
「一般」料金を併記している講座は、入会せずに受講できます。※表記の料金の他に、別途教材費が必要になる講座もあります。

（髪の長さが肩まであればＯＫ）
7/15（土） 13:00～14:30
会員 3,369円 一般 4,050円 第4金曜 13:30～15:00

7/28から6回（7～12月） 18,921円

9/1（金） 10:30～12:30  
会員 3,153円 一般 3,780円 教材費 2,700円

9/2（土） 13：00～14：30
会員 2,700円 一般 3,240円

7/31（月） 13:30～15:00 
会員 2,808円 一般 3,369円 小中高生 1,684円

6/10（土） 13:00～14:30  
会員 3,153円 一般 3,780円 

7/9（日） 左右開脚編 10:30～11:30 
前後開脚編 11:40～12:40  

各回とも 会員 3,034円 一般 3,596円 

9/15（金） 14：00～16：00
会員 2,808円 一般 3,369円

第2木曜 13:30～15:00  
6/8から9回（6～3月） 27,313円 教材費 291円

第4金曜 10：30～12：00
7/28から3回（7～9月） 9,460円

7/19（水） 13:00～15:00  
会員 2,808円 一般 3,369円 教材費 2,160円

7/9（日） 10:30～12:00  
会員 3,261円 一般 3,909円 

7/24（月） 13：00～14：30
会員 3,153円 一般 3,780円

第2水曜 13：30～15：00
6/14から4回（6～9月） 12,614円

7/14（金） 10：30～12：30
会員 3,153円 一般 3,780円

7/8（土） 10:15～12:15  
会員 3,153円 一般 3,780円 教材費 253円 

第2木曜 13：30～15：30
6/8から4回（6～9月） 12,614円
教材費 毎回 3,000円程度

7/7（金） 15:00～17:00  
会員 2,700円 一般 3,240円 

7/26、8/23、9/27（水） 10:30～12:30  
9,460円 （3回） 

7/27（木） 13：30～15：30
会員 3,153円 一般 3,780円 教材費 600円

第1土曜 13：00～15：00 7/1から3回（7～9月） 
7,776円 教材費 4,860円

7/31（月） 10:30～13:30
会員 5,054円 一般 6,069円 教材費 2,000円程度

7/29（土） 13:30～15:00  
会員 3,153円 一般 3,672円 

6/18（日） 13:30～15:00 
会員 4,050円 一般 4,492円

7/25（火） 13:00～15:00  
2,246円 教材費 1,296円

7/27（木） 13:30～15:30  
2,246円 教材費 162円

7/31（月） 13:00～14:30  
2,246円 

7/20（木） 13:30～15:00  
会員 3,369円 一般 3,931円 

9/6（水） 13:30～15:00 
※事前にご予約ください。

6/18、7/2、8/6、9/3（日） 10:30～12:30  
10,800円 （4回）

9/12（火） 18：45～20：15
会員 3,369円 一般 4,050円

9/27（水） 10:00～12:00
会員 3,456円 一般 3,996円 教材費 64円

最新の宇宙研究で迫る3つの謎
宇宙最初の天体は？

暗黒物質・エネルギーの
正体は？

地球外生命はいるのか？

■ 担当講師陣
大内正己・小野宜昭・須佐元・衣川智弥・川崎雅裕・杉山直・高橋史宜・
堀安範・小谷隆行・田村元秀・嶋作一大
※村山斉教授は監修のみで講義はありません

指定土曜 15:00～16:30  5/27から10回 （5～3月） 
会員 33,696円 一般 40,500円 学生 16,848円
※ご希望の方はリーフレットをお送りします。

■ 監修
東京大学宇宙線研究所准教授 大内 正己
東京大学Kavli IPMU機構長およびカリフォルニア大学バークレイ校教授 村山 斉
東京大学教授およびアストロバイオロジーセンター長 田村 元秀

大型１年講
座

好評開催中

宇宙に残された大きな３つの謎。人類はどこまで謎を解いたのか。
最先端研究に基づく宇宙像を一流の研究者が紹介します。

※詳細はＨＰをご覧ください。 

東慶寺

第2･4木曜 13:00～14:15  
6/8から8回 （6～9月） 20,736円 

鎌倉の歴史は源頼朝
が幕府を開いたこと
にはじまる。今はこれ
が常識でないことを
ご存知ですか。教科
書には載っていない

素朴な風合いのイタリア
ンレザーを使い、カード
ケースを作ります。ハンド
ステッチ仕上げ。刻印、ス
タンプなどでのアレンジ
も可能です。（アカ、チャ、
グリーンの3色から選択）

第一線で活躍する著名人の家族史を徹底取
材。本人も知らない秘話を発掘し、毎回驚き
あり、涙ありのドキュメントの陰で繰り広げら
れる、制作者の苦労話にスポットを当てます。

今年60周年を迎える番
組の歴史をたどりながら、
名講師として活躍した料
理人や料理研究家のエピ
ソードを交え、戦後日本の
食卓を見つめ直します。

今年は正岡子規が生まれ
て１５０年。９月１９日の子
規忌＝糸瓜忌を前に、子
規さんに思いを馳せつつ、
彼の愛した互選句会を楽
しみましょう。子規に関す
るミニ講座付き。

今も各地の神社に祀ら
れ、人びとに敬われ、頼
りにされ、畏れられる
古事記の神がみ。その
来歴をたどりながら古
事記に語られる神話を
理解していきます。

激動の平安時代末
期を生きた人々―
平清盛を始めとす
る平家一門や、平家
に立ち向かう源頼
朝・義仲・義経たち
―の躍動するドラマ
を味わいます。

東西の異なる文化を持っ
た信仰が共存共栄する日
本。宗教を掲げた戦争で多
くの人が犠牲になってい
る世の中で、日本の宗教が
如何に平和主義であるか
を再認識し、皆さん自身で
考え、答えを見つけます。

日本国内、世界80か
国を旅し、多数の著
書・連載を持つ講師
が、エッセイの書き
方と楽しさをお伝え
します。

すぐに実践できる簡単な
セルフヘアアレンジのテ
クニックをお教えします。
これまで1万人以上の女
性にヘアメイクを手掛け
たアーティストが皆様の
お悩みにお答え致します。

マイカラー＝お似合
いの色をお一人ずつ
分析します。共通の
特徴をもった色のグ
ループであるマイカ
ラーを理論的にお教
えします。

東洋医学の基本の考
え方とツボの基礎を学
び、夏の不調のための
簡単ツボ押し・エクサ
サイズを行います。テレ
ビでおなじみの講師と
共に、身体の確実な変
化を感じてください。

ゆかたをひとりで着ら
れることはもちろん、
他の人にも着せられ
るようにご指導いた
します。女性限定講座
です。

季節の素朴な野の花
で雅趣・茶趣のある侘
び・寂びを表現、日々
のひとときを心豊かに
彩ってみませんか。
茶道、いけばなの経験
の有無、及び流派は関
係ありません。

お茶会でも使える御自作の
茶杓を作りましょう。白竹の
茶杓と、共筒（別途料金）も
制作できます。初めての方も
安心です。 （※共筒はお客
様の方で御銘を入れていた
だくだけになります。） 

雲研究者・荒木
健太郎が積乱
雲について喋
り倒します。

貯まったお金を計
算したり、好きな絵
を描いたりできる
黒板付貯金箱を作
ります。夏休みの
自由研究・工作にもつかえます。作品サイ
ズ：25cm×18cm×7.6cm（小学生対象）

最近見づらさを感じるあな
たに。薬に頼らず自宅でで
きる方法から最新治療、怖
そうな医者との話し方まで、
テレビ番組でも活躍中の
現役眼科医が落語を交え
て楽しくお話しします。

この頃“聞き返し”が増え
たと感じることはありませ
んか？聞こえの低下から起
こる様々な問題から最新
の補聴器まで、分かりやす
く解説、ご紹介いたします。
※補聴器の販売はありません
協賛：ブルームヒアリング株式会社

短歌は誰にでも手軽に作
れます。自分らしさを大切
にした短歌づくりの楽し
さを、共に楽しく学びませ
んか。篠弘直門の講師が
指導します。

「人は誰でも頭がよい。簡単な
訓練ですぐに発揮でき、即断
即決、即実行も誰でもできるよ
うになる」と考える講師が、大
変 刺 激 的 で 楽し い ワ ーク
ショップを開催します。

外国の方に日本の風習や
文化をかんたんな英語で
説明するコツとは。北鎌倉
を歩きながらのんびり学
びます。

30年のキャリアを持つス
タイリスト・地曳いく子さ
んの、楽しく新しいおしゃ
れメソッドをお伝えします。
あなただけの「スタイル」
を見つけるヒントが盛り
だくさん！

誰しも見上げたことのある雲や
空。その楽しみ方とは？雲研究者
の荒木健太郎とAbemaTVなど
で活躍中の穂川果音が研究者と
キャスターの立場から、雲と空の
魅力を余すことなくお伝えします。

こどもの自由な発想
や 発 見を大 切にし、

「描く」ことの楽しさを
感じてもらうことを目
的としています。夏休みの課題を描くこともできます。

（小学生対象、画材自由）

輪ゴム、静電
気 のえ ん ぴ
つ、マジカル
カードを使っ
た 簡 単 なマ
ジックをお教
えします。

（小学3年生～小学６年生対象）

講師の最新著書を
プレゼント！

戦時中の学校生活の様
子を描いた滋賀県大津
市・瀬田国民学校の学
級日誌を通して、子ど
もたちの目から見た戦
争と、当時の教師の目
指した命と心を育む教
育について考えます。

どんな爪も、適
切なお手入れを
すれば、健康で
美しい形になり
ます。付け爪や
マニキュアに頼
らずあなたの爪そのものが綺麗になるネイ
ルケアをお伝えします。

身近な“くすり”にもなる草花や食材について漢方
の考えから学びます。薬草の知識と漢方の知恵を
日々の暮らしに活かしましょう。

夏を元気に乗り越え
るために役立つ香り、
夏の肌トラブルをレ
スキューし、健やかな
肌へと導く精油をご

盆栽を知るきっ
かけとして。日
本人の美意識
が詰まった日本
の文化「盆栽」
を学び楽しんで
い ただ ける初
心者教室です。

年齢や性別に関わらず、イン
ナーマッスル（深層筋）を強化
すればゴルフのスキルアップ
が望めます。指導経験豊かな
講師が誰でも無理なくできる
方法でお教えします。

「溶けるように柔らかくなる」と全国で大絶賛！
股関節を１８０度開く方法として欧米のバレエ学校
が採用する技術です。

鎌倉の新常識を専門の講師陣が多様な切り口
で紐解きます。

紹介します。クラフトタイムには、爽やかな優しい
香りのサマーボディースプレーをお作り頂きます。

地曳 いく子 大貫 昭彦 古田土 俊一 ほか

清水 剛

小山 好晴

吉村 文成
後藤 繁榮

佐々木 達也

三浦 佑之
櫻井 陽子 嶋田 美津惠 柳本 真弓

有働 智奘 秋山 秀一 湯地 雅代 ほか

成松 幸恵 和田 静美

稲葉 しず江

池上 文雄

片山 雅美

岩田 宗玹
梶川 恵月

池田 瓢阿
池田 泰輔

荒木 健太郎 荒木 健太郎
穂川 果音

細谷 永子
細谷 永子

マルティーノ・リッチ

平松 類
坂 良介

柳 宣宏
赤羽 雄二 鈴木 由利子

後藤 康典

スタイリスト 随筆家 NPO法人鎌倉考古学研究所

（株）AJIOKA
ＮＨＫ番組
プロデューサー

元朝日新聞特派員、元龍谷大学教授
NHK「きょうの料理」

「ラジオ深夜便」アナウンサー 元東京バレエ団

俳人 前NHK-BS『俳句王国』司会
神野 紗希

千葉大学名誉教授
駒澤大学教授 育爪サロンラメリック主宰 目白鍼灸院院長

國學院大学神道文化学部講師、僧侶 元東京成徳大学教授
日本エッセイスト・クラブ会員

アトリエはるか ヘアメイクトップアーティスト 水谷 亜衣子

スタジオHOW　
カラー＆イメージコンサルタント

（公社）全日本小品盆栽協会会員 自由が丘きもの学院学院長

自由が丘きもの学院

千葉大学名誉教授

薬剤師、AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

［監修］茶道
茶花研究家

家元教授

［監修］ 
竹楽会主宰

［指導］　
竹楽会講師

気象庁気象研究所
予報研究部第三研究室研究官 雲研究者

気象予報士、
防災士、タレント

アトリエ
ぱんぷきん主宰

アトリエ
ぱんぷきん主宰

マジシャン

彩の国東大宮メディカルセンター眼科部長 認定補聴器技能者

「まひる野」編集委員

ブレークスルーパートナーズ マネージングディレクター 通訳案内士

ストレングス＆コンディショニングトレーナー

古事記の神がみ
その来歴と神話を考える

平家物語を読む 育爪® 講座 夏を元気に過ごすツボ

日本の心 神様と仏様の出会い 楽しいエッセイ入門

自分で簡単
セルフ・ヘアアレンジレッスン♪

見つけようマイカラー

はじめての小品盆栽 手結び着付 今年は浴衣を着よう

漢方と
身近な薬草

夏を快適に過ごすための
アロマレッスン

四季の茶花 茶席の花・茶趣の花 自分で作る茶杓

積乱雲研究 荒木健太郎×穂川果音
雲と空の楽しみ方

黒板貯金箱を作ろう こどもの絵画教室 こどもマジック

目は良くなる！笑って健康
病院・テレビでは聞けない目の健康法

聞こえと補聴器の話
良い聞こえで毎日をもっと楽しく

地曳いく子のおしゃれメソッド 真・かまくら学

レザークラフトを愉しむ　
カードケース

ＮＨＫ「ファミリーヒストリー」
制作打ち明け話

学級日誌が語る戦争 「きょうの料理」の達人たち 誰でも簡単！開脚
フロアバレエという魔法

正岡子規生誕１５０年
へちま句会

短歌を楽しむ 「ゼロ秒思考」
即断即決、即実行のトレーニング

ガイドに挑戦！
かんたん英語で北鎌倉

無料

こども夏休みシリーズ

ゴルフスキルアップのための
体幹トレーニング

平成29年5月24日発行

NHKカルチャー 町田

お問い合わせ・お申し込みは電話・ホームページまたは窓口で。

●JR横浜線「町田駅」
　ターミナル改札口直結
　（中央口からは徒歩5分）
●小田急線「町田駅｣西口から徒歩7分
●バス 町田ターミナル直結

丸井 ルミネ

小
田
急
町
田

JR町田

↑新宿↑新宿

↓小田原

←八王子 横浜→

ターミナル改札口

町田東急
ツインズ
町田東急
ツインズmodi

JORNAJORNA

まちだ
ターミナル
パーキング

まちだ
ターミナル
パーキング

市民
広場
市民
広場

〒 P

NHK文化センター
ミーナ町田 8階

N

町田教室
月～土曜 10：00～18：30 日曜 10：00～14：30　
祝日・振替休日・8/11～8/16 なお、7/17と9/18は営業します。

受付時間

休 業 日

「一般」料金を併記している講座は、入会せずに受講できます。※表記の料金の他に、別途教材費が必要になる講座もあります。

ミーナ町田 8 階

アクセス

70歳以上&中学生以下の方は入会金（5,400円）無料夏の講座案内

★新講座スタート！
　『真・かまくら学』『漢方と身近な薬草』
　『平家物語を読む』など
★夏を楽しむためのおしゃれや食、
　健康ための講座も充実！
★「こども夏休みシリーズ」を集中編成

●
●
●

夏の講座ニュース

1



※下村講師の他の「日本画」講座は裏面の
一覧表に掲載しています。

NHKカルチャー 町田町田教室 TEL.042-726-0112

第2･4火曜 19:00～20:30  
7/11から6回（7～9月）  
会員 18,208円 一般 21,837円

7/31（月） 13：00～15：00
会員 4,492円 一般 5,400円
小2～高校生 3,369円

6/20（火） 13:30～15:00  
会員 3,369円 一般 4,050円 

毎木曜 10:15～11:35  7/6から13回（7～9月）  38,048円 

毎水曜 15:10～16:30  7/5から12回（7～9月）  35,121円 

6/12、7/10、7/31（月） 19:00～20:30  
10,108円 （3回） 

7/4、7/18（火） 11:30～12:30    
会員 4,946円 一般 5,940円 （2回） 

6/13（火） 18:30～20:30  
会員 3,369円 一般 4,050円 教材費 4,320円 

6/29（木） 10:30～12:30  
会員 3,261円 一般 3,888円 

毎金曜 14:30～16:30  
7/7から12回（7～9月）  
36,417円 教材費 4,000円 

7/8、8/19、9/9（土） 
15:30～17:00  
会員 9,460円 一般 11,340円 教材費 3,240円 （3回）

7/5（水） 13:30～15:00 会員 3,153円 
一般 3,780円 教材費 3,000円 

第1水曜 13:30～15:00 
6/7から4回（6～9月） 12,614円 教材費 15,000円

9/12（火） ・ 9/14（木） 11:00～13:45  
各回とも 会員 3,024円 一般 3,628円 教材費 2,476円

6/9、7/14、9/8、9/29（金） 13：00～15：30
10,800円 教材費 864円（4回）

第3月曜 10：15～12：45
6/19から4回（6～9月） 14,688円

7/28・8/25・9/22（金） 15：00～17：00
各回 会員 3,369円 一般 4,050円
教材費 2,000円

第２・４日曜 13：30～15：30
6/11から7回（6～9月） 23,587円 
教材費 7,000円

毎月曜 10:15～12:15  
7/3から10回（7～9月） 31,536円 

6/9（金） 13:00～15:00  
会員 3,369円 一般 4,050円 教材費 3,240円 

9/11、9/25（月） 10:30～15:30  
会員 17,971円 一般 21,578円 教材費 4,320円 （2回）

第2火曜 13:30～15:30
6/13から4回（6～9月） 12,139円

8/2（水） 13:00～15:00  
会員 2,926円 一般 3,510円 教材費 1,944円

第4木曜 10：30～13：00
7/27から3回（7～9月）
10,108円 教材費別途

7/7（金） 10:30～12:30
7/28（金） 13:00～15:00
各回とも 会員 2,808円 一般 3,153円 
教材費 540円

第1月曜 10：30～12：00 
6/5から4回（6～9月） 12,614円
◆有料体験もできます（3,369円 ※1回のみ）

9/3（日）10：30～12：00 
会員 3,153円 一般 3,780円

7/25（火） 19:00～20:30  
会員 3,153円 一般 3,780円 

7/15、8/19、9/16（土） 13:00～14:30  
会員 10,108円 一般 11,793円 （3回） 

7/11（火） 10:30～12:00  
会員 3,034円 一般 3,639円 教材費 108円 

第2･4火曜 10:30～12:00  
7/25から5回（7～9月） 
会員 15,174円 一般 18,198円 教材費 540円

5/31、6/7、7/5、8/2（水）
13：00～14：30 12,139円（4回）

指定木曜 13:30～15:00 
6/15から4回（6～9月）  12,139円

第4金曜 13：00～14：30 6/23から4回（6～9月）
11,707円 教材費 216円

７/２５、９/２６（火） １３：３０～１５：００
会員 6,069円 一般 7,279円（2回）

6/12（月） 13:30～15:00  
会員 3,153円 一般 3,780円 

7/3（月） 13:30～15:00  
会員 3,153円 一般 3,780円 

6/10、7/8、7/29、9/9（土）
10:30～12:00 12,139円 （4回） 

6/28（水） 10:30～12:30  
会員 2,808円 一般 3,369円 

第2･4月曜 13:00～14:30  
6/12から8回（6～9月）  25,228円 

毎火曜 16:30～17:50  
7/18から10回（7～9月）
29,268円 

毎土曜 12:00～13:20  
7/1から10回（7～9月）
29,268円 

第1･3木曜 10:20～11:35  
7/6から6回（7～9月） 16,848円 

9/9（土） 10:30～12:00  
会員 3,261円 一般 3,909円 

6/25（日） 13:30～15:30  
会員 4,492円 一般 5,400円 

体験

7/10（月） 13:00～14:30  
会員 2,808円 一般 3,369円 

8/19（土） 10：30～12：00
会員 3,034円 一般 3,639円
★チケット付【8/19（土）15：30公演】
会員 12,916円 一般 13,532円  

7/16（日） 10：30～17：30
会員 19,094円 一般 19,774円 教材費 3,240円
※希望者には修了証発行（別途3,240円）

日本刺繍の大き
な特徴である『糸
縒り』の体験と紫
陽花のワンポイ
ント刺繍を仕上げ
て頂きます。初め
ての方にも丁寧
にお教えしますので、お気軽にご参加ください！

あなたの個性を生かし
人に喜んでもらえる話
し手になるために。「ラ
ジオ深夜便」聞き手に、
コミュニケーション法、
心をオープンにしての

繊細な調べ
を奏でる大
正琴にふれ
てみましょ
う！

少し会話はできるけれど、もう少し上手に話してみたい方向け
の初級レベルの講座です。
外国人とも自信をもって話せるようになりましょう！

英語を話してみたい、学んでみたい方向けの、
入門レベルの講座です。まずは簡単な単語を使いながら、
Let's speak English！

ビジネスも人間関係
もうまくいく、好かれ
る話し方を身につけま
せんか？滑舌を良くす
る声の出し方や、人前
での話し方、輝く笑顔
の作り方まで行います。

誰もが知っている名
曲を２回で弾けるよう
になります！

水彩絵具で爽や
かに描きます。

紙と水彩絵
具によって
表現される
世界は人そ
れぞれです。

ウイスキーに興味を持ち始
めた方に送る入門講座で
す。講義と試飲を組合せ、
自分の好みのウイスキーを
探すお手伝いをします。

新世界のワイン入門とチー
ズのあわせ方をシリーズで味
わいながら学んでいきます。

体に優しい家庭料理を作り
ます。いつもの食材で楽しく
簡単に作れ、お弁当や　
ホームパーティーにも大活
躍のレシピをご紹介します。

（会場：町田にある講師のス
タジオにて）

鉛筆やペンで対象
を描き、その線を活
かし着色、透明水彩
のもつ爽やかさを出
します。屋外でのス
ケッチが主体です。

色紙に日本画材で制
作、その日に仕上げま
す。デッサンから彩色
まで丁寧に指導いたし
ます。初めての方が対
象です。

人 物 のとらえ
方や、やわらか
い線の出し方、
光の使い方な
ど、具体的にわ
かりやすく指導
します。

花アレンジ・手芸・お菓
子などを被写体に、イ
メージをかきたてる写真
を目指します。子供・ペッ
ト・お出かけ写真、身近な
風景写真にも応用できま
す。撮影実習も行います。

ヨーロッパの貴婦人
に愛された、繊細でエ
レガントなタティング
レース、シャトルとい
う舟形の道具で、結び

布ぞうりは足
にも床にもや
さしく、洗える
ので清潔です。
足裏への刺激、
外反母趾予防
効果も期待で
きます。

北欧発祥の日用
実用品の編み組
み細工です。カゴ
からはじめ、基本
的な編み方をお
教えします。

ナイフ1本で彫り上げ
る、タイの伝統工芸

「カービング」。季節の
野菜でテーブルを華
やかに飾ってみましょ
う。

ルーヴル美術館は世界最
高のダ・ヴィンチ絵画の
コレクションを誇ります。
作品に込められたメッ
セージは何か、ダ・ヴィン
チ作品を読み解きます。
また、影響が見られる画
家の作品もご紹介します。

現代哲学および現代
思想に大きな影響を
及ぼしたフッサールの
現象学について、分か
りやすく解説し、一日
で学びます。

総合芸術としてのゴ
シック大聖堂を取り上
げ、ステンドグラスと
建築のシンボリズムに
ついて考えます。多数
の写真を鑑賞しながら、
大聖堂の象徴的意味
を読み解きましょう。

古代から現代に至る
西洋の美術と建築を
通観するシリーズ。今
期は古代ローマと初
期キリスト教時代、ビ
ザンティンの美術と建
築を取り上げます。

城がヨーロッパ社会に果
たした役割を考えます。今
期は古代ローマ時代には
なかった城が紀元千年頃
に登場し、12世紀にかけ
て仏・ロワール地方で急速
に発展する過程をみます。

道端や畑、丘陵、
近郊の高尾山
などでよく見ら
れる植物を例
にしながら、植
物の不思議を
知りましょう。

9000点にのぼる正
倉院の宝物のうち代
表的なものを、講師
の取材体験をもとに
映像を交えて紹介し、
天平文化の粋をひも
解きます。

来年2018年は西行
生誕900年です。
日本を代表する詩人、
西行の和歌と人生を
考えます。

藤 原 定 家 が 、『 万 葉
集』や『源氏物語』から
受け継いだものとは、
いったいどういうもの
でしょう。『百人一首』
に自撰した歌から考
えてみます。

隠逸詩人、田園詩人と
して知られる陶淵明
に新たな光をあて、そ
の悠然たる詩の世界
の魅力をいっそう深く
豊かに味わいます。

使いやすさが人気の秘密！
シンプルスマホを一緒に
楽しく体験しましょう！

声が出ない、音域が
ないからカンツォー
ネが歌えないあな
たに。実績ある講師
が息で丸い声で歌
えるように優しく指
導します。

4月にスタートしたばかりです。少しでも学習したことのある方、
初めての方もぜひご参加ください。

運動が苦手な方も大歓迎！声を出し、全身を使い、心身とも元気に
なれます。踊って歌って、みんなで宝塚の雰囲気を味わいましょう！

おなじみの名曲を歌いましょう！
【曲目候補】
「この愛よ永遠に -TAKARAZUKA FOREVER-」、
「愛あればこそ」、「エメ」

タカラヅカの舞台メイクに挑戦！
越乃さんとの2ショット記念写真付。

（メイク道具・カメラは各自持参）

つきあい方を楽しく習います。

目を作っていきます。手軽な道具で、小さなア
クセサリーからショールまで、年齢、性別を問わ
ずどなたでも、どこでもお楽しみいただけます。

水彩画で表現する楽しさを学びます。

【教室講義】 6/27（火） 10：30～12：00
【現地】 7/4（火） 9：45～13：30頃
会員 8,640円 一般 10,368円
教材費 3,456円（現地の昼食代込）（2回） 

撮影：大河内 禎

ロッシュ城（フランス）

瑠璃坏（西域から到来）

東京都庭園美術館

入谷鬼子母神

「絵本を読む」こと
はあなたや誰かを
幸せにします。
あなたの持ち味や
個性を活かして聞く人の心に語りかける
読み聞かせのコツを学びます。

ハワイ語では
ポーポーハウ
と呼ばれるア
ジサイ。この季
節にぜひ作っ
てみていただきたいレイのひとつです。

ミステリーの女王
アガサ・クリスティ。
作品の舞台となっ
た土地や屋敷、室
内のモチーフを読み解きながら、英国の歴
史や文化を探っていきます。

個々のペー
スに合わせ
て、季節の花
や 静 物・風
景を中心に
制作します。

日常、何気なく使って
いる言葉でもなぜそう
なのか聞かれると困っ
てしまう言葉は多いも
の。そこで、町田教室で
そっと勉強。明日から
あなたは、物知り博士！

内容の理解と記憶そのまま
なのに目からウロコの体感
100％と評判の速読法です。
たった２時間で一生ものの
財産を身につけませんか？

（小学2年生～成人対象） 

普段は未公開の素晴らしい個
人のお庭を2軒ほど巡ります。
お庭づくりや暮らしのヒントが
きっと見つかります。

由緒ある社寺や史跡、
旬の名所などを訪ね
る昼下がりの楽しい
小散歩。今期の訪問
地は入谷、目黒、漱石
ゆかりの早稲田など。

（現地集合・解散）

描かれているのは何
の場面で、誰で、出
典は何か。意味深な
ディテールが暗示し
ているところは何な
のか。イタリア絵画
の必見作品に隠されたメッセージを解読します。

ザ・キャピトルホテル東急 バーテンダー、
ウイスキープロフェッショナル認定

タカラヅカの舞台を楽しみながら、
日本史も勉強してしまいましょう！
花組公演「邪馬台国の風」の歴史
的背景を紐解きながら、舞台の見
どころをお伝えします。

脳の活性とリラックス効
果で話題のアロマの基礎
とハンドマッサージを身
につけて、あなたも大切
なご家族のセラピストに。

佐野 剛平

池江 俊博

マーチン・ネビット
倉島 麻帆

加藤 早苗 大谷 幸生

濵砂 宗宏

滝波 重人

大木 利史
的場 恵子 舘野 鏡子

森山 みちこ 金沢 正脩

五十嵐 彦

今村 紀芳

能島 浜江

斉藤 蕙子

下村 貢

沖 文

飯田 英里

盛本 知子

塚本 美保子

小林 卓

牛尾 真子

矢澤 佳子 榊原 哲也
平井 杏子

小倉 康之 堀越 宏一
山田 隆彦

奥田 一重 浅見 和彦
渡部 泰明

齋藤 希史

湊 惠美子

スマートフォンアドバイザー ピーノ 松谷
ヴァンデッリ・フランチェスコ 玄 銀珠（ヒョン・ウンジュ）

越乃 リュウ

梅津 正樹

中本 千晶佐々木 恵子

東京大学教授

元宝塚歌劇団月組組長

プチ速読マスター

元ＮＨＫアナウンサー

菊生流菊八重会家元 加藤 昭代
師範 五十嵐 勝美、照井 力雄

元読売新聞
“The Japan News”
コピーエディター

（社）JAPAN絵本よみきかせ協会
認定絵本よみきかせマイスター

スピーチコンサルタント

リリカ（オペラ）・ポップ歌手 桜美林大学非常勤講師

ハワイアンギターリスト・
ハワイアンヴォーカリスト

国立ルーヴル学院卒、美術史研究家

東京大学教授

昭和女子大学名誉教授UMAHANA

玉川大学教授 早稲田大学教授

日本植物友の会副会長

［監修］水陽会会長

［指導］水陽会認定講師

水彩画家 日本刺繍作家一水会常任委員 藤戸禎子タティングレース教室講師

birchtaku工房主宰

日展会員画家

あおいとりコーポレーション

日本美術院院友 コットンビーズ スタジオサイアム専任講師

東京ワインアカデミー事務局長
料理研究家

オープンガーデン専門家 紀行エッセイスト、古道ウォーカー

元NHK正倉院プロジェクト統括、奈良市観光大使 成蹊大学名誉教授 東京大学教授

元ＮＨＫエグゼクティブアナウンサー

『タカラヅカ流日本史』著者英国IFPA認定芦屋校、
緩和病棟アロマセラピスト

人生と仕事を楽しむ話し方

プチ速読
お手軽・簡単・挫折なし！ 100％体感講座

大正琴 体験

自信をつける！ 日常英会話

はじめよう！ 日常英会話引きつける話し方
発声・印象アップ

ウクレレ＆ハワイソング
準備クラス

生花のレイメイキング　
季節の花で作るHAKUスタイル

扇子に夏の花を描く

水彩画

ウイスキー入門　
好みを見つけるヒントをお伝えします

チーズとワインの食卓学 舘野鏡子の料理教室 都内のオープンガーデンに行きましょう
庭の見た目アップのコツを探そう

東京・近郊 小散歩日和
歴史と文化を味わいに出かけましょう

水彩・ペン彩スケッチに親しむ

日本画体験ワークショップ

油絵・人物専科

日本画 A

初めての日本刺しゅう

女性のためのテーブルフォト 
初心者2days集中レッスン

タティングレース入門

布ぞうり作り

北欧生まれの伝統工芸
白樺樹皮細工

体験！ 野菜でカービング

ルーヴル美術館
イタリア絵画を読み解く

ルーヴル美術館の作品を読み解く
レオナルド・ダ・ヴィンチとその影響

一日で学ぶフッサール アガサ・クリスティと英国　
ミステリーの華麗な世界

ゴシックの大聖堂
ステンドグラスと建築空間

西洋美術と建築の歴史
古代ローマと初期キリスト教時代

中世ヨーロッパの城　
紀元千年、城の誕生

身近な草木から植物を知る

天平の宝石箱 光明皇后と正倉院 生誕９００年に向けて 西行を学ぶ 藤原定家と
『万葉集』『源氏物語』

陶淵明──悠然のむこうへ

心に語りかける、
絵本の読み聞かせのコツ

買う前にわかる！
シンプルスマホはじめて体験教室

３倍楽しく歌えるカンツォーネ はじめてのイタリア語 はじめてのハングル

気分はタカラジェンヌ
越乃リュウのダンスレッスン

越乃リュウと歌うタカラヅカソング 男役メイクにチャレンジ！

納得！ 日本語塾
今 知る言葉の不思議

タカラヅカ流日本史
「邪馬台国の風」から見る古代日本史

アロマハンドセラピスト
育成１日集中講座

©宝塚歌劇団

2



 歴史・芸術・文学・科学・文芸
講座名 講師名 日時 回数 受講料

真・かまくら学 大貫 昭彦
吉田土 俊一 ほか

第4金曜
13:30～15:00 6 18,921 円

平家物語を読む 櫻井 陽子 第4金曜
10:30～12:00 3 9,460 円

生誕900年に向けて 西行を学ぶ 浅見 和彦 第4火曜
13：30～15：00 2 会員 6,069 円

一般 7,279 円
古事記の神がみ
その来歴と神話を考える 三浦 佑之 第2木曜

13:30～15:00 9 27,313 円 
教材費 291 円

天平の宝石箱 光明皇后と正倉院 奥田 一重 第4金曜
13:00～14:30 4 11,707 円 

教材費 216 円
ピアノ名曲サロン お話と演奏 
フランス音楽の魅力 中山 博之 第1金曜

10:30～12:00 5 15,768 円

室内楽名曲サロン お話と演奏 中山 博之
ビルマン 聡平 ほか

第3木曜
15:00～16:30 5 15,768 円

もう一度学ぶ「世界史」 ヨーロッパ近世史編 小林 惣八 第2火曜
10:15～12:15 4 13,046 円

ルネサンスのフィレンツェ 永井 清陽 第2火曜
10:30～12:00 4 11,707 円

世界遺産の魅力 吉岡 淳 第2･4月曜
10:30～12:00 8 22,464 円

西洋美術と建築の歴史
古代ローマと初期キリスト教時代 小倉 康之 第2･4火曜

10:30～12:00 5
会員 15,174 円 
一般 18,198 円 
教材費 540 円

中世ヨーロッパの城
紀元千年、城の誕生 堀越 宏一 第1水曜

13:00～14:30 4 12,139 円

ルーヴル美術館
イタリア絵画を読み解く 矢澤 佳子 第1月曜

10:30～12:00 4 12,614 円

アガサ・クリスティと英国 
ミステリーの華麗な世界 平井 杏子 第3土曜

13:00～14:30 3 会員 10,108 円 
一般 11,793 円

日本の仏像 見かた、感じかた 副島 弘道 第3木曜
10:30～12:00 3 9,104 円

終末期古墳の世界 土生田 純之 第3金曜
10:15～11:45 4 12,139 円

日本古代史をよみなおす
古代資料を解読する 河内 春人 第4月曜

10:30～12:00 4 12,139 円

東大寺執金剛神縁起絵巻を読み解く
小島 裕子

第3月曜
13:20～15:20 3

9,104 円 
教材費 1,080 円

くずし字で御伽草子をよむ
奈良絵本より蓬莱絵巻

第3月曜
10:20～12:20

9,104 円 
教材費 540 円

古文書に親しむ 初心者
高尾 善希

第1木曜
15:15～17:15 5 14,040 円

古文書を読む 経験者 第1木曜
13:00～15:00

もう一度学ぶ日本史 幕末～明治時代 安藤 優一郎 第1火曜
10:15～12:15 4 13,046 円 

教材費 324 円

『日本書紀』を読む 相原 精次 第1木曜
13:30～15:00 5 14,040 円

楽しく詳しい『万葉集』講座 大浦 誠士 第2･4水曜
13:30～15:00 8 25,228 円

やっぱり楽しい！百人一首
『百人一首一夕話（ひとよがたり）』を読む 久保 貴子 第1･3･5水曜

10:30～12:00 8 22,464 円

気軽に楽しむ吾妻鏡 大貫 昭彦 第4水曜
13:00～14:30 4 11,232 円

原文から探る 枕草子の魅力と謎 長谷川 美智子 第4水曜
14:00～15:30 4 11,232 円

「源氏物語」の名場面を読む 三村 友希 第2･4火曜
10:30～12:00 8 24,278 円

「源氏物語宇治十帖」を楽しく読む 久保 貴子 第1･3･5水曜
13:00～14:30 7 19,656 円

漢詩を味わう 唐詩を読む 佐藤 保 第2水曜
10:30～12:00 4 12,139 円

現代語訳で読む『法華経』植木 雅俊 第2土曜
13:30～15:30 4 会員 12,139 円 

一般 14,558 円

自分と上手に付き合うための哲学入門
近代から現代の哲学まで 石川 輝吉 第1月曜

18:45～20:45 4
会員 12,614 円 
一般 15,120 円 
学生 8,121 円

櫂未知子のおもしろ句会 櫂 未知子 第4木曜
13:30～15:30 4 12,139 円

俳句 火曜 原クラス 原 和子 ほか 第2･4火曜
13:00～15:00 8 21,600 円

石寒太の水曜俳句 石 寒太
一ノ木 文子

第4水曜
10:30～12:30 4 11,232 円 

教材費 259 円

坊城俊樹の木曜俳句教室 坊城 俊樹 第1木曜
13:00～16:00 4 12,139 円

俳句入門 ことばの引力 神野 紗希 第2金曜
14:00～16:00 4 11,232 円

新人賞を受賞するための小説講座 若桜木 虔 第2･4土曜 
16:00～18:00 6 20,930 円

短歌基礎レッスン 谷岡 亜紀 第2木曜
18:00～20:00 4 会員 11,232 円 

一般 12,614 円

水曜短歌会 森川 多佳子
田村 広志

第1･3水曜
13:30～15:30 8 23,414 円

短歌を楽しむ 柳 宣宏 第1日曜
10:30～12:30 4 10,800 円

土曜短歌会 亀山 桃子 第3土曜
13:00～15:00 4 10,800 円

川柳を楽しむ 安藤 波瑠 第2火曜
10:15～12:30 4 11,232 円

エッセイを書いてみよう 太田 治子 第1水曜
15:00～17:00 3 9,104 円 

教材費 1,620 円

楽しいエッセイ入門 秋山 秀一 第2水曜
13:30～15:00 4 12,614 円

最新の宇宙研究で迫る3つの謎
宇宙最初の天体、暗黒物質・エネルギー、
地球外生命

大内 正己
田村 元秀 ほか

指定土曜
15:00～16:30 10

会員 33,696 円 
一般 40,500 円 
学生 16,848 円

身近な草木から植物を知る 山田 隆彦 指定木曜
13:30～15:00 4 12,139 円

 くらし ･ 朗読・手話
講座名 講師名 日時 回数 受講料

漢方と身近な薬草 池上 文雄 第4水曜
10:30～12:30 3 9,460 円

引きつける話し方
発声・印象アップ 倉島 麻帆 第2月曜

19:00～20:30 3 10,108 円

人生と仕事を楽しむ話し方 佐野 剛平 第2･4火曜
19:00～20:30 6 会員 18,208 円

一般 21,837 円 
暮らしを彩るティータイム
英国流紅茶の楽しみ方 鈴宮 裕子 第2金曜

13:30～15:00 3 一般 8,424 円
 教材費 3,240 円

チーズとワインの食卓学 的場 恵子 第1水曜
13:30～15:00 4 12,614 円

教材費 15,000 円

ワイン「再」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4土曜

16:00～19:00 3
会員 9,460 円 

一般 10,465 円 
教材費 12,960 円

骨董の目利き あなたも達人に 佐々木 一 第4水曜
10:15～11:45 4 11,232 円

ニコリの数独講座 安福 良直 第2金曜
10:30～12:00 4 11,232 円

かづきメイク講座
素肌から元気に若々しく！

かづき れいこ
出縄 栄子

第4金曜
10:15～12:00 3 会員 9,460 円 

一般 10,465 円

風水気学
入門

藤 洸瑛
第3金曜
13:00～14:30 4 会員 10,800 円 

一般 12,960 円

実践 第1金曜
13:00～14:30 5 13,500 円

囲碁（初級・中級） 小山 鎮男
小山 竜吾

第2･4火曜
10:15～11:45 8 21,600 円

元はじめのマジック講座 元 はじめ 第1･3火曜
19:00～20:30 6 16,848 円

教材費別途

月曜マージャン教室 石原 秀晃 第2･4月曜
13:00～16:00 6 16,848 円

日曜マージャン教室 新海 哲也 第2･4日曜
10:15～13:15 8 22,464 円

月曜マージャン教室（経験者向け）石原 秀晃 第2･4月曜
16:30～19:30 6 16,848 円

心に語りかける、
絵本の読み聞かせのコツ 湊 惠美子 第2土曜

10:30～12:00 4 12,139 円

朗読 個人（40 分） 井上 俊治
第3水曜
13:30～・14:20～
・15:10～

4 21,124 円

迎康子の楽しい朗読 迎 康子 第1月曜
10:30～12:30 4 12,614 円

朗読への招待  
ライブ朗読・事始め 山田 誠浩 第1･3金曜

10:30～12:30 9 25,272 円

はじめての朗読
井上 俊治

第1･3水曜
10:30～12:30 8 22,464 円

深読み 朗読教室 第1･3火曜
10:30～12:30

朗読 ドラマティックリーディング 戸村 美智子 第2･4日曜 
15:00～17:00 8 21,600 円

はじめての手話
田中 清

第1･3火曜
14:45～15:45

8

19,785 円

手話
基礎 第1･3火曜

13:00～14:30 21,600 円
応用 第1･3火曜

10:30～12:00

 伝統文化・フラワーアレンジメント 花材費等が別途必要な場合もあります
講座名 講師名 日時 回数 受講料

はじめての小品盆栽 成松 幸恵 第2木曜
13:30～15:30 4 12,614 円

教材費別途

煎茶道 松月流 渡辺 宗敬
渡辺 浩月

第1･3月曜
10:20～12:20 8 21,600 円

テーブルで楽しむ茶道 立礼式 大関 宗志 第1･3木曜
13:30～16:00 6 16,848 円 

教材費 2,592 円

香道 志野流 立礼式 市川 道子 第2水曜
10:30～12:30 4 11,707 円 

教材費 2,160 円

きもの手結び
着付け

毎週クラス

和田 静美
稲葉 しず江

毎金曜
15:00～17:00 12 32,400 円

①③金曜日 第1･3金曜
15:00～17:00 9 24,300 円

②④金曜日 第2･4金曜
15:00～17:00 8 21,600 円

四季の茶花 茶席の花・茶趣の花 岩田 宗玹
梶川 恵月

第1土曜
13:00～15:00 3 7,776 円 

教材費 4,860 円

野の花 山の花をいける 下田 幸花 第1･3火曜
10:30～12:00 8 19,785 円 

教材費 8,640 円

いけばな 池坊 真子 静草
石附 佐和子

第2･4木曜
10:30～12:30 6 16,200 円

マナコフラワーデザイン  真子 やすこ
真田 惠子

第2･4木曜
10:30～12:30 6

二級 18,208 円
普通科 16,200 円 
師範科 17,560 円

バラビーレスタイルアレンジメント/ 欧風の花 堀内 昌世
藤原 理世

第3土曜
14:30～16:30 4 9,892 円

季節のドライフラワーレッスン 七井 祐子 第4木曜
13:30～15:30 3 8,424 円 

教材費 6,480 円

 絵画・版画・カメラ
講座名 講師名 日時 回数 受講料

山田雅夫の１５分スケッチ 山田 雅夫 第1･3土曜
10:30～12:30 6 20,217 円

水彩・ペン彩スケッチに親しむ 監修 五十嵐 吉彦
今村 紀芳

第3月曜
10:15～12:45 4 14,688 円

水彩・ペン彩スケッチに親しむ 五十嵐 吉彦 第3月曜
13:00～15:30 4 14,688 円

水彩画描法
透明水彩・風景と静物を中心に 山内 亮 第2水曜

13:00～15:30 4 15,120 円 
教材費 432 円

野村重存の水彩で描く風景画講座 野村 重存 第2木曜
10:15～12:45 4 15,724 円 

淡彩画入門 水速 信孝 第1日曜
10:30～12:30 4 13,478 円

一から始める水彩画 鈴木 伸子 第2･4日曜
10:30～12:30 8 26,956 円 

教材費 2,592 円

風景画スケッチ 富沢 照義 第1･3木曜
10:20～12:20 6 18,208 円

やさしいパステル・透明水彩画
たかし たかこ

第1･3･5土曜
16:00～18:00 6 20,217 円“たかしたかこ”の絵画教室

ネコを描く・イヌを描く
第1･3･5土曜
16:00～18:00

土曜絵画教室 
油絵・水彩・パステル・デッサン 奥西 賀男 毎土曜

13:00～15:00 12 36,417 円 
教材費 4,000 円

はじめての水彩画 林 克彦 第2･4水曜
13:30～16:30 6 24,300 円

水彩画 滝波 重人 毎金曜
14:30～16:30 12 36,417 円 

教材費 4,000 円

基礎から学ぶ 水彩画 田村 正樹 第2･4土曜
10:15～12:15 8 24,278 円 

教材費 270 円

のんびり描く 絵画教室 滝波 重人 毎金曜
18:30～20:30 12 36,417 円 

教材費 4,000 円

洋画・デッサン 東原 均 毎金曜
10:30～12:30 12 40,435 円 

教材費 4,000 円

油絵 田中 義昭 毎木曜
13:30～15:30 12 40,435 円 

教材費 7,000 円

水彩色鉛筆で描く季節の花と実
酒井 かや子

第4水曜
13:00～14:30 4 11,707 円 

教材費 2,160 円水彩色鉛筆でじっくりと描く 
季節の花と実

第4水曜
15:00～16:30

木曜のアトリエ 植田 寛治 毎木曜
16:30～18:30 12 40,435 円

彫刻家が指導する 
人物・人体デッサン 土屋 穣 第1･3･5水曜

10:20～12:30 9 28,382 円 
教材費 12,636 円

自由な画材で描く洋画入門
斉藤 蕙子

第2･4水曜
10:30～12:30 8 26,956 円 

教材費 8,000 円

油絵・人物専科 第2･4日曜
13:30～15:30 7 23,587 円 

教材費 7,000 円
日本画制作のためのデッサン
鉛筆デッサンからペン、木炭、毛筆（白描）まで 能島 千明 第2･4月曜

15:30～17:30 7 21,243 円 
教材費 4,212 円

これからはじめる日本画 能島 浜江 第1･2･4金曜
15:00～17:00 9 30,326 円

日本画

A

下村 貢

毎月曜
10:15～12:15 10 31,536 円

B 第1･3月曜
13:00～15:00 6 18,921 円

C 第2･4月曜
13:00～15:00 8 25,228 円

水墨画
A 藤沢 古葉

相座 愚呑人

第2･4火曜
10:20～12:20 8 24,278 円 

教材費 1,188 円B 第2･4火曜
13:40～15:40

俳画 河野 貴游 第2･4火曜
13:00～15:00 7 21,243 円

積穂 俳画＆はがき俳画
中島 美柚穂

第1火曜
15:00～17:00 4

12,139 円

はがき俳画 第1月曜
13:00～14:30 11,232 円

みほとけ・仏画を描く  古関 聖慈 第2水曜
10:30～12:30 4 11,232 円

季節の絵手紙
A

花城 祐子
第2水曜
10:30～12:30 4 11,232 円

B 第2水曜
13:30～15:30

絵手紙 田中 かず子 第3金曜
15:00～17:00 4 11,232 円

ボタニカルアート 邊見 泰子 第1･3金曜
12:30～15:00 9 30,326 円 

教材費 4,860 円 

楽しく木版画 鷲野 佐知子 第1･3･5日曜
10:30～12:30 6 16,848 円

教材費 1,296 円 

デジタル一眼カメラ

「超初心者」のための
6 回講座（4 月開講）

長 康夫

第4水曜
10:15～12:15 4 会員 11,232 円 

一般 13,478 円

「基礎講座」 第4土曜
10:30～12:30 4 11,232 円

「作品づくり
撮影力アップⅠ」

第2火曜
12:30～14:30

「作品づくり
撮影力アップⅡ」

第1･3火曜
10:15～12:15 8 22,464 円

フォトテクニカル講座 技法コース 宅見 庄一 第2･4日曜
14:00～16:00 8 22,464 円

 書道・ペン字
講座名 講師名 日時 回数 受講料

かな書道 基本から創作まで 高木 厚人
中島 永岳

第2土曜
10:15～12:00 4 11,232 円

ペン字 センスアップ 萩原 桂深 第2･4月曜
13:00～15:00 8 21,600 円

毛筆ペンから始める「墨線の美」稲垣 佐千代 第2･4月曜
10:30～12:00 6 会員 16,200 円 

一般 19,440 円

書道 かな 堀 桂葉 毎金曜
13:00～14:30 11 29,700 円

かな書道

椿原 量子

第1･3金曜
15:30～17:30 9 26,341 円

百人一首を書いてみよう 第4火曜
15:00～17:00 4 11,707 円

源氏物語の和歌を書いてみよう 第4火曜
15:00～17:00

漢字

関口クラス
関口 春芳

毎月曜
10:15～12:15 12 32,400 円

専科 第1･3月曜
13:00～14:30 6 会員 16,200 円 

併習 12,182 円

竹内クラス 竹内 鳳仙 毎金曜
10:30～12:00 12 32,400 円

月に 1 度は書道にチャレンジ !
（漢字・かな・実用書） 中島 永岳

第2火曜
15:00～17:00 4 10,800 円

書道 漢字・かな・実用書 第1･3水曜
15:00～17:00 8 21,600 円

ふで文字を楽しむ
大筆・小筆・筆ペン

種家 杉晃

第1･3水曜
13:00～14:30 8 21,600 円

月に一度の書道のおけいこ 第4木曜
19:00～20:30 4 11,232 円 

教材費 50 円

はじめての書道 第1･3水曜
10:30～12:00 8 22,464 円 

教材費 500 円

石飛流「漢字かな交じり書」石飛 博光
種家 杉晃

第1･3水曜
15:00～16:30 8 22,464 円

the 書道 “ 大作を書く” 種家 杉晃 第4木曜
15:30～17:30 4 14,860 円

初心者のための書道 西方 純晴
西方 道代

第1･3土曜
15:30～17:00 6 16,200 円 

書を娯しむ 第1･3土曜
15:30～17:00 8 21,600 円

賞状書士養成講座 村岡 翠峡 第1･3木曜
12:45～14:45 9 24,300 円

賞状書士養成講座 中村 雅風 第1･3火曜
19:00～20:30 8 19,785 円

篆刻 稲村 龍谷 第1･3土曜
13:30～15:30 8 22,464 円

 手工芸 教材費が別途必要になる場合もあります
講座名 講師名 日時 回数 受講料

和裁 ぬい方の基本から 加藤 恭子 第1･3月曜
14:00～16:00 8 26,092 円 

教材費 540 円 

季節の折り紙 田中 佳代 第2･4金曜
12:00～13:30 8 19,785 円

くまのおかあさんのテディベア 村瀬 公子 第4木曜
10:15～12:45 3

会員 10,108 円 
一般 11,145 円 

教材費 8,402 円 

手まりを創る 鈴木 静枝 第1･3木曜
10:30～12:30 9 23,328 円

オノエ・メグミの刺しゅうサロン オノエ・メグミ
佐藤 信子

第1･3木曜
10:30～12:00 9 25,272 円

内藤乃武子のちりめんのお細工物 内藤 乃武子
井澤 生子

第3火曜
13:00～16:00 4 13,478 円 

韓国の針しごと 崔 良淑
浜井 玲子

第1･3土曜
13:00～15:00 6 16,848 円

 初心者教材費 10,600 円 

こぎん刺し 
午前

高木 裕子
ほか

第1･3土曜
10:15～12:15

6 16,200 円
午後 第1･3土曜

13:00～15:00

斉藤謠子のパッチワークキルト 斉藤 謠子
保井 まゆみ

第2･4火曜
10:15～12:15 9 25,272 円

ハワイアンキルト 金塚 智美 第1･3土曜
10:30～12:30 8 22,464 円

立体パターンでつくる 
ホームソーイング 日比 和子 第1･3水曜

10:30～12:30 7 22,831 円

ボビンレース 中 留美子
小山 敬子

第3金曜
10:15～13:45 3 初中級 16,200 円 

上級 19,569 円

七海光のトルコ
伝統レース オヤ
初級〜上級 

午後
七海 光
足立 久美子

第2木曜
13:00～15:00

4 13,478 円
午前 第2木曜

10:30～12:30

カスパリー編み 後藤 十史子 第3木曜
13:00～15:00 4 13,953 円

アラカルト DE ニット 河合 正子
渡辺 明美

第1･3月曜
13:00～15:00 6 16,848 円

モタイクニコのおしゃれニット モタイクニコ
土橋 雪子

第1･3木曜
13:00～15:00 9 本科 23,328 円

研究 25,272 円 

手織り裂き織り 平良 淑子
（箕輪 直子）

第1水曜
13:00～15:45 4 11,232 円

創作ビーズ織り 佐古 孝子
矢部 百子

第2･4月曜
10:15～12:15 6 16,848 円

ソープ＆フルーツ
カービング

A

牛尾 真子

第4火曜
10:30～12:30

4 11,232 円
B 第4金曜

13:00～15:00

C 第1金曜
10:30～12:30 5 14,040 円

  ＝この夏に新しく始まる講座です。  ＝随時体験（有料）が可能な講座です。 ほとんどの講座は随時20分程度の見学（無料）が可能です。お気軽にお問い合わせください。ＮＨＫ文化センター町田教室　夏の定期講座一覧

● 回数は６～９月（一部は７～９月）の実施回数です。※「最新の宇宙研究で迫る３つの謎」「古事記の神がみ」のみ、来年３月までの回数を記載しています。　　　　　    ●「一般」料金を併記している講座は、入会せずに受講できます。 ※表記の料金の他に、別途教材費が必要になる講座もあります。※講師のやむを得ない事情や祝日などの影響で、原則とは異なる週に講座を行うことがあります。3



●初めて受講する方はご希望の講座を予約の上、受講の申し込みと同時に入会をしてください。入会金は
5,400円です。７０歳以上の方、学生の方など、年齢により入会金の割引があります。なお、短期講座など一
部講座は入会せず受講できます。会員の有効期間は３年間です。以降も継続して受講する場合の更新料
は無料です。会員証は全国のＮＨＫ文化センターで利用できます。
●予約した講座の所定の期間分の受講料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い下さい。

●講座案内に、テキスト代や教材費等を明示していない場合でも、別途必要になることがあります。
●ほとんどの講座は見学でき、講座によっては体験受講ができます。時間や料金などは講座により異なります。

●お支払いいただいた入会金は、原則払い戻しいたしません。受講を解約される場合は、受講料から手数料
（216円）と、解約される時期によっては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。教材費は、すでに注文が終了している教材の費用については払い戻しできないことがあ
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、開講日を延期、または講座を中止とする
ことがあります。
●窓口での現金、クレジットカードでのお支払いのほか、コンビニ振込、郵便振込がご利用いただけます。コン
ビニ振込、郵便振込でお支払いの場合には別途手数料がかかります。

入会と受講のご案内（受講規約抜粋）

※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したり、提供したりすることはありません。

◆お申し込みの際は必ず受講規約本文をご確認ください。

レ
ベ
ル
２

Let's start English！ グレン・ディボナ 毎火曜
15:00～16:20 12 35,121 円

英会話 
 コミュニケーション力を身につける マーチン・ネビット

第2･4金曜
10:30～11:50 6 17,560 円

コミュニケーションからはじめよう！ 毎金曜
13:30～14:50 12 35,121 円

レ
ベ
ル
３

Let's enjoy English！ グレン・ディボナ 毎火曜
13:30～14:50 12 35,121 円

英会話 
表現力を身につける マーチン・ネビット 毎金曜

19:00～20:20 12 35,121 円

レ
ベ
ル
４

英会話レベルⅣ 月・午前 ブレイク・ピンター 毎月曜
10:20～11:40 12 35,121 円

英会話レベルⅣ 木・午前 ショーン・マーティンセン 毎木曜
10:30～11:50 13 38,048 円

英会話レベルⅣ 日・午前 マーティン・メルドラム 毎日曜
10:30～11:50 12 35,121 円

レ
ベ
ル
５

英会話レベルⅤ 月・午後 ブレイク・ピンター 毎月曜
12:20～13:40 12 35,121 円

News Talk マーチン・ネビット 毎金曜
15:00～16:20 12 35,121 円

はじめてのフランス語 
増田 ユリ子

毎火曜
11:50～13:10

10 29,268 円もういちど始めるフランス語
（初級レベル） 

毎火曜
10:15～11:35

フランス語 

初級

ステファン・
ラタスト

毎月曜
17:10～18:30

12 35,121 円
中級 毎月曜

15:30～16:50

中上級 毎金曜
15:30～16:50

上級 毎金曜
14:00～15:20

ゆっくり学ぶドイツ語 初級 
ブリギッテ・ミヤ

第1･3･5土曜
14:50～16:10 8 23,414 円

ドイツ語 初中級 毎土曜
16:20～17:40 12 35,121 円

イタリア語 ステップアップ！ 重藤 彩 指定水曜
13:30～14:50 6 17,560 円

イタリア語 初級 ヴァンデッリ・
フランチェスコ

毎火曜
19:00～20:20 10 29,268 円

はじめてのイタリア語 毎火曜
16:30～17:50 10 29,268 円

スペイン語 初級 マルタ タナカ 第2･4水曜
10:30～11:50 8 23,414 円

はじめての中国語 秦 敏 第1･3･4･5火曜
10:15～11:35 9 26,341 円

中国語 中級 虞 織文 毎月曜
17:00～18:20 12 35,121 円

はじめてのハングル 
玄 銀珠

（ヒョン・ウンジュ）

毎土曜
12:00～13:20 10 29,268 円

ハングル

中級Ⅰ 第2･4水曜
11:50～13:10 6 17,560 円

中級Ⅰ 李 柱憲 毎金曜
14:20～15:40 12 35,121 円

中級Ⅱ 玄 銀珠
（ヒョン・ウンジュ）

毎水曜
10:15～11:35 10 29,268 円

中級Ⅰ 

李 柱憲

毎日曜
10:30～11:50

12 35,121 円
中級Ⅱ
基礎会話Ⅰ 

毎金曜
16:00～17:20

中級Ⅱ 
基礎会話Ⅱ

毎金曜
19:25～20:45

中級Ⅱ 
玄 銀珠

（ヒョン・ウンジュ）

毎土曜
10:15～11:35 10 29,268 円

上級 第1･3水曜
11:50～13:10 6 17,560 円

 屋外講座        ※交通費・食事代は受講料に含まれていません
講座名 講師名 日時 回数 受講料

建築まち歩き 下村 純一 第2火曜 
13:00～14:30 2 会員 6,048 円

一般 7,257 円
ネイチャーガイドと行く　
花や鳥に出会うハイキング 荘司 たか志 第3水曜 

10:00～14:30 3 9,720 円 
教材費 324 円

かわいい電車と
珍しい路線の 1 日プチ旅 秋山 隆 第2月曜 

12:30～16:00 4 会員 12,096 円 
一般 14,515 円

ＴＯＫＹＯ町々・歴史小散歩
散歩力のつく江戸・東京ガイダンス 金沢 正脩

第3火曜 
10:30～14:30 4

12,096 円

東京・近郊 小散歩日和
歴史と文化を味わいに出かけましょう

第2金曜 
13:00～15:30

10,800 円 
教材費 864 円

江戸から東京へ ～古地図散歩 平野 勝 第3土曜 
10:00～15:00 4 12,960 円

鎌倉の魅力
大貫 昭彦 
鈴木 保美
古田土 俊一

第4木曜 
13:00～15:30 4 11,664 円

森林インストラクターと歩く　
森のふしぎ発見の旅 渡辺 一夫

第3金曜 
10:30～14:30 4 11,664 円 

教材費 216 円
森林浴ウォーキング 第1金曜 

10:30～14:30

樹木医と行く 花の自然探訪 石井 誠治 指定木曜 
10:30～14:30 2 7,128 円

都市と里山 自然たんけん 内野 秀重 第2水曜 
10:00～14:30 4 12,960 円

花・鳥・自然を楽しむ
身近な里山ウォーキング 小林 健人 第3水曜

10:00～14:30 4 12,960 円

日本庭園の美を訪ねて 重森 千靑 第1火曜 
13:30～15:00 3 8,100 円 

 こども講座 入会金無料
講座名 講師名 日時 回数 受講料

こどものアトリエ　
園児・小学生 細谷 永子 第2･4水曜 

15:30～18:00 6 13,478 円
教材費別途

        提携講座 教室は各会場です　詳しくはお問い合わせください
講座名 講師名 日時 回数 受講料

茶道 裏千家     金曜 監修 志村 宗美 
石井 宗眞

第1･2･4金曜 
10:30～17:00 9 24,300 円 

水屋料 3,888 円

ミニチュア・ドールハウス
オープンカフェ 宇田 泰子 第2水曜

13:30～16:00 4 12,614 円 
教材費 9,810 円

グラスリッツェン
スイスメグロー派

武田 佳子
藤田 弘子・日髙 圭子

第1･3水曜
10:30～12:30 8 22,464 円

花のクレイクラフト 瀬野 緑
鈴木 美千代

第3月曜
10:15～12:45 4 11,232 円

花まゆ まゆで作る極上の花 酒井 登巳子
原田 恵子

第2金曜
10:15～12:15 4 11,232 円

タティングレース入門 盛本 知子 第2火曜
13:30～15:30 4 12,139 円

南フランス・プロヴァンス
のキルト “ ブティ” 谷 眞佐子 第4月曜

13:00～15:00 4 12,614 円

初めての日本刺しゅう 沖 文 第1火曜
13:00～15:00 3 10,108 円 

教材費 6,480 円 

木目込 真多呂人形 谷内 真知恵 第2･4木曜
13:20～15:20 8 20,736 円

木工の野草染め 成瀬 敬子
川渕 まつ子

第1･3火曜
12:45～14:45 8 22,464 円

鎌倉彫 石丸 登茂方 第2･4金曜
10:30～13:00 8 22,464 円

木彫
基礎科

中村 美津
西山 美智子

第1･3金曜
10:30～13:00 9

25,272 円

研究科 第1･3金曜
13:30～16:00 27,313 円

仏像彫刻入門
10：30

吉川 瑞慶
第2･4日曜
10:30～13:30 6 23,587 円

14：00 第2･4日曜
14:00～17:00

表装
掛け軸・屏風
などを仕立てる

A 清水 達也
宮島 靖子
大内 代志子

第2･4土曜
13:00～15:00 8 22,464 円

B 第2･4土曜
15:30～17:30

金繕い 原 一菜
成田 美穂

第2木曜
10:30～12:30 4 初級 13,478 円 

中級 14,385 円

 健康・ダンス
講座名 講師名 日時 回数 受講料

ゴルフスキルアップのための
体幹トレーニング 後藤 康典 第2･4木曜

13:00～14:15 8 20,736 円

ゴルファーのための
ボディトレーニング 白野 結花 第2日曜

13:30～15:00 4 11,232 円

ピラティス 
呼吸・姿勢・筋力のバランス 藤田 さくら 第1･3土曜

10:30～11:45 8 21,600 円

ビューティーストレッチ 
呼吸・姿勢・筋力 友麻 夏希 第2日曜

10:30～12:00 4 11,707 円

相川ヨガ  
心も体もリフレッシュ

相川 圭子
法月 直美
稲葉 健

毎水曜
13:15～14:30 12 32,400 円

楊名時の
太極拳 

日曜クラス 諏訪部 貴和子
鈴木 知恵

第1･3日曜
10:15～11:45 6 14,839 円

日曜 月 1 回
特別コース 諏訪部 貴和子 第1日曜

10:15～11:45 3 9,104 円

月曜クラス 田辺 照子
古山 慶子

毎月曜
10:30～12:00 12 29,678 円

痛み解消体操 エゴスキュー 白石 和子 第1･3火曜
13:00～14:15 8 20,736 円

健身養生太極拳 潮田 強 第2･4水曜
10:30～12:00 8 19,785 円

「ゆる体操」心と体のリラックス 川合 圭子 第1･3木曜
10:30～11:50 6 16,200 円

健康ストレッチヨーガ
永沼 秀章
広田 直子
大泉 典子

毎木曜
13:00～14:30 11 27,205 円

きくち体操 
心とからだのエクササイズ 駒橋 恵子 毎水曜

10:30～12:00 11 29,700 円

座ったまま全身運動！指さき体操 堤 喜久雄 第1･3金曜
10:30～12:00 9 22,258 円

痛み解消体操 エゴスキュー 白石 和子 第2･4木曜
10:30～11:45 8 20,736 円

マイレ本間の
ハワイアンフラ 

A 監修 マイレ 本間 
プアレア オ マイレ 榎本

第1･3金曜
14:20～15:30 9 22,258 円

B 第2･4金曜
14:20～15:30 8 19,785 円

たのしいフラダンス       監修 井上 ケイ 
井上 ケイ リマナニ・
フラスタジオ講師

第2･4木曜
16:40～18:00 8 19,785 円

井上ケイのフラダンス 第2･4土曜
10:40～12:00 8 19,785 円

楽しみながら学ぶ
フラメンコ 

入門〜初級 監修 鈴木 眞澄
（月曜）杉谷 佐織
（土曜）坂口 真子

毎月曜
19:00～20:30 10 32,616 円

入門〜中級 毎土曜
19:00～20:30

アメリカンウエスタンダンス 
 （カントリーダンス）

KYOKO・
ARAKAWA

第2･4木曜
14:45～16:15 8 22,464 円

ベリーダンス ＭＡＨＡ
ＴＡＥＫＡ

第2･4水曜
19:00～20:30 6 16,848 円

気分はタカラジェンヌ
越乃リュウのダンスレッスン 越乃 リュウ 第1･3木曜

10:20～11:35 6 16,848 円

楽しいシークエンスダンス

岩松 初江

第1･3水曜
15:00～16:30

6

16,848 円

シークエンス・ダンス 専科 第2･4水曜
16:00～17:30 15,552 円

ラテンダンス専科 第1･3水曜
16:45～18:15 16,848 円

社交ダンス

入門

岩松 潔

毎土曜
14:00～15:30

12

29,678 円

本科 毎土曜
15:40～17:10 32,400 円

研究科 毎土曜
17:20～18:50 33,696 円

 音楽・日本舞踊
講座名 講師名 日時 回数 受講料

よくわかる楽譜の読み方 河野 由貴 第1･3･5火曜
10:30～11:30 7 18,900 円

ようこそ歌謡曲

（団体）

吉川 金一

第1･3月曜
13:00～14:30

6

15,552 円

（併習：団体＋
個人レッスン）

第1･3月曜
13:00～18:00 31,687 円

（個人） 第1･3月曜
14:30～18:00 30,326 円

歌は友達 渡邉 恵津子 第1･3火曜
15:30～17:00 8 20,736 円

女性のための楽しいコーラス 古橋 富士雄 第1･3木曜
14:00～15:30 9 25,272 円

楽しく歌うための
ボイストレーニング講座 吉川 真澄 第1･3木曜

12:15～13:30 9 会員 25,272 円 
併習 23,328 円

こころの歌 抒情歌を中心に 大泉 みゆき 第1･3日曜
10:30～12:00 8 22,464 円

フォークソングをもう一度 井上 ともやす 第2･4火曜
15:15～17:15 6 16,848 円

歌曲・アリアを歌おう 羽山 弘子
羽山 晃生

第2･4金曜
10:15～11:45 7

19,656 円

歌曲・オペラアリアを歌う 
少人数クラス

第2･4金曜
12:00～13:30 27,518 円

クラシックをうたう
日本歌曲、外国歌曲を中心に 多田 康芳 第2･4月曜

15:00～16:30 6 16,848 円

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 指定土曜

15:30～17:00 6 18,208 円

英語で歌う
ヴォーカル＆コーラステクニック AYAKO 第1･3日曜

13:00～14:30 8 22,464 円

シャンソン教室 渡 隼也
湯上 エリナ

第2･4月曜
15:00～16:30 8 20,736 円

フランス語でシャンソンを歌おう！ スブリーム 第3水曜
13:00～15:00 4 会員 12,614 円 

一般 15,126 円

ジャズボーカル 高村 緑 第2･4月曜
13:00～14:30 6 16,848 円

３倍楽しく歌えるカンツォーネ ピーノ 松谷 第2･4月曜
13:00～14:30 8 25,228 円

ウクレレ＆ハワイソング
準備クラス

加藤 早苗

第1･3火曜
11:30～12:30 2 会員 4,946 円 

一般 5,940 円

ハワイソング 第1･3火曜
13:30～15:00 8 22,464 円

ウクレレ初・中級 第1･3火曜
15:15～16:45

リコーダーを吹こう
初心者クラス

細岡 ゆき
第2･4火曜
13:30～15:00 8 22,464 円

経験者クラス 第2･4火曜
10:30～12:00 7 19,656 円

複音ハーモニカ 柳川 優子 第2･4水曜
13:00～15:00 8 20,736 円

ハーモニカを吹こう 団体 新井 隆司 第2･4金曜
10:15～12:15 8 22,464 円

ハーモニカ個人レッスン 田邊 峯光
第1金曜
10:15～12:30 5 12,960 円

第3金曜
10:15～12:30 4 10,368 円

はじめてのオカリナ
竹内 博子

第4火曜
13:00～14:30 4 11,232 円

オカリナ 初級 第2･4火曜
15:30～17:00 6 16,848 円

ケーナとサンポーニャを吹こう リッキー・
ロドリゲス

第2･4水曜 
13:30～15:00 8 22,464 円

エンジェルハープ 竹之上 幸子
本多 好美

第1･3金曜
10:30～12:00 6 20,217 円

楽しいフルートレッスン
（個人レッスン） 那須 未里香 第2･4木曜

16:30～20:30 6 26,956 円

マンドリン教室 黒川 好美 第1･3月曜
10:20～11:50 6 16,848 円

楊興新の
二胡教室

入門 監修 楊 興新
赤塚 信子

第1･3木曜
17:40～18:40

6 21,578 円
初級

監修 楊 興新
中嶋 美東

第1･3木曜
15:20～16:20

中級Ⅰ 第1･3木曜
16:30～17:30

中級Ⅱ 第1･3木曜
19:00～20:20

詩吟
A

光田 神伊
第1･3月曜
12:30～14:15 6 16,200 円

B 第1･3月曜
14:30～16:15

お箏
少人数グループレッスン

入門クラス 清水 裕子 第1･3月曜
15:00～15:55

6
20,217 円初級クラス

服部 惠美子

第2･4月曜
15:00～15:55

中級クラス 第2･4月曜
13:00～13:55

上級クラス 第2･4月曜
14:00～14:55 23,587 円

大正琴

指導者コース
加藤 昭代
五十嵐 勝美
照井 力雄

第1･3火曜
10:15～11:45

6

33,696 円

入門～上級 第1･3火曜
11:50～13:20 20,217 円

専攻科 第1･3火曜
13:30～15:00

長唄 片稽古・両稽古
杵屋 勘五郎
杵屋 直光

第1･2･3火曜
13:00～17:00 9 片稽古 26,341 円 

両稽古 46,558 円
和楽器に触れてみよう
長唄三味線入門 

第1･2･3火曜
13:00～13:30 3 会員 8,780 円 

一般 10,530 円

長唄 無料見学 6/20 火曜 14:30～ 無料

津軽三味線
入門 

澤田 勝信
第1･3火曜
17:30～18:50 8 23,414 円 

楽器貸出 4,000 円初級 第1･3火曜
19:00～20:30

はじめての篠笛
福原 友裕

第2･4月曜
15:30～17:00 6 17,560 円

篠笛初級 第2･4月曜
18:30～20:00

はじめての笙 雅楽を楽しもう 中村 華子 第2･4月曜
19:00～20:30 6 17,560 円 

楽器貸出 6,480 円

はじめての尺八
個人レッスン 45 分

A

善養寺 惠介

第2水曜
11:45～20:30 3 16,848 円

B 第1木曜
15:30～20:30

尺八 個人レッスン 20 分 第1･2･4月曜
16:30～20:30 9 31,395 円

宝生流 謡曲 < 個人レッスン >２０分 影山 三池子
今井 基

第2･4月曜
10:15～12:45 9 26,956 円

上方舞（地唄舞）個人レッスン 吉村 文 第2･4日曜
15:30～17:00 8 67,392 円

 外国語 
講座名 講師名 日時 回数 受講料

54321レベルの目安

教育課程 中学1年 中学2年 中学3年 高校 大学教養

レ
ベ
ル
１

はじめよう！日常英会話 マーチン・ネビット 毎水曜 
15:10～16:30 12 35,121 円

ゆっくり安心英会話 鈴木 由利子 第1･3火曜
13:00～14:20 7 20,487 円

Let's ｔｒｙ English！ グレン・ディボナ 第2･3･4木曜
13:00～14:20 10 29,268 円

レ
ベ
ル
２

自信をつける！日常英会話  マーチン・ネビット 毎木曜 
10:15～11:35 13 38,048 円

シニアのためのゆうゆう英会話 後藤 英子 毎火曜
15:30～16:50 12 35,121 円

旅とグルメの英会話 市川 芳子 毎木曜
10:30～11:50 13 38,048 円

  ＝この夏に新しく始まる講座です。  ＝随時体験（有料）が可能な講座です。 ほとんどの講座は随時20分程度の見学（無料）が可能です。お気軽にお問い合わせください。

● 回数は６～９月（一部は７～９月）の実施回数です。※「最新の宇宙研究で迫る３つの謎」「古事記の神がみ」のみ、来年３月までの回数を記載しています。　　　　　    ●「一般」料金を併記している講座は、入会せずに受講できます。 ※表記の料金の他に、別途教材費が必要になる講座もあります。※講師のやむを得ない事情や祝日などの影響で、原則とは異なる週に講座を行うことがあります。 4


