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江戸時代、全国の城下町は政治・文
化の中心地として栄えました。大名
や武士、庶民に愛された多くの銘菓
が生まれ、今に続いています。それぞ
れの城下町の歴史に触れつつ、地域
の人々が愛し育てた和菓子を紹介し
ます。毎回、季節の和菓子を召し上がっていただきます。

AISO認定イタリアオリーヴ・オイルソムリエ　勝俣 妙子
新緑の季節のオリーブ葉を
たっぷり使ったフレッシュな
無農薬オリーブ茶とオリー
ブオイルにソルトやクレイ
を贅沢に使った石鹸を作り
ます。うれしいオリーブづくしのティータイム付き！
■ ４/８（金）１３：３０〜１５：00
    会員 2,700円 一般 3,024円 教材費 1,080円

透明水彩で描く水辺の風景
水彩画家　あべとしゆき
透明水彩の紙と絵の具の
特性を活かして、ぼかしや
マスキング、濃い色から先
に描くグリザイユ技法を
使って透明感のある水辺
の風景を描きます。

■ 6/27（月） 13:30〜16:30 会員 3,888円 一般 4,212円 

はるかなる日本神話
『日本書紀』の読み解きに挑む

明治大学兼任講師・史学博士　水谷 類
日本の古代神話と言えば『古事記』を想像しがち
ですが、本当に面白いのは『日本書紀』。何故か？

『日本書紀』には『古事記』も一部含まれており、
その他に、当時すでに消え去ってしまった幻の神
話が多く収録されているからです。はるかなる日
本神話の世界に一歩踏み出してみませんか。

■ 第1･3･5水曜 13:00〜14:30 
　 4/6から6回 （4〜6月） 16,200円 教材費 324円 

やさしい仏教入門 『平家物語』を読む
園精舎に鐘は無かった立正大学名誉教授　文学博士　伊藤 瑞叡 ほか

青山学院大学文学部教授　佐伯 真一仏教の歴史や諸宗の教えをわ
かりやすく説いていきます。西
洋の諸思想との比較や、現代
の様々な事例を仏教の観点で
見るとどうなるか、など世間
話も交えながら一緒に考えま
しょう。

『平家物語』を読む」の特
別編です。日本の古典の
中でも最も有名でありな
がら、正確な意味を知る人
が少ない「 園精舎の鐘の
声」。その内容と魅力が、
一回だけでわかります。

■ 第3水曜 10:00〜11:30 
　 4/20から6回 （4〜9月） 16,200円 

■ 4/15（金） 10:30〜12:00 
　 会員 2,700円 一般 3,024円 

万葉集への招待 大伴旅人の歌
『平家物語』を読む
「平家物語」の老若男女

ー老の巻ー

武蔵野大学講師　渡部 修
大伴家持の父で、万葉第三期に独自
の文芸サロンを形成した筑紫歌壇
の中心人物、大伴旅人。大宰府長官
として赴任した筑紫で最新の大陸
文化に触れ、新しい思想や文学を伝
統的な歌のなかに取り込みました。
歌を通して、旅人の人生とその人となりに迫ります。

『平家物語』のさまざまな登場人物を
「老・若・男・女」に分けて読んでいき
ます。今回は「老」の巻。老境にあって
華々しく活躍する人々の物語を読み、
わかりやすく解説します。

■ 第2･5木曜 13:00〜14:30
    4/14から6回 （4〜9月） 16,200円

■ 第3金曜 10:30〜12:00
　 5/20から3回 （5〜6月） 8,100円 

“世界遺産”が語ること フランス中世建築の美
ゴシック大聖堂をめぐる元NHKエンタープライズ、世界遺産事務局長　須磨 章
東京藝術大学美術学部教育研究助手　岩谷 秋美人々の暮らしや祈り、

そして歴史と文化が
反映し、多様な「美」を
伝える世界遺産。ＮＨ
Ｋが取材した700を超
える世界遺産から選りすぐり、映像をまじえ
３つのテーマでお話を繰り広げます。

パリのノートルダムやモン=サ
ン=ミシェルなど、フランスの
世界遺産を中心に、大聖堂の
神秘に迫ります。様式や鑑賞方
法もわかりやすく解説します。

■ 4/5、5/31、6/7（火） 13:30〜15:00 
    8,100円 

■ 第2水曜 13:00〜14:30
　 4/13から3回 （4〜6月）
　 8,424円 

江戸文化を愉しむ 枕絵の世界から 万葉集の花と植物 ー春から夏ー
作家　林 えり子 （一財）進化生物学研究所理事長・所長　湯浅 浩史
江戸・太平の世には様々な文化
が花開き、その魅力は色あせる
ことがありません。今回は永青
文庫の「春画展」でも話題となった

「枕絵（春画）」の世界から見える
江戸人の文化、風俗、そして絵画
としての面白さなどお話します。

生け花や盆栽など世界
に誇る花文化を持つ日
本。その先がけとなる花
の習俗は万葉時代に芽
生えていました。フジ、ウ
ツギなど季節の花を取
り上げ、日本人と花の関わりの原点を読み解きます。

■ 5/21、6/4（土） 13:30〜15:30
　 会員 5,400円 一般 6,048円 

■ 第2・4土曜 10:30〜12:00
    4/23から3回 （4〜7月）  8,100円 

カンタン！
お鍋1つで『男』の料理

やさしいマクロビオティック（食養生）
今、見直したい伝統食

代替療法アドバイザー　関川 まさ子
柔らかい「イカめし」と薬用効
果の高いヨモギのお饅頭。
素材にこだわり自慢の一皿
にしましょう！いずれもお土
産にできます。試食を交え健
康ワンポイントもご紹介。初心者歓迎！（男性限定）

出汁や発酵食品は、美味しさ
と健康効果で海外でも関心
が高いスーパーフード。日本
の伝統食を基本としたマクロ
ビオティックを中心に、季節
に合わせた心とからだの養生法とレシピを紹介します。

■ 5/21（土） 14:00〜16:30 
　 会員 3,024円 一般 3,348円 教材費 972円 

■ 5/24（火） 13:00〜15:30 
　 会員 2,700円 一般 3,024円 教材費 1,404円 

はじめての中国語 中国語・
リスニング＆スピーキング林 波

発音や四声も復習しなが
ら、基本文法とやさしい日常
会話表現を学びます。日本
人を指導して２５年のベテラ
ン講師が丁寧に教えます。

基礎の文法や発音の学習経験があり、
聴く力、話す力をつけたい、中国の方と
の会話をもっと楽しみたい、仕事で使い
たい、という方に向け、耳や口を中国語
に慣らしていきます。

■ 第2･4水曜 13:00〜14:20 
    4/13から6回 （4〜6月） 19,440円 

■ 第2･4水曜 14:30〜15:40
    4/13から6回 （4〜6月） 19,440円

ソムリエのおすすめワイン
〜ワインで巡るイタリア〜

桜の季節だけではもったいない！
イタリアのロゼワイン

手縫いで作る春の帽子
（クロッシェ）

帽子デザイナー　岩元 啓子
イタリアの20州を一つずつとりあ
げ、風土や郷土料理を紹介しながら
ワイン数種を試飲します。基礎知識
を学び様々な銘柄の試飲をするこ
とで、好みの味を見つけて気軽にワ
インを楽しめるようになります。

ロゼワインの魅力を紹介し、お
つまみと一緒に複数のワイン
を試飲します。一緒に楽しむ
料理もあわせられるようにな
ります。ロゼワインで日常生活
に豊かな彩りを添えましょう。

やさしい仕上がりのフリーサイズ帽子
（クロッシェ）です。ご自身に似合うか
ぶり方もお伝えします。初めての方も
お気軽に楽しめます。綿100％、色は
黒・青・胡桃色からお選びください。

■ 第2土曜 13:30〜15:30 4/9から3回（4〜6月） 
　 会員 7,128円 一般 8,100円  教材費 7,714円 

■ 4/16（土） 13:30〜15:30 
　 会員 2,376円 一般 2,700円  教材費 1,944円 

■ 4/12（火） 13:00〜16:00
　 会員 3,564円 一般 3,888円
    教材費 3,240円 

AISイタリアソムリエ協会 認定ソムリエ　川合 里奈

英語で伝える“きもの”

高木信哉の東京JAZZ
ハービー・ハンコックとウェイン・ショーター特集

はじめてゆっくり英会話
石田節子流着付け教室講師・英会話講師　小谷野 スミレ

ジャズ評論家 音楽ライター　高木 信哉

デビッド・アップルビー
着物の文化、着物に関する知識を
英語で紹介するための表現と、後半
２回では浴衣の着せ付けの実演を
交えた実践的な表現を楽しく学び
ます。（簡単な英会話ができる方対
象です）

若くしてマイルス・デイビスに認
められ、彼の「黄金のクインテッ
ト」の一員として活躍し、全世界の
ジャズ・ファンに認められた二人
の偉大な音楽家。代表的な名曲名演を紹介し、時代を
重ね、進化をとげた彼らの音楽の秘密を探ります。

知っている単語、やさ
しい文法でゆっくり
英会話に慣れていき
ましょう。

■ 第1･3土曜 13:50〜15:10 
　 4/16から5回 （4〜6月）
　 会員 13,500円 一般 15,120円

■ 5/28（土） 13:30〜15:30
　 会員 3,024円 一般 3,348円 

■ 第1･3･5水曜
    A13:00〜14:30  B14:45〜16:15
    4/6から6回 （4〜6月） 各15,552円 

オリーブ・ワーク
フレッシュオリーブ茶＆ナチュラルオリーブオイルソープ

手縫いでつくる革の小物 革工房Ryota主宰　大森 博史

ペンケース
円い縫目がオシャレな
牛革のペンケース。手
芸の道具を入れても
便利。糸を選んで個性
を出しましょう。

二色のイタリアンレザーの
文庫カバー
イタリアンレザーの
二色使いは贅沢で個
性的。自分だけの逸
品に！

縫い穴を開け、二本針を使った本格的な手縫い仕上げ。手軽に革クラフトが楽しめます。

■ 4/16（土） 13:30〜15:30 ■ 5/21（土）13:30〜15:30
　 各日 会員 2,700円 一般 3,024円 　教材費 ペンケース 1,080円  文庫カバー 2,376円

50歳からの
ピラティス＆セルフマッサージ
ピラティスインストラクター　柳谷 千代
体幹を支える深層筋を鍛えるエクサ
サイズ、リンパの流れをうながすマッ
サージで、年齢に合った美しいからだ
作りをしていきます。（女性限定）

3/25（金） 15:00〜16:15 
会員・一般 2,160円

苺の袋もの  5/26（木） 13:00〜16:30
会員 3,564円 一般 3,888円 教材費 2,700円(2コ分）

■ 第2･4･5金曜 15:00〜16:15
    4/8から6回 （4〜6月） 14,904円 

季節を愉しむ ちいさな苔玉
つくり方と育て方

オペラを楽しむ
＜ワルキューレ＞の魅力

土曜手芸クラブ
麻ひもで編むバッグ

天平の宝石箱
映像で見る正倉院宝物

声に出して読む 朗読入門

みどり屋 和草　大島 恵 音楽評論家　加藤 浩子

谷 眞佐子

元NHK報道局プロデューサー　奈良観光大使　奥田 一重

元NHKアナウンサー・ディレクター　伊藤 一

四季折々の風情を感じさせ
てくれる野山の草木を苔と
共に小さな器に植え込み、
楽しみます。長く楽しんで頂
けるよう、お手入れ方法も丁
寧にご指導します。

オペラの革命児、リヒャルト・ワーグナー。代
表作であり、オペラ史上の記念碑ともいえる
超大作《ニーベルングの指環》４部作の中で
もっとも人気が高い《ワルキューレ》を取り
上げ、オペラ作曲家ワーグナーの功績、彼の
音楽の魅力を、映像を交えてお話します。

かぎ針で編んでいきます。増や
し目の方法、縁の処理などポイ
ントを学びましょう。革製の持
ち手がアクセント（赤・茶から選
んでください）　（完成サイズ 
底面直径約１６cm 高さ約１７cm）

奈良時代の天皇、皇后の宝物、大
仏開眼会に使われた品々、シル
クロード伝来の異国の調度品や
武器・・・。1300年近く保存され、
その数は約9千点ともいわれています。倉別に代表
的なものを取り上げ、取材体験を交え紹介します。

随筆、新聞記事、短編小説な
どを使い、書き手の意図を聞
き手にわかりやすく、正しく
伝える読み方の基本を学びま
す。発音、発声、アクセントな
どを含め、聞き手に「親切な」
読みを目指しましょう。

■ 4/9（土） 10:00〜12:00 
　 会員 3,024円 一般 3,564円 教材費 1,890円

■ 5/13（金） 13:30〜15:30 
　 会員 3,024円 一般 3,348円 

■ 6/4（土） 13:00〜15:30 
　 会員 2,700円 一般 3,024円 教材費 2,484円 

■ 第4金曜 10:00〜11:30 
　 4/22から3回（4〜6月） 8,100円 教材費 162円 

■ 第1･3･5木曜 A 12:45〜14:45 B 15:00〜17:00
    ABとも4/7から12回 （4〜9月） 32,400円 

生花のレイメイキング 東京国立博物館「黄金のアフガニスタン」関連講座
危機つのるアフガニスタンの秘宝

和菓子でめぐる城下町
UMAHANA　大谷 幸生

元ＮＨＫ「シルクロード」取材班団長　中村 清次
元虎屋文庫研究主幹・東京学芸大学講師　青木 直己

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。TI
リーフを三つ編みしな
がらお花を編みこむHAKUスタイルです。

貴重な文化遺跡の破壊が続く中、カ
ブール国立博物館の所蔵品はスタッ
フの手により守りぬかれました。日本
初公開を含む「黄金の秘宝」の鑑賞の
ポイント、歴史的背景等文化財の保
護、復興の現状を交えお話します。

■ 6/28（火） 13:00〜15:00 
　 会員 3,240円 一般 3,888円 教材費 4,320円 

■ 5/13（金） 13:30〜15:30 
　 会員 2,700円 一般 3,024円 

■ 第4金曜 13:30〜15:00 4/22から6回 （4〜9月） 
    16,200円 教材費 3,564円 

体験

体験

内藤乃武子のちりめんのお細工もの
内藤乃武子ちりめん教室　室井 真由美
ちりめんのもつあたたかさ
を四季折々の花鳥風月に
織り込み、手のひらサイズ
の小袋に仕立てます。
■ 第4木曜 13:00〜16:30 
　 4/28から6回 （4〜9月） 
    21,384円 参考作品

（各クラスとも定員6名） 

最終回前日
朝ドラ「あさが来た」
主演の波瑠さん登場！

■ 4/1(金) 14:00〜15:30 
■ 会員 3,240円
　 一般 3,888円
　 〔会場〕ドイツ文化会館
　 （最寄駅：青山一丁目）

激動の時代をたくましく生きる主人公あさを熱演す
る波瑠さんをお迎えし、役作りの
ご苦労や舞台裏などを伺います。

波瑠 佐野 元彦俳優 エグゼクティブ・プロデューサー



記載の受講料は3か月分（4～6月）です。 は6か月分（4～9月）の受講料です。ほとんどの講座がいつからでも受講いただけます。6
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ブルースハープを
はじめよう！

カラオケ
マスターコース　

ボイストレーニング

短歌をはじめよう

タップダンス 基本のヨーガ

マスターソムリエの
ワインサロン

楊名時の気功太極拳

パソコン講座

ゆる体操

漢方とくらしの薬草

ブルースハープ奏者　大竹 英二

オフィスVMC　佐々木 裕正
オフィスVMC　坂下 史織

塔短歌会 選者　小林 幸子

ダンサー　菅 望
フルヤアカデミーインストラクター　
後藤 一枝

（社）日本ソムリエ協会 元専務理事 マスターソムリエ
岩瀬 信一

楊名時健康太極拳師範　
阿部 倭文子

コスモ・コミュニケーション・リサーチ代表
和田 一彦

ゆる体操正指導員 初級 ４th Grade
岡田 良平

千葉大学名誉教授　池上 文雄

ハーモニカの中
でひと際小さく、
吹き口が10個で
手の中に納まっ
てしまう楽器で
すが、奏でる音
楽は幅広く、奥深
い魅力にあふれ

ています。楽器の持ち方から丁寧
に指導します。

発 声 練 習 で
基 礎 を 身 に
つけ、主に演
歌のヒット曲
や 話 題 曲 を
課題曲に、一
人で歌えるように指導します。

声 量 豊 か
に、はっき
りし た 音
程 で 歌 う
ためには、
まずリラッ
ク ス し て
心 を 開 放
することか
ら始めます。少しずつ、自然
な声が出る喜びを実感しま
しょう。

短 歌 の 詩 型と
しらべ に の せ
て表現する愉し
さを学びましょ
う 。短 歌 を 作
り、語り合い、
短歌の詩型に
なじんでいきます。

日 頃 意 識し
て動かしてい
ない足を使っ
て、リズムを
体 全 体 で 感
じ楽しむこと
ができます。
新しい事への
チャレンジを
してみませんか?

呼吸を意識
しながら、
ヨガの動き
を通して筋
力・持久力
を向上させ
ましょう。
初 め て の
方、体力に自信のない方にも
わかりやすく指導します。

マスターソムリエの
講師が、世界のワ
インをご紹介しま
す。4種前後の試飲
で味わいを比べな
がら、知ればもっとワインが楽しくな
る基礎知識をお教えします。味を記憶
し、知識を深めるコツもお話します。

ストレスを除き健康に生きるため
の元、それが気功太極拳です。呼
吸法にのっとり、ゆっくりと静かに
舞います。

超初心者さんから自己
流経験者の方まで、少
人数で丁寧に指導しま
す。基本操作編、写真
活用編、インターネット
活用編の３コースから
選べます（パソコンのレ
ンタル有300円/回）

体をゆるめほぐしていく体操法
で、立って行なう、座って行なう、
寝て行なう等部位別に100を超
える種類があり、疲れたときにす
ぐできる簡単な体操です。

私たちのくらしはたくさんの植物の恩恵を受
けています。食材や薬の源も多くは薬草で
す。医食同源の考え方で、薬草の知識と漢方
の知恵を日々のくらしに生かしましょう。

■ 第2･4･5土曜 10:30〜12:00 
    4/9から6回 （4〜6月） 
    18,144円 

■ 月曜クラス 第1･3･5月曜 
    Ａ10:00〜11:30 
    Ｂ11:40〜13:10 
    4/4から6回 （4〜6月）
■ 土曜クラス 第1･3･5土曜 
    C 10:00〜11:30
    D 11:40〜13:10
    4/2から6回 （4〜6月） 
    各14,256円 

■ 第1･3･5金曜
    10:30〜12:00
    4/15から5回
    （4〜6月） 13,500円 

■ 第1木曜 13:30〜15:30 
    4/7から6回 （4〜9月） 
　 14,904円 

■ A 第1･3･5水曜 
    13:00〜14:30
    4/6から6回 （4〜6月） 
    B 第2･4･5土曜 
    15:30〜17:00 
    4/9から6回 （4〜6月） 
    ＡＢとも14,256円 

■ 第1･3･5木曜
    19:30〜20:40 
    4/7から6回 （4〜6月） 
    14,256円 

■ 第2水曜 19:00〜20:30
　 4/13から3回（４〜6月）     
　 会員 7,776円 一般 8,748円 
    教材費 9,720円 

　 3/17（木）、 3/24（木） 
　 12:30〜14:00 
　 各日 会員・一般 1,080円 

■ 第1･3･5月曜 13:30〜15:00 
　 4/4から5回 （4〜6月） 16,200円 
　 教材費 基本操作編　3,672円 
　 　　　 写真活用編　5,000円
　 　　　 インターネット活用編 4,320円

■ 第2・4・5金曜
    10:00〜11:15 
　 4/8から6回（4〜6月） 
    12,960円

■ 毎木曜 12:30〜14:00 
　 4/7から12回（4〜6月） 
    24,624円

4/8（金）10:00〜11:15
会員・一般 2,160円

■ 第2木曜 10:00〜12:00 
    4/14から6回 （4〜9月） 14,904円 

音楽・スポーツ

教養・文芸・くらし・伝統文化

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料

シニアのための
発声呼吸法と最新歌謡

加島 達也
加島 のり子

第1･3･5水曜
13:00〜14:30 （6回）14,256円

教材費 324円

ジャズボーカル 坂下 史織 第1･3･5水曜
10:30〜12:00 （6回）16,200円 

教材費 108円
 思い出の昭和歌謡

     懐メロを歌おう
佐々木 裕正 第2月曜

10:00〜12:00 （6回）18,144円

TOKIシャンソン教室 土岐 能子 第2･4･5金曜
10:00〜12:00 （5回）11,880円

ＹＯＳＨＩＮＯの軽音楽＆シャンソン 日野 祥乃 第1･3･5金曜
10:30〜12:00 （6回）14,256円 

教材費 972円

 童謡・唱歌を歌う 嶋村 益代 第4土曜
13:00〜15:00 （6回）16,200円

なつかしの
抒情歌をうたおう

火曜Ａ

橘 麗子

第1･3･5火曜
10:30〜12:00

（6回）14,904円
火曜Ｂ 第2･4･5火曜

10:30〜12:00

初級クラス 第1･3･5火曜
13:00〜14:30

金曜 第2･4･5金曜
13:30〜15:00

土曜ゴスペルコーラス 上林 美佐 第1･3･5土曜
13:30〜15:00 （6回）14,256円

クラシックを歌う 多田 康芳 第2･4･5火曜
13:00〜14:30 （6回）16,200円

チャオ
カンツォーネ

ナポリ
山口 邦明

第1･3･5月曜
ナポリ   13:30〜15:00
ソレント 15:30〜16:30

（6回）15,552円

ソレント （6回）12,960円

リコーダーを
吹こう

中級
森吉 京子

第1･3･5月曜
中級 13:20〜14:30
入門 14:40〜15:20

（6回）12,960円
入門

初めてのハーモニカ 田村 照子 第1･3･5土曜
10:00〜11:40 （6回）12,312円

はじめての
ハーモニカレッスン

長尾 恵子
武田 栄子

第2･4･5水曜
15:00〜16:40 （6回）14,256円

ハーモニカ教室 中級 飛田 陽一郎
長尾 恵子

第2･4･5水曜
13:00〜14:40 （6回）12,312円

複音ハーモニカ 中・上級 楠 光恵 第1･3･5木曜
10:00〜11:30 （6回）16,200円

はじめてのオカリナ
前田 圭代

第2･4･5水曜
13:00〜14:30

（6回）12,960円
オカリナ初級 第2･4･5水曜

10:30〜12:00

オカリナ
中級

佐藤 一美
第2･4･5水曜

中級   9:30〜10:15
研究 10:20〜12:20

（6回）10,368円

研究 （6回）16,200円

ハープ基礎クラス
アンサンブル・バンビーナ

市瀬 薫
第1･3火曜

10:30〜12:00
（6回）19,440円

ハープ アンサンブル・ドルチェ 第2･4火曜
10:30〜12:00

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料

 土曜短歌 小林 幸子 第3土曜
10:00〜12:00 （6回） 14,904円

 川柳を楽しむ 米島 暁子 第1・5木曜
10:00〜12:00 （6回）14,256円 

教材費 972円

俳句に親しむ
中村 恭子 第1･3･5金曜

13:00〜15:00 （6回） 12,960円

加藤 峰子 第2･4･5火曜
13:00〜15:00 （6回） 14,904円

俳句を楽しむ 村上 喜代子 第2･4･5木曜 
13:00〜15:00 （6回） 12,960円

「源氏物語」を読む 藤袴の巻 関 美子 第1･3･5金曜
10:30〜12:00 （6回） 12,960円

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料

 『枕草子』の世界を楽しむ 栗山 元子 第1･5金曜
10:00〜11:30 （6回）15,552円

『とはずがたり』を読む
影印本（変体かな本）も読みながら

加藤 芙美子 第1･3･5水曜
13:00〜14:30 （6回）12,960円

『うつほ物語』の世界を楽しむ 栗山 元子 第1･3･5火曜
10:00〜12:00 （6回）12,960円

漢詩を味わう 渡部 英喜 第2･4･5土曜
10:00〜12:00 （6回）12,960円

エッセイ入門 鈴木 豊志夫 第2･4･5金曜
10:00〜12:30 （6回）12,960円

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料

テーブルで
楽しむ茶道

昼
木村 宗洸

第2･4･5水曜
昼 13:30〜15:30
夜 18:30〜20:00

（6回）14,904円 
教材費 6,480円

夜

 香道入門 立礼式 志野流 後藤 裕子 ほか 第1月曜
14:00〜16:00 （6回）13,608円

着付け教室 月曜 上瀬 由久枝 ほか 第2･4･5月曜
13:00〜15:00 （6回）本科 12,960円

いけばな 花芸安達流 佐藤 光曈 第2･4土曜
16:00〜17:50 （6回）12,960円

体験体験
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化
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女性限定

女性限定

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料

 いきいき健康体操 真向法
　 （女性限定）

西田 眞理子
長谷川 幸子

第3水曜
13:00〜14:30 （6回）12,960円

丹田呼吸健康法 小宮 節子 第2･4金曜
10:00〜11:30 （6回）14,256円

ラクラクヨーガ （女性限定）
あきば 美和

第1･3･5火曜
15:00〜16:20 （6回）12,960円

健康ストレッチヨーガ
（女性限定）

第2･4･5火曜
14:30〜15:50 （6回）14,256円

たのしいヨーガ （女性限定） 森下 孝枝 第1･3･5月曜
10:30〜11:50 （6回）12,960円

ヨガピラティス （女性限定） 飯髙 真理子 第2･4･5水曜
18:00〜19:10 （6回）14,256円

スリミング健康ヨガ
（女性限定） ＲＥＩＫＯ 第2･4･5土曜

16:10〜17:20 （6回）14,256円

美しい姿勢と歩き方教室
（女性限定） 三宅 紀子 毎4土曜

13:15〜14:30 （6回） 会員 13,608円 
一般 14,904円

ボディトリートメント・
バレエエクササイズ 丸山 まどか 毎月曜

14:15〜15:45 （12回） 28,512円

社交ダンス 入門
少人数クラス 三枝 真由美 第2･4･5月曜

14:00〜15:20 （6回）13,608円

社交ダンス 初級 寺倉 憲 毎月曜
12:30〜13:50 （12回） 27,216円

ベリーダンス （女性限定） Futaba 毎木曜
19:00〜20:30 （12回） 32,400円

ハワイアンフラ
火曜クラス

Ａ
監修 日野 まこ

（担当）
A 河合 よし子
B 高橋 ヒロ子
夜A 草田 恵子
夜B 三上 靖子

第1･2･3火曜
  A 11:15〜12:35
  B 12:45〜14:05
夜A 18:10〜19:30
夜B 19:35〜20:55

（9回）19,440円
Ｂ

夜A

夜B

おつとめ帰りのハワイアンフラ プアマリエウイ白倉 第1･3･5水曜
18:10〜19:30 （6回）12,960円

土曜
ハワイアンフラ

Ａ ラウレア冨永
高田 治代 第1･3･5土曜

A 9:50〜11:10
B 11:15〜12:35 （6回）12,960円Ｂ ラウレア 冨永

Ｃ カプアレイリリア椎名 第2･4･5土曜
11:10〜12:30

 初めてのタヒチ＆フラ 高橋 由美
服部 美佐

第4火曜
19:30〜20:50 （6回）12,960円

やさしいハワイアンフラ 阿部 常代
松見 宙美

第1･3･5金曜
13:00〜14:30 （6回）12,312円

アメリカンカントリーダンス 星 典子 第1･3･5土曜
16:00〜17:30 （6回）16,200円

江戸芸かっぽれ 櫻川流 櫻川 后泉 第1･2･4土曜
13:00〜14:30 （9回）18,468円

地唄舞 吉村 昂扇 毎木曜
10:00〜12:00 （12回） 28,512円

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料

 仏像の見方・楽しみ方 瓜生 中 第2･4･5木曜
10:30〜12:00 （12回） 29,808円

 古文書に親しむ 高見沢 美紀 第3木曜
10:00〜12:00 （6回）12,960円

発声と話し方のトレーニング 古山 佳代子 第2･4水曜
13:00〜14:30 （6回） 16,200円

ボイストレーニングと話し方
磯浦 康二

第2･4･5金曜
10:30〜12:30

（6回）14,904円
発声・発音から学ぶ「朗読」 第2･4･5金曜

13:30〜15:30

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料

 四季の茶花と茶趣の花 岩田 宗玹 第2水曜
10:00〜12:00 （6回）16,200円

広山流 
野の花・山の花・身近な花を活ける

国安 広芳 第2･4･5金曜
13:00〜15:00 （6回）12,960円

ヨーロピアンフラワーアレンジ 高橋 由美子 第1･3･5水曜
19:00〜20:45 （6回） 基礎 12,960円

 フランススタイルの花あしらい 山田 明子 第4木曜
10:00〜12:00 （6回）12,960円

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料

いけばな 草月流 山本 彩華 第1･3･5火曜
13:00〜15:00 （6回）12,960円

いけばな 嵯峨御流 川村 三鈴 第1･3･5金曜
16:30〜18:30 （6回）12,960円

いけばな 池坊 原田 草丘 第2･4･5金曜
18:30〜20:30 （6回）12,960円

 いけばな 小原流 小幡 春永 第2火曜
15:00〜17:00 （6回）12,960円

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料

はじめてのウクレレ
藤岡 秀夫

第2･4･5月曜
10:30〜12:00

（6回）15,552円
ウクレレ初級 第2･4･5金曜

19:00〜20:30

クラシックギターを弾こう 中谷 亜起夫 第2･4･5土曜
9:30〜13:00 （6回）16,200円

二胡の魅力 経験者向け 廣岡 美紀 第2･4･5火曜
18:45〜20:00 （6回）18,144円

かんたん
キーボード演奏

A
安達 由美子

第1･3･5月曜
A 10:00〜11:00
B 11:10〜12:10

（6回）14,256円
教材費 3,240円

B

午後のピアノ教室
（定員3〜5名）
※レッスン時間は
　お問い合わせください

櫻井 間左江
第1･3･5金曜

12:30〜21:00
（6回）14,904円

第2･4･5金曜
12:45〜20:45

詩吟教室 甕 経風 第1･3･5木曜
9:30〜12:00 （6回）14,256円

大正琴 中・上級
琴城流 阿久井 千鶴

第2･4･5月曜
13:00〜15:00
15:15〜16:45

（6回）12,960円
はじめての大正琴 入門
琴城流

楽しいお琴・三味線 山田流 稲越 久邇賀 第2･4･5土曜
13:00〜18:00 （6回）14,256円

はじめてのお琴 生田流 阿佐美 穂芽
森 真理子

第2･4･5土曜
10:00〜12:30 （6回）14,256円

三味線教室 藤本 秀智志 第1･2･3･5木曜
15:00〜17:00 （9回）23,328円

民謡教室 湯浅 みつ子 第1･2･3･5木曜
13:00〜15:00 （9回）21,384円

津軽三味線 澤田 一成 第2･4･5木曜
19:00〜20:30 （6回）15,552円

初めての沖縄三線 宮里 由美 第1･3･5水曜
18:30〜20:00 （6回）16,200円

尺八入門 琴古流 清野 樹盟 第1･3･5水曜
18:00〜20:30 （6回）14,256円

能楽入門 観世流 坂 真太郎 ほか 第2･4･5水曜
13:00〜14:30 （6回）16,200円

龍笛を吹こう 雅楽を楽しもう 角田 眞美 第1･3･5土曜
13:00〜15:00 （4回）10,800円

はじめての篠笛 福原 友裕 第2･4･5火曜
15:30〜17:00 （6回）16,200円

ティップネスいきいきわくわく健康教室
認知症予防にきく脳トレ体操

ティップネス
介護予防運動指導員

第1･3水曜
15:00〜16:00 （6回）12,960円

スッキリ！健康な身体をつくる指圧法 上野 末次 第1・5火曜
13:30〜15:00 （3回） 8,100円

無極静功 気功と太極拳 養生 大村 雅枝 第2･4･5月曜
10:00〜12:00 （6回）12,960円

無極静功 気功と太極拳 武術 川上 裕之 第1･3･5土曜
10:00〜12:00 （6回）12,960円

中高年から始める
バンドエクササイズ 柳谷 千代 第1･3･5金曜

15:00〜16:15 （6回）14,904円

英国式フラワーアレンジ
タエコマーヴェリーズスクール本部インストラクター
佐藤 啓子
季節の行事や日
常の様々な生活
シーンを英国の
感性を取り入れ
た伝統的な花型
やモダンスタイ
ルでアレンジしま
す。生花だけでな
くドライフラワー
やアーティフィ
シャルやプリザーブドフラワーなども使います。

■ 第1水曜 15:30〜17:00 
    4/6から6回 （4〜9月） 14,256円 

煎茶を楽しむ
〜香山流・立礼式〜
煎茶道 礼式小笠原香山流   
小沢 鳳山
煎茶や玉露、ほうじ茶などおい
しいお茶の入れ方と飲み方、お
手前を分かりやすく学びます。

■ 第1･3･5火曜 15:30〜17:30
    4/5から6回 （4〜6月） 
    14,904円 
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<受講規約抜粋（お申し込みの際には必ず受講規約本文をご確認ください。）> ●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３,24０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。●講師の病気・けが、台風・地震などの自然災害や不測かつ突発的な事故のため休講する場合があります。原則補講を行いますが、事情により実施できないことがあります。●講座案内などに表記している受講料等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したり、提供したりすることはありません。

　 Tel.043-202-7231ご見学・有料体験できる講座も多数ございます。お気軽にお問合せ下さい。

体験

ボタニカルアート

南フランス・プロヴァンスの
キルト“ブティ”

弦間恵子の
ポーセリン・レースドール

人物デッサン

はじめての
ミニチュアフード

山口マオの絵本とイラスト講座
〜初歩からセミプロまで〜

押し花サロン

はじめての日本画制作 カメラ笠原教室
四季の花と自然を撮る日本植物画倶楽部会員　青木 厚子

谷 眞佐子

GEMMA ART SALON 主宰　 弦間 恵子

日展評議員 千葉県美術会理事長  久保田 俶通

日本ドールハウス協会認定講師　
橋本 京子

ふしぎな花倶楽部インストラクター　黒川 千代

イラストレーター　山口 マオ
日本画家　泉 東臣

花・風景写真家　笠原 尉晃植物のありのままの姿を細かく
観察し、正確に美しく描きます。

二枚の布を図
案に沿い縫い
合わせ、模様
に膨らみを出
すようにコッ
トン糸を詰め
て い く 南 仏
プロヴァンスの伝統のキルトです。カード
ケース等小作品を制作（教材費1作品につ
き1,600〜3,000円）

繊細な作業と焼成
を重ね、布やレー
スの 質 感を磁 器
で再現していきま
す。その可憐な美
しさはマイセンや
ドレスデン人形で
よく知られていま
す。自由なデザイ
ンで 制 作 できま
す。

初めての方は鉛筆
デッサンを、経験
のある方にはパス
テル、木炭、水彩、
油絵など幅広くご
指導します。(モデ
ル代別途）

はじめての方でも、本物みたいな
ミニチュアフードが作れます。粘
土や絵の具の他、いろいろな材料
と道具を使い作品を仕上げます。

絵本コースは構成や挿絵の描き方を学び、
絵本を仕上げます。イラストコースの方に
は、プロの現場での実情もお話しします。
作品の講評を中心に授業をすすめ、３ヶ月
に１回教室でのワークショップを行います。

日本画の特徴、画材の扱い方、
デッサンから本画までの制作行
程を説明しながら指導します。

構図の決め方・
光 の 見 極 めな
ど、撮影に必要
な 知 識 や 表 現
方 法 を 学 びま
す。またデジタ
ル一眼レフカメ
ラの基礎的な知識や撮影後の画像処理を学び
ます。※撮影会は随時実施します。撮影会の日
はＡ・Ｂクラスともに9：30集合になります。■ 第3火曜 13:00〜15:00 

    4/19から6回 （4〜9月） 
    15,552円 教材費 1,944円 

■ 第3木曜 13:00〜15:00 
    4/21から6回 （4〜9月） 18,144円 

■ 第3金曜 13:00〜16:00 
    4/15から3回 （4〜6月） 12,960円 

裸婦を描く
デッサンの基本を学ぶ 4/6、4/13、4/20（水） 

10:00〜12:00
会員・一般 9,720円

■ 第1･3･5火曜 13:00〜15:00 
    4/5から6回 （4〜6月） 16,848円

■ 木曜クラス　
    第2木曜 15：00〜17：00
    4/14から3回（4〜6月）  6,480円

■ 火曜クラス　
    第2・4・5火曜 10：00〜12：00
    4/12から6回（4〜6月）  12,960円

■ 月曜クラス　
    第1・3・5月曜 13：00〜15：00
    4/4から6回（4〜6月）  12,960円

■ 第1･3木曜 
　 10:30〜12:30 
    4/7から6回 （4〜6月） 
    16,200円（モチーフ代別途） 

■ A 第2･4･5土曜  10:00〜12:00
        4/9から6回 （4〜6月）
    B 第2･4･5木曜  13:30〜16:00
        4/14から6回 （4〜6月） 
       14,256円  教材費 486円 

絵画・書道・カメラ

手芸・工芸

■ 毎水曜 
　 10:00〜12:00 
    4/6から12回 （4〜6月） 34,992円 

■ 第4木曜 13:00〜15:00
    4/28から3回（4〜6月）
    7,776円 教材費 3,240円 

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料

はじめての風景スケッチ
ペン彩で描く

小澤 寛子 第1･3･5木曜
12:00〜14:30 （6回）19,440円

基本から学ぶデッサン 小黒 哲夫 第1･3･5火曜
13:15〜15:15 （6回）16,848円

教材費 1,296円

デッサン・水彩 松田 幸三 第2･4･5土曜
15:30〜17:30 （6回）17,496円

はじめての絵画教室
油絵・水彩 村松 昌三

毎金曜
10:00〜12:30 （12回） 38,880円

教材費 3,888円

水彩画・村松教室 第2･4･5金曜
13:30〜15:30 （6回）19,440円

教材費 1,944円

たのしい水彩画 黒田 真由美 第1･3･5木曜
13:00〜15:30 （6回）17,496円

教材費 1,944円

はじめての花の水彩画 渡辺 三絵子 第1･3･5火曜
10:15〜12:15 （6回）17,496円

水彩画入門 多見谷教室
多見谷 恭子

第1･3･5金曜
13:30〜15:30 （6回）17,496円

教材費 1,944円

はじめての絵画 水彩・アクリル 第1･3･5木曜
18:30〜20:30 （6回）17,496円

教材費 1,944円

やさしい油絵 松田 幸三 第2･4･5土曜
13:00〜15:00 （6回）17,496円

パステル画入門 多見谷 恭子 第2･4･5火曜
10:00〜12:00 （6回）16,200円

教材費 1,296円

水彩色鉛筆画の描き方 芳賀 仁一 第1･3･5土曜
10:30〜12:30 （6回）16,200円

鉛筆・色鉛筆画 荒木 清美 第2･4･5火曜
10:00〜12:00 （6回）16,200円

パソコンで描く水彩画 石渡 三千子 第1･3･5木曜
10:00〜12:00 （6回）16,200円

日本画 初歩から制作まで

中村 寛治 第1･3･5月曜
13:30〜16:00

（6回）19,440円

日本画制作のための草花デッサン （6回）19,440円
教材費 1,944円

はがき絵 向井 けい子 第3木曜
10:00〜12:00 （3回） 7,452円

はじめての水墨画 金曜 毛利 鋭子 第2･4･5金曜
13:30〜15:30 （6回）17,496円

楽しい墨画 土曜 北村 珠恵 第2･4･5土曜
13:30〜15:30 （6回）17,496円

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料

絵手紙と水墨画入門 溝口 祥三 第1･3･5土曜
13:00〜15:00 （6回）14,904円

孔版画 ガリ版アート 西岡 とし子 第2月曜
13:00〜15:00 （3回） 8,100円

カパーレリーフ 銅板画 大山 芳子 第2･4･5木曜
15:00〜17:00 （6回）14,904円

木版画 山口 マオ 第1･3･5火曜
16:00〜18:00 （6回）19,440円

教材費 2,160円

「書」に親しむ 飯髙 和子 第1･3･5月曜
10:30〜12:30 （6回）14,904円

書道漢字・小林教室 小林 碧桃 毎木曜
10:30〜12:00 （12回） 25,920円

実用書道 小林 碧桃 毎木曜
13:00〜14:30 （12回） 25,920円

書道 徳村教室 徳村 旭厳 毎月曜
18:30〜20:30 （12回） 25,920円

書道 北澤教室

A

北澤 翠香

第2･4･5木曜
A 13:00〜15:00
B 15:10〜17:10

（6回）12,960円
B

C 第1･3･5木曜
13:00〜15:00 （6回）14,256円

基礎クラス 毎金曜
18:30〜20:30 （12回） 25,920円

かな書道　秋山教室 秋山 綾子 第2･4･5金曜
13:15〜15:15 （6回）14,256円

かな書道　村田教室 村田 美樹子 第1･3･5火曜
10:00〜12:00 （6回）12,960円

土曜かな書道
A

碇 麗水
第2･4･5土曜

A 13:00〜15:00
B 15:10〜17:10

（6回）12,960円
B

はじめてのかな・漢字書道
松井 玉筝

第2･4･5水曜
13:00〜15:00

（6回）14,256円
かな・漢字書道 第2･4･5水曜

10:00〜12:00

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料

カナダ恵子のタッセル
刺繍糸でつくるオーナメントクラフト

カナダ 恵子
ふくだ いくこ

第3月曜
10:30〜12:30 （3回） 会員 9,720円 

一般 10,692円

手まりをつくる 海宝 ひとみ 第2･4･5水曜
10:00〜12:00 （6回）16,200円

戸塚刺しゅう 山根 圭子

第1･3･5金曜
10:00〜12:00

（6回）16,200円
 月1回

コース
第3金曜

10:00〜12:00

手織り 廣田 マリ子 第1・5月曜
10:30〜15:30 （3回）16,200円

パッチワーク　入門〜研究

平澤 由美子

第1・5水曜
13:00〜15:00 （3回） 9,720円

パッチワーク
ウォーターカラーキルト

第3水曜
13:00〜15:30 （3回） 基礎 9,720円

ハワイアンキルト 青木 由美子 第1･3･5金曜
13:30〜15:30 （13回） 32,292円

モラ カリブの民族手芸 屋部 志津子 第2･4･5水曜
10:00〜12:00 （6回）12,960円

ビーズとヨーロッパ刺しゅう
ブラックワーク刺繍を楽しむ あべ まり 第1･3･5木曜

10:00〜12:00 （6回）14,256円

マクラメジュエリー 常藤 容子 第2金曜
10:30〜12:30 （3回） 会員 9,396円

一般 10,044円

ベスタイルの洋裁
フリーコース

平木 千恵子

第1･3･5月曜
13:00〜15:00 （6回）16,200円

アドバンス 第1水曜
10:00〜12:00 （3回） 9,720円

 ボビンレース工房 飯野 美智子
水野 厚子

第1金曜
13:00〜15:00 （6回）16,200円

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料

 日本刺しゅう 田中 紀美 第4金曜
10:00〜13:00 （6回）23,328円

はじめての表装 神庭 悦子
清水 達也

第1金曜
13:00〜17:00 （3回）14,904円

表装入門 第1･3･5金曜
10:30〜12:30 （6回）14,904円

キモノ工房
和裁・リフォーム

A
亀岡 アキ子

第1･3･5水曜
A 10:30〜12:30
B 13:30〜15:30

（6回）14,904円
B

 高橋恵美子の基本から始める
    手ぬいの着物リフォーム

高橋 恵美子
栗原 弘子

第2木曜
13:00〜15:00 （6回）  16,200円

教材費 1,080円

伝統工芸水引結び 田村 京淑
大穀 京遊 

第1･3･5木曜
13:00〜15:00 （6回）14,256円

上賀茂流 木目込真多呂人形 清水 真葵菜 第2･4･5木曜
13:30〜15:30 （6回） 基礎科

12,960円

ボード織り ボードウィーヴィング 落合 信子 第1･3･5水曜
10:00〜12:00 （6回）16,200円

ハンドメイドニット 長島 孝子 第1･3･5金曜
13:30〜15:30 （6回）12,960円

手編み
森屋教室

火曜
森屋 孝子

第2･4･5火曜
10:00〜12:00 （6回）12,960円

木曜 毎木曜
10:00〜12:00 （12回） 25,920円

ヴォーグ手編み教室 桜井 ハツ子 第2･4･5月曜
13:00〜15:00 （6回）12,960円

機械編み
簡単編み機から
最新パソコンまで

石橋
ニッティング
スクール

毎火曜
10:00〜15:00

（4回）
12,960円

料金は1か月分
支払いは1か月毎毎木曜

10:00〜15:00

体験

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料

紫芳の字手紙 関 紫芳 第1･3･5火曜
10:00〜12:00 （6回）14,904円

 筆ペン入門 井上 麗玉 第3月曜
13:30〜15:30 （6回）12,960円 

教材費 648円

美しいボールペン字 菅井 恵祥 第2･4･5土曜
10:30〜12:00 （6回）14,904円

実用ペン＆実用書道

芦村 玉葉

第1･2･3･5金曜
10:00〜12:00 （9回）21,384円

多彩なペン習字 第1･3･5金曜
10:00〜12:00 （6回）16,200円

実用ペン習字 第1･3･5金曜
13:00〜15:00 （6回）14,256円

くらしに活かす毛筆
午前

藤原 雅鳳

第2･4･5火曜
10:00〜12:00

（6回）14,256円
夜 第1･3･5火曜

18:30〜20:30

てん刻 印の芸術 那須 大 第1･3･5月曜
10:00〜12:00 （6回）14,256円

火曜カリグラフィー アルファベット 小田原 真喜子
橋本 小織

第2･4･5火曜
13:00〜14:30 （6回）

入門 12,960円
中級 14,904円
上級 16,200円

 猪俣カメラ教室 研究 猪俣 重喜 第4金曜
15:00〜17:00 （6回）15,552円

高橋写真教室

月曜

高橋 扶臣男

第2･4･5月曜
10:30〜12:30

（6回）16,200円
教材費 2,160円

水曜 第1･3･5水曜
10:00〜12:00

木曜 第2･4･5木曜
10:30〜12:30

土曜Ａ 第1･3･5土曜
10:30〜12:30

土曜Ｂ 第1･3･5土曜
13:30〜15:30

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料

カルトナージュ 水林 かおり 第3木曜
13:00〜16:00 （3回） 初級

8,100円

シャドーボックス 立体絵画 鳥栖 淑子 第1･3･5火曜
10:00〜12:30 （6回）12,960円

グラスアート
手軽にできるフィルムステンドグラス

山口 正昭 第2･4･5月曜
10:00〜12:00 （6回）12,960円

つる工芸
つるで楽しむかご作り

松野 晶子 第2･4･5月曜
10:00〜12:00 （6回）12,960円

川口紀子
花のクレイクラフト
樹脂粘土

勝守 庸美 第2･4･5金曜
10:00〜12:00 （6回）12,960円

 原一菜の
金繕い入門

火曜
原 一菜【監修】
白鳥 由加利

第2火曜
13:00〜15:00

（6回）18,144円
木曜 第4木曜

13:00〜15:00

はじめての仏像・木彫
久保田 俶通

毎水曜
15:00〜17:00 （12回） 34,992円

仏像・木彫 毎水曜
13:00〜15:00 （12回） 34,992円 

渡辺一生のやさしい木彫 佐藤 須賀子 第2･4･5木曜
10:00〜12:00 （6回）14,904円

鎌倉彫 畔田 圭方 第1･3･5水曜
10:00〜12:30 （6回）12,960円

井口雅代陶芸教室 井口 雅代 第2･4･5月曜
13:00〜15:00 （6回）16,200円

土曜 陶芸教室 

A

井口 峰幸

第1･3･5土曜
A 10:00〜12:00
B 13:00〜15:00

（6回）16,200円
B

実践
釉薬研究

第1･3･5土曜
13:00〜15:00 （6回）12,960円 

リリアン編みの
ビーズアクセサリー
監修 楽習フォーラムリリアンジュエリー、カリキュラム委員長
関 けい子
担当 楽習フォーラムリリアンジュエリー、カリキュラム委員
石井 真由美
子供の頃に楽しんだリリアンで、大人の女性の装
いに合うアクセサリーの作り方をご紹介。様々な
素材で、編み方のコツやポイントをレッスン。手芸
が苦手な方も楽しく
ご受講頂けます。

3/11（金） 10:00〜12:00
会員 2,484円 一般 2,808円 教材費 1,620円

バラの額絵
4/12（火）10：00〜12：00
4/14（木）15：00〜17：00
4/18（月）13：00〜15：00 同一内容です
各日 会員 2,160円 一般2,484円 教材費 1,674円
 （額サイズ 約17cm×22cm）

■ 第2金曜 
　 10:00〜12:00 
　 4/8から3回
　 7,452円

体験

体験

はじめての絵画教室
油彩・水彩
日本美術家連盟会員　村松 昌三
初めて絵を描く方から、多少
経験がありもう一歩進んだ
表現力を求める方を対象に、
人物画、静物画を中心に着
彩・デッサンの基本技法、彩色
法、構図法など一人ひとり丁
寧にアドバイスしています。

植物の自然な色合いを生かす独特の技法で、花束や風景などさ
まざまなデザインの作品作りを楽しみます。

4/1（金） 10：00〜12：30
会員 3,564円 一般 3,888円

3/15（火） 13：00〜15：00
会員・一般 2,808円 
教材費 324円

■ 金曜 10:00〜12:30　
　 4/１から12回（4〜6月） 38,880円

体験



4

NHKカルチャー 千葉千葉教室 Tel.043-202-7231
建築家に学ぶ
速描きスケッチのコツ

インテリア茶箱を作る

母の日のフラワーアレンジ

立体ペーパーアート

季節の飾り巻きずし教室

漢方薬軟膏をつくろう　
〜紫雲膏〜

金曜カリグラフィー
西洋のアルファベット書道

純銀粘土のアクセサリー
型押しのリング

夢が膨らむ
バルーンアート

ソウル＆ディスコダンス

自律訓練法
心と身体をリラックス

あがり症・話しベタさんのためのスピーチ塾

模写・臨書で楽しむ墨絵

美文字で住所・氏名を
書きましょう

中山みどりのフェルトアート
愛犬・愛猫作り

西洋美術の名画を楽しむ
美術館編3

痛み解消・エゴスキュー体操

シルクロードおもしろ人物列伝
西から東へ“心”が運ばれた！

おとなの脳力アップ
「プチ速読 」

千葉近郊 鉄道の旅
鹿島臨海鉄道とひたちなか海浜鉄道

登山教室

季節の花紀行

〜散歩力のつく江戸・東京ガイダンス〜
TOKYO町 ・々歴史小散歩

フォークソングをもう一度あの名曲をもう一度
ギター再入門

銀座で楽しむ
下関直送の鮮魚と日本酒講座

古代オリエント史
文明の誕生・行方を探る

根津・谷中うら道さんぽ
谷中・魚膳で昼懐石

歌声倶楽部
〜ボイストレーニングと歌唱を楽しむ〜

「古事記」を読む
海幸山幸と神武東征

建築家 都市設計家　山田 雅夫

インテリア茶箱インストラクター　常藤 容子

ＣｏＣｏフラワーデザイン教室主宰　山田 明子

監修・折り紙建築作家　中沢 圭子
担当講師　陸 邦子　
　　　 安藤 晴美

寿司インストラクター協会（JSIA）認定マスター講師　喜太郎 ほか

千葉大学名誉教授　池上 文雄

カリグラファーズギルド会員　吉川 裕子

アートクレイ倶楽部インストラクター　永島 里恵

大道芸人　ディンゴ

JIN DANCE FACTORY　TOMO

東京心理教育研究所講師
千葉 伸子

監修 （社）あがり症克服協会 理事長　鳥谷 朝代
担当講師　倉持 淳

日本美術院・院友　北澤 元瑞

（財）日本書道教育学会 会友審査員　芦村 玉葉中山みどり認定講師　永峰 理絵子

國學院大學非常勤講師　泉 美知子

エゴスキュージャパン協会 認定トレーナー　圓本 容子

元ＮＨＫ「シルクロード」取材班団長
元福山大学客員教授　中村 清次

能力開発メンタルトレーナー プチ速読マスター　池江 俊博

ウェブサイト「駅弁資料館」館長　福岡 健一
日本山岳ガイド協会認定 登山ガイド　浦 憲明　小林 理香

千葉市都市緑化植物園みどりの相談員
廣畠 眞知子

紀行エッセイスト・古道ウォーカー　金沢 正脩

シンガーソングライター　井上 ともやす
堂前 達也

古代オリエント歴史学者　小林 登志子

紀行エッセイスト・古道ウォーカー　金沢 正脩

オフィスVMC　仲 真理子

武蔵野大学講師　渡部 修

銀座海人・女将　森本 寿子

構図や奥行き、対象
物を的確にとらえて
描くこと、また、省
略、余白の効果など
について、速描きス
ケッチの第一人者
が実演を交えて教えます。

防湿性・防虫性に優れ、
衣類や人形等大切なもの
の収納にも愛用される茶
箱。布の貼り方、装飾等き
れいに仕上げるコツを教
えます。小物の整理やメモリーボックスにぴったり
のサイズです。布地はピンク・白から選びます（サ
イズ約 縦34cm×横24cm×高さ15cm）

マリーアントワネット
をイメージしたエレ
ガントでゴージャスな
レース仕様のフロー
ラルティッシュケース
です。母の日に手づく
りの贈り物はいかがですか？ 
作品のサイズ約 縦12cm×横25cm×高さ12cm

「桜の華」と「花かご」を
モチーフにしたカード2
種を作ります。

太巻きの中に季節の
花や動物、お祝いなど
の絵柄を巻き込みま
す。具材の置き方、配
色のバランスなど美し
く仕上げるコツがわ
かります。

江戸時代に華岡青洲が
考案した紫雲膏は、『ム
ラサキ』と『トウキ』を主
原料とし、火傷や痔疾、
ひび、しもやけなどに効
果があるとされていま
す。

美しい西洋のアルファベット書道を
はじめてみませんか。手書きの美
しい文字は生活に彩りを添えます。
まずは専用のマーカーでご自分の
お名前から書いてみましょう。

軟らかい素材は成形や模様
の型押しが簡単にでき、焼
成後は表面を磨くこともで
きるので自由なデザインを
楽しむことができます。

作りたいけど、怖い…難しそう
…そんなイメージのバルーン
アート。ちょっとしたコツを理解
すれば誰もが驚く作品を作れます。楽しく学ぶを
モットーの教室で達成感も味わってみませんか？

70〜80年代に流行し
たソウルミュージックに
のり、懐かしいステップ
ダンスを踊りましょう！

短時間に効率よく緊張を緩和
し、不安やストレスを取り除く
訓練法です。

長年悩み続けたあがり症を克服し
た講師監修のプログラムで、あが
り克服への5つのステップをお教え
します。あがりの原因や基礎知識
を学び、実践的な練習をします。

東洋画の画題として描かれ
る、竹、蘭、梅、菊から好き
なものをコースターや色紙
に描きます。講師の実演と
手本で、筆の運び方、それ
ぞれの描き方の特徴を参
考に、難しくとらえず自由
に筆を動かしてみましょう。

自分の住所、氏名がきれいな字で
書ければ、人前で緊張することも
なくなりますね。さあ、美文字で書
いてみましょう！受講者の方それぞ
れのお名前のお手本をお書きしま
す。

羊毛と針一本だけで、いきいきと
した動物たちを作り上げるフェル
トアート。本物と見紛うほどのや
さしい表情、愛らしい仕草。ふわ
ふわのフェルトで、お好きな犬ま
たは猫を作ってみませんか。

作品理解を深めるための基
礎知識を身につけ、美術鑑賞
の充実感を高めてみません
か。今期はフィレンツェの美
術館を取り上げ、美術館の誕
生や、大パトロンのメディチ家にも触れながら、イ
タリア・ルネサンス美術の精華をみてゆきます。

日常生活で使われなくなった
筋肉を目覚めさせ、ひざ、腰、
首の痛み、肩こりや体のゆがみ
を簡単に自分で解消できる体
操です。

東と西の交流の舞台、シルクロー
ドは思想や信仰、文化など、さまざ
まな“心”が行き交う場でもありま
した。アレキサンダー大王、ローマ
皇帝・安敦など“心のシリーズ”に
ふさわしい人物に迫ります。

内容の理解や記憶はそのままに
読書スピードを加速していきま
す。同じ時間で今までより多く
の文章を読むことができ、学習
力向上や仕事の効率アップにつ
ながります。

ローカル線の旅シリーズ。今回は鹿島臨海鉄道
とひたちなか海浜鉄道を使って那珂湊を目指し
ます。帰りは、日ごろあま
り使わない特急電車など
も使用します。（千葉駅集
合・解散）

安全に山登りを楽しむための
基本知識や情報について年
間を通して各回でテーマを設
けて実践していきます。“自立
した登山者”を目ざしましょう！

（津田沼からバス利用もしく
は現地集合解散）

四季折々の野山に咲く草花
を訪ね歩きます。見慣れた
街を植物の視点で歩くと驚
きの発見に満ちています。
毎回3,4km歩きます。

東京は歴史の大宝庫！小
ブロックに分けて歩く講
師オリジナルの街歩き
で、江戸・東京の昔と今に
触れます。老舗や名店、
名物、途中のランチもお楽しみ。健康力と好奇
心と散歩力が高まります！  （現地集合解散）

7 0 年 代を中 心 に日 本 の
フォークをギター伴奏で歌い
ます。楽譜が読めなくても大
丈夫。体験講座では「結婚し
ようよ」「２２才の別れ」などを
予定。お好きな曲のリクエストも大歓迎！

昔買ったギター、自宅に眠っ
ていませんか？エルヴィス・プ
レスリーの“あの名曲”、「ラ
ブ・ミー・テンダー」の旋律を
奏でる喜びを体験しましょう！

（グループレッスンです。初心者歓迎！）

５千年も前にすでに高い農業
技術を持ち、収穫した大麦か
らパンやビールを作り、生活を
楽しんでいた文明社会、シュメ
ル都市国家時代の歴史を紹介
します。1回ごとのテーマでわ
かりやすくお話します。

「谷根千」として親しまれて
いる根津・千駄木かいわい
の裏道をゆっくりお散歩。
昼食は明治から続く老舗
料亭で醍醐味あふれる昼
懐石を楽しみましょう。（現
地集合解散）

姿勢、呼吸、発声などの基礎ト
レーニングの後、ピアノ伴奏で
歌唱を楽しみポップス、演歌、童
謡唱歌、シャンソンなど幅広くレ
パートリーを増やしていきます。

今期から『古事記』は上巻から
中巻へと入っていくことになり
ますが、それは神の代の物語か
ら人の代の物語への転換でも
ありました。世界で唯一、神話
と歴史が連続して語られる歴
史伝承のダイナミズムを味わいましょう。

開門海峡で獲れた魚介類は唐戸
市場からの直送！九州、山口の銘
酒を、旬の素材を生かした美味し
い料理とともに味わいます。

［場所 日本料理店「海人」（銀座）］

■ 第1木曜 13:00〜15:00
    4/7から3回（4〜6月） 8,100円 

■ 3/11（金） 13:00〜17:00 
　 会員 9,720円 一般 10,044円 教材費 17,000円

■ 4/28（木） 10:00〜12:00 
　 会員 2,160円 一般 2,484円 教材費 3,240円

■ 4/26（火） 13:00〜15:00 
　 会員 2,700円 一般 3,024円
    教材費 1,080円 

■ 4/11（月） 13:30〜16:00 
　 会員 2,808円 一般 3,132円
    教材費 2,592円 

■ 3/22（火） 13:30〜15:30 
　 会員 2,700円 一般 3,024円 

イメージ

■ 第1・3金曜 13:00〜14:30 
　 4/1から6回（4〜6月） 12,960円 

4/15（金） 13:00〜14：30
会員 2,160円 一般 2,484円 教材費 540円

■ 3/25（金） 10:30〜12:30
　 会員 2,484円 一般 2,808円  教材費 1,836円

4/13（水） 15:00〜17:00 
会員・一般 1,080円  教材費 500円 

■ 第2水曜 4/13から3回 15:00〜17:00
　 会員 6,480円 一般 7,452円  教材費 1,200円

■ 第2土曜 13:00〜15:00
    4/9から3回（4〜6月）  8,100円 

■ 第1・3土曜 10:15〜12:00 
    4/2から5回 （4〜9月）
　 会員 15,120円 一般 16,200円
    教材費 108円 

3/5（土） 13:00〜14:30
会員・一般 2,700円

■ 第1土曜 13:00〜14:30  4/2から6回 （4〜9月）
    16,200円  教材費 1,080円 

■ 4/11、4/25（月） 13:30〜15:00
　 会員 5,400円 一般 6,048円  教材費 2,160円 

■ ４/１5（金）１３：００〜１５：００
    会員 2,376円 一般 2,700円
    教材費 216円　 

■ 第4水曜 13:00〜16:00
    4/27から3回 （4〜6月）
　 11,664円 教材費 3,888円

■ 第2･4･5火曜 14:30〜16:00
    4/12から6回 （4〜6月） 15,552円 

4/25（月） 12:15〜13:30
会員・一般 2,160円

■ 第2･4･5月曜 
    Ａ10:30〜11:45 B 12:15〜13:30  
    4/25から5回 （4〜6月） 10,800円 

■ 第3金曜 13:00〜14:30
    4/15から3回（4〜6月）  7,452円 

■ 4/6（水） 13:00〜15:00 
　 会員 4,320円 一般 4,644円
    小５〜中学生 2,160円 

■ 5/27（金） 9:50〜16:30 
　 会員 2,700円 一般 3,024円（交通費別途 約7,000円）

■ 第２土曜
    ６：３０〜２０：３０（予定）
    各回 会員 5,400円
 一般 5,724円
    教材費 現地集合の回（４月）500円
 バス利用の回（５月・６月）各10,800円
4/9 日和田山〜ユガテ 
いろいろな場面の歩き方
5/14 天城山
山行計画の立て方と
バックパッキング

6/11 浅間隠山
レイヤリング

■ 第1木曜 13:00〜16:00
    4/7から5回 （4〜9月） 14,040円
    教材費 108円 　

■ 第4水曜 10:30〜14:30
    4/27から6回 （4〜9月） 18,144円 

3/15（火） 15:00〜17:00 
会員・一般 1,080円 

■ 第1･3･5火曜 15:00〜17:00
    4/5から6回 （4〜6月） 15,552円 ■ 第1･3･5月曜 10:00〜11:30

    4/4から4回 （4〜6月）
　 会員 10,800円 一般 12,096円 

■ 第1･3･5火曜 10:30〜12:00 
    4/5から6回 （4〜6月） 16,200円 

■ 6/8（水） 10:30〜15:00
　 会員 3,024円 一般 3,240円 教材費 4,200円 

3/22（火） 10:30〜12:00 
会員・一般 2,754円

■ 第4火曜 10:30〜12:00
    4/26から6回 （4〜9月） 16,200円 

■ 第2･4･5木曜 10:00〜11:30 
    4/14から6回 （4〜6月） 16,200円 

ノルディックウォーキング
日本山岳ガイド協会認定 
登山ガイド 浦 憲明　小林 理香
2本のポールを使って歩く運動は、腕、足だけで
なく全身を使い、筋力や心肺機能の強化に効
果的です。生活習慣予防のエクササイズとして
も注目されています。（教室で行ないます）
■ ４/２０（水） １０：００〜１２：００
    会員 ２，７００円 一般 ３，０２４円 教材費 ７５６円

■ 5/28（土） 17:30〜19:30 
■ 会員・一般 2,000円 教材費 10,000円 

体験

体験

体験

体験

体験

体験

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料

ワイングラスで愉しむ日本酒講座 高橋 雫 第3土曜
15:30〜17:00 （3回） 8,100円

教材費 6,480円

 ハーブを楽しむ 南雲 今日子 第3火曜
13:00〜16:00 （6回）16,200円

たのしい囲碁 小原 宏
グループＯＩＳＯ

第2･4･5土曜
9:30〜12:00 （6回）14,256円

教材費 324円

実戦の囲碁 小原 宏 第2･4･5土曜
13:00〜16:00 （6回）14,256円 

教材費 324円

健康マージャン 火曜
クラス 塚本 邦博 ほか 第1･3･5火曜

13:00〜17:00 （6回）16,200円

ガイダンス
■ 3/23（水） 18:45〜20:15 
　 会員 1,080円 一般 1,404円 

『百人一首』の歌人たち
俊恵法師と西行法師

【無料講座】聞こえと補聴器の話 
良い聞こえで毎日をもっと楽しく

跡見学園女子大学兼任講師　中島　輝賢

協賛　ブルームヒアリング株式会社
認定補聴器技能者　門谷 欣一

代表歌を鑑賞し、逸話
も交えて歌人たちの
人間的魅力に触れま
す。お坊さんたちの意
外な作品をお楽しみく
ださい。

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、ご紹介します。
※補聴器の販売はありません。

■ 3/29（火） 13:00〜15:00
    会員 2,700円 一般 3,024円

跡見学園女子大学
図書館蔵

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料

 歴史散歩の達人になろう！ 大川 義行 第3水曜
9:00〜15:30 （6回）18,144円

教材費 6,000円

 古地図片手に江戸散歩 伊藤 誠男 第2木曜
13:00〜16:00 （5回）14,040円 

教材費 270円

タナーの英会話教室 タナー・ブルックス
毎火曜

初級     14:30〜15:50
初・中級 16:00〜17:20
中・上級 13:00〜14:20

（12回） 各 31,104円

ハングル
初級

渡部 茂
毎木曜

初級 18:00〜19:10
中級 19:20〜20:30

（12回） 32,400円
中級

フランス語 初級 田村 典子 毎水曜
10:30〜11:45 （10回） 27,000円

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料

健康マージャン
女性クラス

中山 勇一
ほか

第2･4･5月曜
13:00〜17:00 （6回）16,200円

水曜クラス 第2･4･5水曜
13:00〜16:00 （6回）12,960円

開運・九星気学
入門

勝田 翠苑
第1･3･5水曜

13:00〜15:00 （6回）16,200円

実践科・
初級

第1･3･5水曜
10:00〜12:00 （6回）19,440円

占星学入門 今井 由利香 第1･3･5土曜
10:00〜12:00 （6回）12,960円

 初めてのタロット 榊 その 第1金曜
19:00〜20:30 （6回）15,552円 

教材費2,160円

■ 3/5（土） 13:30〜15:00 無料　要予約

一眼レフカメラを楽しもう

起こし文 和製ポップアップカード

社団法人　日本写真家協会会員　髙橋 淳子

起こし絵　起こし文作家　山岡 進

カメラボディとシス
テムを理解し、写真
の基礎を学び、楽し
く作品作りができる
力を身につけます。
ご経験に応じて指
導します。野外撮影会あり。

カッター、定規など簡単な文
房具で、平面の紙から立体
のモチーフを作り出す「起こ
し文」。カードを開くと小さ
な春の風景が現れます。

■ 第2･4･5木曜 10:00〜12:00
    4/14から6回 （4〜6月） 15,552円 

■ 3/12（土） 13:00〜15:00
　 会員 2,700円 一般 3,024円 
　 教材費 1,620円　

桜行灯


