

中級 毎土曜
13:50～15:20 50,622円 ⑬

50歳から始めるクラシックバレエ 佐藤深雪 毎木曜
15:30～17:00 43,186円 ⑬

ゆったり楽しむフラダンス 花山幸子 毎月曜
14:30～15:45 43,956円 ⑫

お勤め帰りにフラダンス 井上真紀
レイレフア・マカマエ

第2･4火曜
19:50～21:00 45,408円 ⑫

ソウル＆ディスコダンス TOMO 第2土曜
17:30～19:00 22,704円 ⑥

アメリカンカントリーダンス KYOKO・ARAKAWA 第1･3･5日曜
13:00～14:30 45,408円 ⑫

インドムービーダンス みかん（Mikan） 第2･4金曜
19:00～20:30 18,920円 ⑤

ぼんおどりへ行こう 石川美良 第1木曜
18:30～20:30 18,546円 ⑥

ステップアップ！ナイトラン
青山を走ろう 安喰太郎 第1･3･5水曜

19:30～21:00 41,184円 ⑫
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英語

その他の外国語

全クラス担任制
講師は一人ひとりの
レベルを把握し
指導をします。

少人数制
定員5～10名程度
（一部例外有り）の
グループレッスンです。

随時入会可
開講中のクラスも
途中から

受講できます。

■ 毎水曜 12：10～13：25
■ 10/9から11回（10～12月）
■ 42,834円

英会話準備クラス

海外旅行のための英会話の準
備をしたい、日常会話をこれか
ら学びたい方のクラスです。

ジェフリー・スイガム

■ 第1・3土曜 13：30～14：50
■ 10/5から6回（10～12月） ■ 23,364円

ポジティブフレーズで効果的に！
挨拶の英会話

簡単なポジティブフレーズで、旅先
からビジネスまで、またお礼やほめ
る、など色々な挨拶を学びます。

早稲田大学 英語講師 木村和美

■ 第２・４金曜 10：30～11：50
■ 10/11から6回（10～12月） 
■ 23,364円 教材費 132円

英語で楽しむ日本文学入門

英語で書かれた芥川龍之介
「鼻」を、文構造を理解しながら
読み解いていきます。

後藤英子

■ 第２・４水曜 19：00～21：00
■ 10/9から6回（10～12月） 
■ 23,364円

英語朗読でたのしむ日本文学

「注文の多い料理店」と「オツベルと
象」を題材に、聞き手の心を動かす英
文の読み方を分かりやすく学びます。

元NHKWORLD 英語アナウンサー・バイリンガル朗読家
青谷優子

■ 毎水曜 15：00～16：20
■ 10/2から11回 （10～12月）
■ 42,834円

英会話を楽しもう 初級

会話に役立つフレーズをたくさん学
んで、楽しく上達へ導きます。ビギ
ナーからの脱却を目指しましょう。

クリストファー・モレイ

グローバルさんぽ
英語で東京案内 下町編

■ 10/16（水）10:00～12:00
■ 会員 3,690円 一般 4,620円

人気の観光スポットを実際
に歩きながら、学びます。

■ 毎火曜 19:20～20:40
■ 10/1から12回（10～12月）
■ 46,728円 教材費 110円 

英会話 レベル３

旅行、日常会話などの楽しいト
ピックを豊富に用意し、沢山話
すことで上達へと導きます。

ジョン・パストゥルカ

■ 毎水曜 19:40～21:00
■ 10/2から12回（10～12月）
■ 46,728円 教材費 330円 

News Talk レベル４

時事ニュースなどを題材にディ
スカッション。自分の意見を英
語で表現する能力を身につけ
ます。

ジェームス・チューディ

原書で味わう読み聞かせの世界

■ 第2･4土曜 10:15～11:45
■ 10/12から12回（10～3月） ■ 46,728円

発音・抑揚など、丁寧に指導します。
英語のブラッシュアップに加え、イギ
リス文化についても学べます。

昭和女子大学講師
宮島瑞穂

イギリス英語と英国文化を
たのしく学ぶ

■ 第2・4土曜 12：00～13：20
■ 10/12から6回（10～12月） ■ 23,364円

発音やスペル、文法的な違いにつ
いて分りやすく解説。英国の日常や
名所、文化をたっぷり紹介します。

コリニョン由美子

フランス語

1

■ 毎水曜 13:30～14:50
■ 10/2から12回（10～12月）
■ 46,728円

基礎からのフランス語

フランス語を初めて学ぶ方を対
象に、基礎文法や発音、やさし
い会話を丁寧に教えます。

東京大学講師 鈴木順子

■ 第1･3月曜 10:20～11:50
■ 10/7から6回（10～12月） 
■ 23,364円 

旅行ですぐ使えるフランス語

旅先でのさまざまなシチュエー
ションで、すぐ使えるフランス語
を楽しく学んでいきます。

坪井優子

■ 毎月曜 10:30～11:50
■ 10/7から10回（10～12月）
■ 38,940円 

文化に親しむフランス語 中級

フランス人の習慣や文化をテーマ
にしたテキストをゆっくり読み、文
法練習と会話を学びます。

国際学院埼玉
短期大学講師

シャンタル
江草

フランス語講読サロン
村上春樹『海辺のカフカ』仏訳本を読む

■ 第2土曜 13:30～15:00
■ 10/12から6回（10～3月） 
■ 23,364円

小説世界がどんなフランス語へ
翻訳・解釈されているのかを一
緒に探索しましょう。（初中級）

札幌大学名誉教授 工藤孝史

中国語

■ 毎土曜 16：40～18：00
■ 10/5から10回 （10～12月）
■ 45,760円 教材費 363円

はじめての中国語 発音 マスタークラス Lゼロ
中国語は発音マスターから

発音ができると中国語の半分ができ
ると言っても過言ではない。発音を
個々に合わせきめ細かく指導します。

林 波

■ 毎金曜 15：00～16：30
■ 10/11から8回 （10～12月）
■ 36,608円

1から始める中国語基礎表現 L1

発音が終わられた方を対象に1から
丁寧に中国語の文を構成する基礎
表現を順を追って学ぶクラスです。

林 波

ハングル

■ 毎木曜 19:40～21:00
■ 10/3から10回（10～12月）
■ 38,940円 

ドラマシナリオを用いてレッスンを
行います。韓国語の慣用表現や言
い回しを中心に学習します。

朴 三植（パク・サムシク）

ハングル 上級
ドラマシナリオで表現学習

Kノベルズへの招待

稲川右樹

■ 11/23（土）、11/24（日） 
各日 13：30～16：00 

■ 会員 13,728円
　 一般 15,114円

韓国文学をより深く楽しむため
の社会背景や韓国語の知識を
紹介します。初心者歓迎。

帝塚山学院大学准教授

その他言語

■ 9/7、9/21（土） 15：30～18：30（休憩あり）
■ 会員 15,292円 一般 17,971円

速習フィンランド語
初級語彙・文法総ざらい

フィンランド語を学びたい方の
準備クラスです。90分全４コマ
で教科書1課～10課までを中
心に、フィンランド語の初級の
語彙と文法をまとめます。

麗澤大学教授 千葉庄寿

■ 毎土曜 15:00～16:20
■ 10/5から13回（10～12月）
■ 59,488円

ラテン語原書講読

基礎文法を終えた方のクラスで
す。夏学期（４月～９月）には韻文
作品をひとつ、冬学期（１０月～３
月）には散文作品をひとつ選ん
で、いろいろな著作に親しめる
ようにします。

東京大学名誉教授 逸身喜一郎

ドイツ語

■ 毎土曜 10:30～11:50
■ 10/5から10回 （10～12月）
■ 38,940円 

ドイツ語 初級Ａ

基本文法・発音から始め、聴き
取る力・話す力を伸ばします。

ドイツ語通訳翻訳者
渡辺真理

■ 第１・３・５金曜 12:00～13:20
■ 10/4から12回（10～3月） ■ 46,728円

ドイツ語 入門B

簡単な日常会話を通じて、ドイ
ツ語の基礎文法ときれいな発
音を学習します。

成城大学非常勤講師
関 幸子

■ 毎金曜15:00～16:20
■ 10/4から13回（10～12月）
■ 50,622円

スペイン語会話 初級

基本文法・会話・発音など、自己紹
介や旅先でよく見る初歩的な会話
などが出来ることを目指します。

ピラール フェルナンデス

■ 毎金曜10:30～11:50
■ 10/4から12回（10～12月）
■ 46,728円

スペイン語会話 中級

基礎文法をひと通り終えた方が
対象。会話や作文の練習をしな
がら応用力をつけていきます。

マルタ タナカ

イタリア語

■ 毎火曜 17:50～18:50
■ 10/1から12回（10～12月）
■ 46,728円 

はじめよう！イタリア語入門

イタリアの文化を楽しみなが
ら、基礎から身につけていきま
しょう。

ティナ ビチーニ
イタリア語 初級A

雑誌や新聞、音楽などを楽しむ
中で、曖昧な文法や発音を丁寧
に学び、定着させましょう。

通訳・翻訳家 重藤 彩

■ 第1･3･5月曜 12:00～13:20
■ 10/7から13回 （10～3月）
■ 50,622円 

スペイン語

■ 毎金曜 13:30～14:50
■ 10/4から13回（10～12月）
■ 50,622円 

ピラール先生と学ぶ！
君にもできるスペイン語入門

書き方・読み方から、基本文法・
会話・発音など基礎を習得します。

ピラール フェルナンデス

■ 毎金曜 18:40～20:00
■ 10/4から13回（10～12月）
■ 50,622円 

もういちどやり直す
スペイン語 入門～初級

基礎をはじめからやり直したいと
思っている方のためのクラスです。

与那嶺ディエゴフェルナンド

Ｅテレ「トラッドジャパン」
講師（2009～2012年度）・
通訳案内士 江口裕之

教材などは
WEBでチェック！

講
座
の
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細
は
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ー
ム
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ジ
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ご
覧
く
だ
さ
い
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70
才
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上
入
会
無
料
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講
座
の
見
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験
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せ
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だ
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入門 初心者向け。
文法や発音を基礎から。 初級 基礎文法のおさらいと

やさしい会話表現。 中級 基礎文法は学習済み。
日常会話を中心に。 上級 会話や文献を通じて

語彙を増やす。

レベル別英会話

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数

レ
ベ
ル
1
〜
2

シニアのゆっくり英会話 レベル１ ダグラス・ピッカート 毎金曜
10:30～11:50 46,728円 ⑫

やさしい英会話 レベル１ エリザベス・キーン 毎月曜
10:30～11:50 42,834円 ⑪

英会話レベル１

火 マーチン・ネビット

毎火曜
10:30～11:50

46,728円 ⑫

毎火曜
12:00～13:20

毎火曜
13:30～14:50

水

ダグラス・ピッカート

毎水曜
10:30～11:50

毎水曜
12:00～13:20

ジム・ヘンダーソン 毎水曜
13:30～14:50

ジェフリー・スイガム 毎水曜
13:30～14:50 50,622円 ⑬

木 エリザベス・キーン 毎木曜
10:30～11:50 46,728円 ⑫

金

サチコ・ハマカワ 毎金曜
10:30～11:50 50,622円 ⑬

ダグラス・ピッカート 毎金曜
12:00～13:20 46,728円 ⑫

サチコ・ハマカワ 毎金曜
12:00～13:20 50,622円 ⑬

ゆっくり・あんしん英会話 前島武男 毎月曜
10:30～11:50 38,940円 ⑩

初歩からはじめる日常英会話（レベル1） 鈴木由利子 毎月曜
15:00～16:20

42,834円
教材費 220円 ⑪

月２回で学ぶ 土曜ゆっくり英会話
（レベル１） サチコ・ハマカワ 第2･4土曜

10:30～11:50 23,364円 ⑥

月２回で学ぶ 日曜のんびり英会話
（レベル１） デビッド・パーマー 第1･3日曜

13:30～14:50 23,364円 ⑥

英会話レベル２

月 ラリー・ニフィング 毎月曜
12:00～13:20 46,728円 ⑫

火
ジェームス・チューディ 毎火曜

10:30～11:40 42,834円 ⑪

ジェフリー・スイガム 毎火曜
12:00～13:20

46,728円 ⑫
木 ジェームス・チューディ 毎木曜

12:00～13:20

今日から使える英会話 鈴木由利子 毎月曜
12:00～13:20

42,834円
教材費 220円 ⑪

コミュニケーション英会話
西蔭浩子

毎金曜
19:00～20:20 38,940円 ⑩

日曜とっておきの英会話 レベル2 第2･4日曜
13:30～14:50

23,364円
教材費 132円 ⑥

時短英会話 水曜クラス
初級

コリニョン由美子

毎水曜
19:00～20:00

41,756円 ⑬
中級 毎水曜

20:10～21:10

おつとめ帰りの
時短！英会話 木曜クラス

初級
コリー・ブランク

毎木曜
19:00～20:00 38,544円

教材費 132円 ⑫

レ
ベ
ル
3
〜
5

中級 毎木曜
20:10～21:10

英会話レベル３

月 アナ・エブリニアディス 毎月曜
12:00～13:20

46,728円 ⑫

火
ジェーン・ワークマン 毎火曜

13:30～14:50

ジェームス・チューディ 毎火曜
13:40～15:00 42,834円 ⑪

水 ジム・ヘンダーソン 毎水曜
15:00～16:20 46,728円 ⑫

木 デビッド・パーマー 毎木曜
12:00～13:20 50,622円 ⑬

英会話レベル４ 火 ジェームス・チューディ 毎火曜
12:00～13:20 42,834円 ⑪

※体験は1講座につき1回のみ（有料/1回分の受講料）。要事前予約。新講座初回・一部講座を除きます。
● 原則初回7日前までに開講人数に満たない場合は講座を中止いたします。体験レッスン（有料）ができます。外 国 語

レ
ベ
ル
3
〜
5

英会話レベル４ 水
ジェームス・チューディ

毎水曜
18:10～19:30

46,728円 ⑫
英会話レベル3～４ 木 毎木曜

10:30～11:50

英会話レベル４ 金 ジェーン・ワークマン 毎金曜
13:30～14:50 50,622円 ⑬

英会話レベル５ 月 デビッド・パーマー 毎月曜
18:10～19:30

38,940円
教材費 110円 ⑩

文法・学校テキスト

中学英文法のきほん 後藤英子 毎金曜
12:00～13:20

50,622円
教材費 286円 ⑬

英文法をわかりやすく（中学レベル） 鈴木由利子 第1･3月曜
10:30～11:50 46,728円 ⑫

話すための本格英文法 初級
ジェフリー・スイガム

毎火曜
13:30～14:50 46,728円 ⑫

話すための本格英文法 中級 毎水曜
15:00～16:20 50,622円 ⑬

文学・映画・News

名作を読む―カズオ・イシグロ 大西幸子 毎水曜
13:30～14:50 50,622円 ⑬

アガサ・クリスティのミステリーから見る
イギリスの食文化 北野佐久子 第3土曜

10:30～12:00 24,024円 ⑥

English Through Films
人気ドラマ、コメディから学ぶ英語 ジーン・クレイン 毎土曜

10:20～12:20
46,585円

教材費 550円 ⑪

Issues in the news （レベル4）
月

エリック・ケルソー

毎月曜
13:30～14:50

38,940円
教材費 220円 ⑩

水 毎水曜
12:00～13:20

50,622円
教材費 286円 ⑬

Issues in the news （レベル５）
水 毎水曜

13:30～14:50
50,622円

教材費 286円 ⑬

木 ジェームス・チューディ 毎木曜
13:40～15:00

46,728円
教材費 330円 ⑫

ニュースで学ぼう！週末英会話（レベル4） サチコ・ハマカワ 毎土曜
12:00～13:20

50,622円
教材費 314円 ⑬

Reading and Discussion (レベル５) ジェーン・ワークマン 毎火曜
12:00～13:20 46,728円 ⑫

目的に合わせて学ぶ

今日から英語耳になろう 河東田美恵 毎水曜
15:00～16:10 53,625円 ⑬

脱カタカナ英語！通じる英語への招待 大村朋子 第2･4金曜
10:30～11:50 23,364円 ⑥

トラベル英会話【初級】―旅先でも日常でも
使えるベーシックフレーズを身につけよう！

斉藤早智子

第1･3･5木曜
12:00～13:20

50,622円 ⑬
トラベル英会話 プラス！－旅先でも日常
でももっと英語を楽しもう－

第1･3･5木曜
10:30～11:50

旅とくらしの英会話 （レベル2） 後藤英子 毎水曜
10:30～11:50 50,622円 ⑬

英語で伝えたい！まるごと日本 江口裕之 第2･4水曜
19:00～20:20 46,728円 ⑫

Japanese History in English（レベル３）ラリー・ニフィング 第1･3木曜
12:00～13:20

23,364円
教材費 66円 ⑥

ガイドに役立つ 英語でニッポン紹介（レベル2） 鈴木由利子 第2･4月曜
13:30～14:50

46,728円
教材費 660円 ⑫

英会話のための準備クラス（総合英語） 後藤英子 毎水曜
12:00～13:20

50,622円
教材費 286円 ⑬

単語力アップ！の英会話
初級（レベル2）

ジェフリー・スイガム

毎金曜
12:00～13:20

46,728円 ⑫
中級（レベル3） 毎金曜

13:30～14:50

ビジネス英会話 'Step Up' （レベル3) マイケル・クラインドル 毎土曜
10:20～11:50 50,622円 ⑬

フランス語入門 佐野 剛 毎火曜
12:00～13:20 46,728円 ⑫

名作短編で学ぶフランス語 入門 伊藤緋紗子 第2土曜
13:30～15:00 34,320円 ⑥

フランス語
初級

鈴木順子
毎水曜

12:00～13:20 46,728円 ⑫

初中級 毎火曜
10:30～11:50 42,834円 ⑪

フランス語会話

初級A
アンドレ・K・D・アダ

毎金曜
15:00～16:20

46,728円 ⑫初級B 毎金曜
13:30～14:50

初級C 毎木曜
15:15～16:35

中級
ピエール・フェリックス

毎木曜
10:30～11:50 50,622円 ⑬

上級 毎火曜
13:30～14:50 46,728円 ⑫

中級A
フィリップ・ブロッシェン

毎水曜
18:40～20:00 50,622円 ⑬

中級B 毎木曜
19:30～20:50

「ジョルジュ・サンド」を読む 仏検２級対策 中級 鈴木順子 毎水曜
10:30～11:50 46,728円 ⑫

名作フランスミュージカルを学ぶ 「星の王子様」中級 佐野 剛 毎火曜
10:30～11:50 46,728円 ⑫

「ル・モンド」、「レクスプレス」を読む上級
クロード・エッテン

毎水曜
10:30～11:50 46,728円 ⑫

映画で楽しむフランス語 上級 毎水曜
12:00～13:20 46,728円 ⑫

スブリームの発音特訓 フランス語でシャンソンを歌おう！ スブリーム 第4木曜
13:00～15:00

24,024円
教材費 330円 ⑥

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数

やさしくしっかり学ぶハングル
初級Ⅰ

李 柱憲

毎水曜
19:20～20:40

50,622円 ⑬

初級Ⅱ 毎水曜
18:10～19:10

ハングル

初中級
朴 三植（パク・サムシク）

毎金曜
13:30～14:50

38,940円 ⑩

中上級 毎金曜
15:00～16:20

中級 金 裕鴻（キム・ユウコウ） 毎木曜
12:00～13:20 50,622円 ⑬

 60分間ショートレッスン
ハングル初級 旅行会話の聞き取り

朴 三植（パク・サムシク）

毎木曜
12:15～13:15

38,940円 ⑩ハングル

初中級 毎木曜
13:30～14:50

中上級 毎木曜
15:00～16:20

中上級 毎木曜
18:10～19:30

上級 毎火曜
18:10～19:30

60分間ショートレッスン
ハングル初級19：40

毎火曜
19:40～20:40

サンスクリット語 入門～初級 倉西憲一 第2土曜
10:30～12:00 23,364円 ⑥

ロシア語中級 会話と講読 タマーラ 原 毎水曜
15:00～16:20 50,622円 ⑬

インドネシア語 初中級 アイ クスハヤティー 毎水曜
19:00～20:20

52,052円
教材費 330円 ⑬

挨拶からはじめるタイ語 入門

中島マリン

第1･3･4土曜
13:30～15:00

35,046円 ⑨
やさしいタイ語 初級 第1･3･4土曜

17:00～18:20

楽しいタイ語 初中級 第1･3･4土曜
15:10～16:40

心が伝わるタイ語 初中級 第1･3･4土曜
10:00～11:30

ゼロからのフィンランド語 千葉庄寿 毎金曜
19:00～20:20 42,834円 ⑪

ドイツ語
入門

ブリギッテ・ミヤ

毎木曜
15:00～16:20

46,728円 ⑫
初級B 毎木曜

13:30～14:50

ドイツ語会話
初中級 関 幸子 毎月曜

10:30～11:50 38,940円 ⑩

中級B ブリギッテ・ミヤ 毎木曜
10:30～11:50 46,728円 ⑫

ドイツのくらしから学ぶことば 中級 田島加奈子 毎水曜
13:30～14:50 50,622円 ⑬

ドイツ語講読『Schachnovelle』中級 渡辺真理 第1･3･5土曜
12:00～13:20

42,834円
教材費 880円 ⑪

ドイツ語 現代文学翻訳工房　中上級 関 幸子 第2･4土曜
13:30～15:30 19,228円 ④

しっかり学ぶ中国語の基礎 初級 L2

林 波

毎土曜
12:00～13:20 38,940円 ⑩

少人数 隔週で学ぶ中国語 L2 第1･3･5土曜
10:30～11:50 30,492円 ⑦

中国語スピーキングの基礎 初級 L2～L3 毎土曜
15:10～16:30 38,940円 ⑩

中国語サロン初中級
まず、中国人の思考を知ろう L3 毎金曜

10:30～11:50 42,834円 ⑪

中国語会話 中級 徐 曼 毎木曜
10:30～11:50 42,834円 ⑩

中国語青山遊学 中級 L4 林 波 毎土曜
13:30～14:50 38,940円 ⑩

イタリア語　
基本的な文法の復習と
簡単なリスニング

初級

松浦弘明

毎火曜
14:00～15:20 42,834円 ⑪

総合力をつけるイタリア語
文法の総復習とリスニングトレーニング 初級2 毎月曜

12:00～13:20 38,940円 ⑩

総合力をつけるイタリア語　
中級文法とリスニング

中級1 毎月曜
14:00～15:20 38,940円 ⑩

中級2 毎火曜
19:40～21:00

イタリア語 中級A 入江たまよ 毎月曜
10:30～11:50 36,630円 ⑩

イタリア語会話
中級B ティナ ビチーニ 毎火曜

19:00～20:20 46,728円 ⑫

上級 チンツィア ミーナ 毎木曜
13:30～14:50 38,940円 ⑩

楽しく読もうイタリア語
伊語小説の読解 中級１ 松浦弘明 毎火曜

15:30～16:50 42,834円 ⑪

イタリアの小説を読む
―ナタリア・ギンズブルグの実像― 白崎容子 毎土曜

10:40～12:10 31,152円 ⑧



8 　　開講時間が18時以降の講座。

友利 新
医師（内科・皮膚科）

出口式みらい教室代表
広島女学院大学客員教授

美肌を手に入れるスキ
ンケアや高感度の高い
メイク、無理なく続けら
れる食事方法を医師の
目線でお話しします。

伝説の予備校講師が親に
向け、子供たちがこれから
を生きるために必要な「論
理の力」を話します。

■ 11/17（日） 10:30～12:00 
■ 会員 4,576円 一般 5,269円 

美ママになれる10の方式

出口 汪

■ 9/29（日） 14:00～15:30 
■ 会員 4,050円 一般 4,719円

地曳いく子スタイリスト

一つ買ったら三つ捨てられる？
令和流大人の女性の服選びと、
幸せになれる買い物の仕方を伝
授します。

■ 11/30（土） 10:30～12:00 
■ 会員 4,004円 一般 4,697円 

地曳いく子のファッションセオリー 
買う幸福

井形慶子作家
小さくても心地よい家を手に
入れる秘訣とは。英国での取
材エピソードと豊富な写真か
らお話します。
■ 11/7（木） 
　 15:30～17:00 
■ 会員 4,004円 
　 一般 4,697円 

イギリス式
小さな家で豊かに暮らす方法

ダニー(林谷和樹)ゲーム演出家

■ 10/27 （日） 10：00～13：00 
■ 会員 9,152円 一般 9,845円 別途教材費

ゲームエンジンでゲーム開発体験

大前知誇
チェリスト、料理家、ソムリエ

フランスのワインとゆかりの
チーズを楽しみながら、クラ
シック音楽の楽しみ方をご紹
介するセミナーです。

■ 9/30（月） 19:00～20:30 
■ 会員 3,931円 一般 4,611円 教材費 2,667円 

ワインとチーズでめぐる
クラシック音楽 フランス編

石河英作苔クリエイター
ガラス容器の中に、小さな苔
の森を作ってみませんか。

■ 10/27、11/24、12/22（日）
　 13:30～15:00 
■ 会員 11,682円 一般 13,728円 
　 教材費 15,400円 

苔テラリウム
コケと暮らす、癒しの空間

鈴木尚子

ライフオーガナイザー
Agewell Livingナビゲーター

子供が成長したからこそ感じ
る孤独や不安。これからの自
分や家族のためにライフマネ
ジメントを始めましょう。

■ 11/2（土） 10:00～11:30 
■ 会員 4,004円 一般 4,697円 

40代からの
時間と思考の整理術

阿久津扶美
パワーアップアカデミー 主宰

生まれ持つ個性とカラーを基
に、親子のコミュニケーション
術をお伝えします。
■ 10/19、11/9、12/14（土）
　 10：00～12：00 
■ 会員 12,375円 一般 14,421円 

子どもの力を引き出す
パワーアップカラー

鏡リュウジ占星術研究家
タロットの実践を楽しみましょ
う。カードのイメージに親しみ
ながら、実際にカードを展開し
ていきます。
■ 10/1（火） 18：30～20：30 
■ 会員 5,379円 一般 6,072円 

鏡リュウジの
タロットの実践リーディング
展開法を楽しむ

川合里奈
イタリアワイン コンシリアトリーチェ・ソムリエ

毎回１つの州を取り上げて、
数種の試飲とともに特徴を丁
寧に講義します。食文化やトレ
ンドも楽しくお伝えします。
■ 第4土曜 12:45～14:45 
■ 10/26から6回 （10～3月） 
■ 24,024円 教材費 23,760円 

ワインで巡るイタリア

佐藤優子
フランスチーズ鑑評騎士C.P.A.協会理事

毎回テーマのチーズ5～6
種類を相性の良い飲み物と
楽しみます。チーズを知って
いきたい方にオススメ。

■ 10/21、11/18、12/16（月） 19:00～20:30 
■ 会員 11,352円 一般 13,398円 教材費 7,920円 

チーズの食彩
チーズについてのA.B.C.

基本の箸や器の扱い方、尾頭付魚
の食べ方等一生の財産となる美し
い和食のマナーを身につけます。

矢部惠子

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

■ 10/10（木） 11：30～14：00 
■ 会員 11,770円 一般 12,430円
　 【会場】 つきぢ田村（日比谷線 築地駅）

つきぢ田村で楽しむ
会席料理マナーレッスン

薄 公章
築地ボン・マルシェ シェフ

豊洲市場でシェフと買い物をします。
食事はシェフが選んだ魚で海鮮イタ
リアンチラシ寿司のコースランチ！
■ 10/25（金）、11/16（土）  9:00～13:00 
■ 各 会員 15,400円 一般 16,500円 

今話題の豊洲、
シェフと一緒に新市場で買い物！
『築地イタリアン』のランチを楽しむ

ひのようこ
パンクラブ主宰

NHK趣味どきっ！出演の講
師がご案内。テーマのパン
5種の食べ比べも毎回お楽
しみに。
■ 10/30、11/20、12/18（水） 14：00～15：30 
■ 会員 11,682円 一般 13,728円
　 教材費 6,765円

おいしい！楽しい！パンのある幸せ

南青山の「ふくい、望洋
楼」で越前・三国産の最
高品質の「越前がに」を
ご賞味いただきます。
 （協力：福井県 福井市）

刀根瑛昌望洋楼代表

■ 11/22（金） 11:00～14:00 
■ 会員 36,300円 一般 41,800円

福井直送！越前がにを食べる

岩崎 均
ホテルメトロポリタン エドモント 総料理長

おもてなしの心や料理へのこ
だわりをお話します。特別に
シェフオリジナル料理1品を実
演し、ご試食いただきます。

■ 9/5（木） 12:00～15:00 
■ 会員 19,440円 一般 20,520円 会場：飯田橋

TRAIN SUITE(トランスイート) 
四季島 初代総料理長の料理を堪能

頭髪治療の先陣としてのワ
ザを見込まれ、連日頭皮と頭
髪に悩みを抱える人が大勢
つめかけるＤクリニック大阪
院長に聞く。

脇坂長興
Ｄクリニック大阪院長

YOSHINKO美容職人
メイクからスタイリングまで
をアドバイス。自分が好きに
なるセルフプロデュース術を
レッスンします。(15名限定)

■ 10/6（日） 10:00～15:00 
■ 会員 20,592円 一般 24,024円 

1day スペシャル なりたい自分になれる
YOSHINKOメイクアップレッスン

■ 10/21（月） 10：30～12：30 
■ 会員 4,004円 一般 4,697円

メンズケア 男性の薄毛と治療方法
理想の自分を守るために

女性専門の頭髪外来を設け、
薄毛や抜け毛に悩む女性の
ための治療を行う医師が医学
的見地からサポート。

浜中聡子
Ｄクリニック東京 ウィメンズ

■ 11/1（金） 15：30～17：30
■ 会員 4,004円 一般 4,697円

レディースケア 女性の薄毛と治療方法
理想の自分を守るために

立川談慶
落語家

初心者は前座噺から、ご経
験に合わせた題材を実演を
交えて指導。一席喋れるだ
けでコミュニケーション力が
高まります！
■ 第3木曜 10：30～12：30 
■ 11/21から5回 （11～3月） ■ 20,020円

和精油のアロマテラピー

木田順子
アロマテラピーコンサルタント

アロマテラピー歴30年の
講師が和精油ならではの
特徴と使い方を最新のエ
ビデンスと共にお届けし
ます。

■ 第2土曜 15:30～17:00 
■ 10/12から6回 （10～3月） 
■ 34,320円 教材費 4,950円 

談慶の落語 実演指南

Micaco
ボディライン・アーティスト

50代こそ骨盤、下半身が大
事！アンチエイジング世代の体
を、穏やかに健やかに美しく保
つメソッドを直伝！
■ 10/13（日） 10:00～11:30 
■ 会員 4,004円 一般 4,697円 

アンチエイジ・インスパ
たるまない体は下半身でつくる

丹羽宇一郎

撮影・岡村啓嗣

イメージ

元伊藤忠商事会長・社長
元中国大使

米中をはじめ世界情勢を捉
えてこれからの世界の行方
を考え、私たちがどう生きる
べきか考えます。
■ 12/19（木） 19:00～20:30 
■ 会員 5,148円 一般 5,841円 

丹羽塾

自己紹介や挨拶、発表で緊張して
しまう方に。

鳥谷朝代
（一社）あがり症克服協会理事長

■ 10/12(土) 13:00～15:00
■ 会員・一般 3,784円

あがり症・話しベタさんのためのスピーチ塾

生田サリー

フリーアナウンサー
話し方・コミュニケーションコンサルタント

初対面の相手の心を一瞬で
開く話し方・コミュニケーショ
ンの方法をお伝えします。
■ 10/21、11/25、12/9（月） 19:00～20:30 
■ 会員 12,012円 一般 14,091円 

NY流 人生を開く
話し方＆コミュニケーション 砂川聖子

あなたのビジネスに、おも
てなしに、直ぐに役立つ世
界最高峰のマナー・プロト
コール術をお伝えします。

■ 第2火曜 19:00～20:30 
■ 10/8から6回 （10～3月） 
■ 23,364円

品格を磨くプロトコール術

有村実樹モデル
スキンケアからベースメイク、ポ
イントメイクまで実践を交えて丁
寧に指導します。（15名限定）
■ 11/10（日） 10:00～13:00 
■ 会員 17,160円 一般 18,304円
　 教材費 3,850円 

有村実樹の幸せ美人になる方法
スペシャルメイクレッスン

石田紀佳
フリーキュレーター、手仕事研究家

二十四節気七十二候の智慧と手仕事
菊のお節供と菊枕づくり

大石和美
(社)日本カラリスト協会

■ 11/6（水） 13:30～15:30 
■ 会員 4,356円 一般 5,038円 
　 教材費 440円 

色を味方に5～10歳若返る！
色彩・骨格診断－基礎編

小関由美イギリス文化研究家
お菓子や紅茶、アンティーク、旅など、英国文化の
お話しをティータイムとともにお楽しみください。

旧暦9月9日は菊の節供。いわれ
を学び安眠を誘う菊花のアイピ
ロウをつくります。

■ 10/14、11/11、12/9（月）
　 13:00～14:30 
■ 会員 11,352円 一般 13,398円 
　 教材費 9,900円 

英国物語 ティータイム付き

■ 11/6（水） ①16：00～17：00 ②17：00～18：00 
 　             ③18：30～19：30 ④19：30～20：30
■ 会員 21,736円 一般 22,880円

骨格診断も取り入れた
パーソナルカラー講座
【プライベートレッスン】

下園昌江お菓子研究家

手みやげ美人になろう！
とっておきスイーツ 秋冬編

木下友恵

健康運動指導士
ホリスティックハッピー代表

■ 11/29（金） 10:30～12:00 
■ 会員 3,784円 一般 4,466円

■ 11/29（金） 13:30～15:00 
■ 会員 3,784円 一般 4,466円

骨盤底筋を鍛える
ぽっこりお腹を解消

木村幸子
洋菓子研究家

講師の新刊料理監修本
のプレゼント付き！

シュトレンをいただきながら、タ
ニアさんのクリスマスの楽しみ
方をご紹介します。

■秋の味覚をまるごと楽しむ
　 11/8（金） 10：00～12：00
■毎年人気！年末年始に大活躍レシピ
　 12/5（木） 10：00～12：00

■ 11/29（金） 13:30～15:30 
■ 会員 3,784円 一般 4,466円 教材費 2,037円

ずっと使える焼き菓子レシピ
カシスとイチジクのパウンドケーキ 木下友恵

いつでもどこでも指ヨガ
肩こり、腰痛、むくみなどを改善

馬場香織料理研究家、スパイスコーディネーター

■ 会員 3,784円 一般 4,466円 
　 教材費 2,420円 

ほめられレシピ

石坪佐季子
■ 9/30（月） 19:00～20:30 
■ 会員 4,276円 一般 4,946円 

発声・演奏・表現のための
アレクサンダー・テクニーク
アレクサンダー・テクニーク協会講師

門倉多仁亜

■ 12/10（火） 
　 Ａ 10：30～12：00 B 14：00～15：30 
■ 会員 7,700円 一般 8,800円 会場：講師宅

タニアさんのクリスマスの過ごし方
料理研究家

篠原もとこ
顔ヨガスペシャリスト講師

■ A 11/20（水） 19:00～20:30 
　 B 12/3（火）   13:00～14:30 
■ 各 会員 4,576円 一般 5,269円

顔ヨガ 疲れ目ケア&ハリツヤUP

佐伯チズ
佐伯式セミナーインストラクター
美容家

初回は佐伯チズさんが直伝、
「キレイになるためのお話」。
2～3回目は担当講師による
肌ケアの実践レッスンです。

■ 10/4、11/1、12/6（金） 
　 13:00～14：30 
■ 会員 17,160円 一般 19,239円

佐伯チズの美肌塾

紫峰七海
元宝塚歌劇団花組副組長

宝塚の音楽に合わせて楽しく
体を動かしたり、名作の“あの
シーン”を再現してみたり、ジェ
ンヌ気分を味わってみません
か。

ゲーム開発ツール・アンリア
ルエンジン4を使用して3D
ゲームの作り方の基礎を学
びます。あなたのパソコンで
世界のトップクリエイターた
ちのゲーム開発の入り口を
体感しましょう。

■ 11/3（日） 15：00～16：30
■ 会員 4,004円 一般 4,697円

紫峰七海の“なりきりレッスン”

伊藤聡美
衣装デザイナー

フィギュアスケートの衣装デザイン
のインプット/アウトプットから完成
までのプロセスをお話します。
※衣装の展示は未定です。

■ 12/22(日) 10:30～12:00
■ 会員 4,004円 一般 4,697円
　 大学生以下 2,288円

フィギュアスケートを彩る衣装
デザイン哲学と製作現場

片岡信和俳優、気象予報士

世界中の空の写真や絵本などを
使い、その時の空模様を解読し
ながら、お天気に興味を持って
もらう講座です。
■ 第3日曜 10:30～11:45 
■ 10/27から6回 （10～3月） 
■ 22,704円

気象予報士・
片岡信和のお空であそぼ！
空が教えてくれるお天気予報

実力派声優が同じ岩手出身の
若竹千佐子さんの芥川賞作品を
3回完結で読み切ります。

桑島法子声優

■ 10/5、10/12、10/19（土）
　 19:00～20:30 
■ 会員 11,352円 一般 13,398円 
■ 1回受講可 会員 4,004円 一般 4,697円 

桑島法子
「おらおらでひとりいぐも」
朗読会

月組公演の見どころと、海外ミュージカ
ルに「宝塚らしさ」を取り込み、独自の様
式を確立した過程と魅力を探ります。
【講義】12/15（日)11：00～13：00青山教室
【観劇付】月組『I AM FROM AUSTRIA
－故郷は甘き調べ－』東京宝塚劇場　
①12/18(水)13：30、②12/19（木）18：30、③12/21（土）11：00

中本千晶演劇ジャーナリスト

■【講義のみ】 会員 4,125円 一般 4,807円
■【観劇付】 会員 13,530円 一般 14,212円

もっと楽しむ！タカラヅカ
タカラヅカ・ミュージカルのこれまでとこれから

■ 11/30（土） 13:00～15:00 
■ 会員 3,784円 一般 4,466円 
　 教材費 2,088円 

髙橋ミカ
エステティシャン

カリスマのリンパマッサー
ジやデトックス撃退のマッ
サージで美ボディを目指し
ましょう！
■ 9/27（金） 18:30～20:00 
■ 会員 6,500円 一般 7,623円 

ゴッドハンド髙橋ミカが教える
美ボディマッサージ

©宝塚歌劇団

■ 10/5（土） 13：00～15：00 
■ 会員 4,004円 一般 4,697円 教材費 600円　

AI時代を生き抜く

子供を育てるために
浜学園アドバイザー

中学受験で子どもが実力を発
揮できるかは親の準備にか
かっています。安心して試験
当日を迎えるための心得と
必勝法を佐藤ママが伝授！ 

佐藤亮子

■ 10/11（金） 
　 10：00～12：00 
■ 会員 4,576円 一般 5,269円

佐藤ママに聞く！

中学受験の心得
見てわかる「名画の良さ」はどこ
にあるのか？その疑問に、デッ
サンと構図、絵と文字の関係か
ら迫ります。

秋田麻早子美術史研究家

■ 10/9、11/13、12/11（水） 
　 19:00～20:30 
■ 会員 12,012円 一般 14,091円
　 ※1回受講可（要問合せ） 

絵を見る技術
名画の構造を読み解く

実在の会社の動向を有価証
券報告書から読み解いていき
ます。前回と異なる会社を取
り上げます。

公認会計士、税理士
根岸康夫

あの会社の物語 
有価証券報告書から読み解く

季節を彩る可愛くおいし
いデコレーションをご一
緒に。
■ 10/24、11/28、12/26（木）
　 10:00～12:00
■ 13,728円 教材費11,550円

ROSEYの
アイシングクッキー＆カップケーキ
ROSEY CONFECTIONERY SUGAR ART主宰
森ゆきこ

■ 11/5、11/12、11/19（火） 19:00～20:30 
■ 会員 11,352円 一般 13,398円 教材費 330円

パリ花装飾で人気のフレッ
シュな秋アジサイを集め
リースに。ニュアンスが美
しい秋色のドライフラワー
へと変化を楽しみます。

■ 10/29（火） 14：00～15：30 
■ 会員 4,004円 一般 4,697円 教材費 4,400円

Couronne d'hortensia
パリスタイルの花飾りから秋アジサイのリース
ランコントレ代表
大髙令子

華やかでスタイリッシュなサン
ドイッチのようなケーキを、季節
の食材使って楽しみましょう。
■ 第4木曜 14:00～16:00
■ 10/24から6回 （10～3月）
■ 26,136円 教材費 13,200円 

北欧生まれのおもてなし
季節を味わうケーキイッチ
一般社団法人日本サンドイッチ協会 主任講師 
岡田礼子

整体家 骨と筋代表 宮腰 圭
腰痛の一番の原因である大腰
筋の衰えを防ぎ、一生歩くため
に鍛えるコツをご指南します！
■ 10/17（木） 13:30～15:00 
■ 会員 4,004円 一般 4,697円 

腰痛が解消！「大腰筋」を強くする

詳細はWEBで
CHECK!

くらしを豊かに
1日短期
講座

おいしいレッスンのススメ

Beauty & HealthBeauty & Health

旬の食彩に学ぶ

お勤め帰りに 自分を高める

＜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。
10月1日以降に実施する講座については、新しい消費税率が適用されますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
講座案内に表記している受講料には消費税が含まれています。
＜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。

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

※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〕10/20（日）、10/22（火）、12/29（日）～1/5（日）

03-3475-1151
※24時間受付中　クレジットカード支払

TEL.

お申し込みの手順
ホームページにて

電話で予約

NHKカルチャー 青山

今すぐ NHKカルチャー 青山
青山教室 WEBでかんたん申込み

5,000円 + 税
10/31（木）
まで

WEB申込なら

半額入会金


