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春の検定に向けて、出題パター
ンを知り、正しい文法と語彙で作
文するコツを学びます。

ゼロから始める！新設講座ゼロから始める！新設講座

NHK番組関連講座

元タカラジェンヌに学ぶ

※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。※写真はイメージを含みます。

絵画の見方・楽しみ方

新

新

絵画と生演奏で楽しむ
レクチャーコンサートVol.2

高橋 淑子
栁澤 光彦

歌 
ピアノ 

■ 12/10（火） 13：00～15：00
■ 会員 4,074円 一般 4,533円

■ 12/1（日） 14：00～15：30 
■ 会員 3,500円 一般 3,800円

丸わかり早わかり
古代スペインの歴史と文化

佐藤 育子日本女子大学学術研究員

■ 第2・4金曜 13：00～15：00
■ 1/10から6回 （1～3月） 
■ 17,160円

■ 第2金曜 15：00～16：30
■ 1/10から3回 （1～3月） ■ 9,636円

英語講師

東京芸術大学非常勤講師

塚本 睦子
英語をもう一度、最初から勉強しなおし
たい方のための講座。丁寧にゆっくりと。

本当にABCからの英会話

■ 第2･4木曜 10：00～11：10 
■ 1/9から6回 （1～3月） ■ 18,546円 

岡田 由美子

イタリア語作文集中マスター
～イタリア語検定3級対策～

関東学院大学准教授 河内 春人

■ 1/18（土） 13：00～14：30 
■ 会員 3,550円 一般 3,900円

古代の祭と政治―出雲と大和をみる

塩沢 一平
二松学舎大学文学部国文学科教授

最新の万葉研究から分かっ
た、新しい魅力を思う存分伝
えます。

新しく、たのしい万葉集の魅力

柴田 利雄慶応義塾名誉教諭
千年の都となった平安京の、遷都
史上最大の謎を指摘して、その真
相を探ります。
■ 2/11（火） 13：30～15：00 
■ 会員 3,400円 一般 3,700円 

平安京遷都 最大の謎に迫る！

林 綾野キュレーター

画家たちの食卓
フェルメールやゴッホは何を食べていたのか？

神谷 玖方子
慶應義塾大学文学部 非常勤講師

ギリシア・ローマ神話を知ると、西洋
絵画の見方が深まります。楽しく学び
ましょう。

■ 第1金曜 10：30～12：00 
■ 1/31から3回 （1～3月） 
■ 9,636円 

絵画で学ぶ ギリシア・ローマ神話

越乃 リュウ元宝塚歌劇団月組組長
越乃リュウと歌うタカラヅカソング

岡田 ひとみおねんどお姉さん
（ＮＨＫ Ｅテレ「ニャンちゅう！宇宙！放送チュー！」出演）

■ 2/16（日） Ａ 11：00～12：00
　　　　　　Ｂ 14：00～15：00

■ 会員親子 2,860円
　 一般親子 3,432円 教材費 600円

タカラヅカ流ウォーミングアップもご紹介。

坂井 結美ヨガインストラクター
腰痛メンタルセラピーヨガ

陶芸入門Ａ 紫芳の字手紙

『野ざらし紀行』を読み解く

佐々木 閑花園大学教授
2500年前のブッダの教えをご紹介し、現代
社会を安らかに生きるための道をNHK
「100分de名著」出演講師が解説します。
■ 1/25（土） 10：30～12：00
■ 会員 3,800円 一般 4,200円 

小塚 崇彦

フィギュアスケーター
フィギュアスケートデモンストレーター

卓越したスキルで世界を舞台
に活躍した小塚さんに、とって
おきの秘話をお聞きします。
■ 1/13（月） 10：30～12：00 
■ 会員 4,000円 一般 4,600円 

地曳 いく子スタイリスト
令和流大人の女性の服選び
と、自分を幸せにしてくれる
買い物の仕方を伝授します。
■ 2/15（土） 10：00～11：30
■ 会員 3,500円 一般 4,000円 

佐伯 チズ美容家、美肌顔師
美肌になれるスペシャルホームケ
アをお伝えします（1・3回目は佐伯
先生が直接指導）

生演奏とトークでお楽しみくださ
い。エリーゼのために、悲愴ソナタ
第２楽章、月光ソナタ第１楽章他

心を捉えて離さない月の象徴
や、月を使った占星術やおとぎ
話の世界についてお話しします。

おねんどお姉さんと一緒に粘土でミニチュアフード作りを体験！親子でご参加ください。【対象】３歳以上

譜面が読めなくても大丈夫。
ハワイの風を感じながらまっ
たりと始めてみましょう。

美しい着物姿を一人で着付けられ
ることを目標に、基本から優しく指
導します。

個性とセンスが自由に発揮出
来る陶芸。土練りや釉薬の調
合から、焼き方まで学びます。

割れたり欠けたりした器を漆でつ
なぎ合わせ、金で蒔絵を施します。

ひと文字に思いを込め、さりげな
いひと言を添えて日頃の気持ち
を送ります。

芭蕉が江戸深川から郷里
伊賀上野への旅を記した
紀行文から、蕉風に目覚
める過程を追う。

知られざる古代史の宝庫、古代ス
ペインの歴史と文化を、写真や映
像と共に解説します。

ナポレオンの故郷、コルシカ島。芸術家を
支援しバラを愛したナポレオンを探ります。

日本書紀において重要な両所について、
「マツリゴト」をキーワードに考えます。

■ 1/14、3/10、3/31（火）　
　 13：00～14：30 
■ 会員 13,800円 一般 15,500円 
　  教材費 3,300円 

井澤 由美子国際中医師

春の薬膳・食薬ごはん
心も体もデトックス

月が教える
運命の不思議

自然治癒力を高め、肝が元気にな
る春の作りやすい料理と薬膳茶レ
シピをご紹介します。

■ 3/15（日）13：30～15：00
■ 会員 3,500円 一般 3,800円 
　 教材費 600円 

■ 2/4（火） 19：00～20：30 
■ 会員 4,000円 一般 4,600円

中森 じゅあん「日本算命学協会」代表

■ 2/12（水） 15：00～16：30
■ 会員 4,010円 一般 4,470円 

小原孝のピアノ名曲フォーユー
～生誕２５０年ベートーヴェン・スペシャル

「エリーゼのために」の謎

おねんどお姉さんとねんどでミニチュアクッキング 今泉 忠明動物学者

「ざんねんないきもの事典」シリーズ監修の今泉さんが、動物愛溢れ
る話を繰り広げます。

■ 2/2（日） 10：30～12：00 
■ 会員親子 5,000円 一般親子 5,600円 
　 会員大人 1名 3,600円 一般大人 1名 3,900円  

ざんねんで愛おしい動物たち

自分の宿命を活用し、運勢をよりよ
くするためのヒントをお伝えします。

ブッダはなにを説いたのか
～仏教から学ぶ安らぎへの道～

中森じゅあんの

算命学で読み解く
2020年の運勢

地曳いく子の
ファッション
セオリー 買う幸福

小塚崇彦の
銀盤解説

NHK水戸放送局キャスター

■ 第1水曜 13：00～14：30 
■ 1/8から3回 （1～3月） ■ 7,920円 

はじめの一歩！ 基本からの朗読と発声法新

肩の力を抜いて、気軽に朗読を
楽しみましょう。発声の基本や、
表現のコツを学びます。

久保田 明菜

竹花茶陶研究会主宰
竹花 宗劫

現代書作家協会理事・如月書道会主宰
関 紫芳

國學院大學栃木短期大学教授塚越 義幸

～3回集中～佐伯チズの
美肌塾
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日本書紀成立1300年 特別展「出雲と大和」
2020.1.15～3.8 東京国立博物館 平成館
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教養を深める

新

新

吉成 要子東明学院講師
自分に合った環境や人間関係、長所や得
意分野などを手相から探ってみましょう。

■ 第4金曜 13：00～14：30 
■ 1/24から6回 （1～6月） 
■ 19,602円 教材費 3,055円 

開運！手相（入門）
～自分の手相を読み解いてみましょう～

『病は気から』身体の痛みはか
らだからのメッセージ。心と身体
を結ぶヨガで軽やかさを体感。

■ 第3月曜 12：15～13：30 
■ 1/20から6回 （1～6月） 
■ 17,160円 

オトナの美容

顔のタイプを 8 つに分け、あ
なたに似合う服のテイストや
アクセサリー等をご提案。

■ 1/19（日） 10：30～12：30 
■ 会員 4,120円 
　 一般 4,420円 
　 教材費 380円 

榊原 弥栄子
顔タイプアドバイザー

顔タイプ診断（6名限定）

お一人ずつ、お似合いの色＝若々
しく、美しく際立たせる色を診断し
ます。

鈴木 克江
スタジオHOW認定 サロン講師

マイカラー診断
～似合う色を見つけよう！～

講師の個別の色彩・骨格診断が
あります。似合う色、シルエットで
理想の自分を目指します。

パーソナルカラー
～色彩＋骨格診断で若返る～

絵や手紙を手掛かりに時代背景、生活環境
を紐解きながら、画家の日常に迫ります。

■ 3/7（土） 13：00～14：30 
■ 会員 3,440円 一般 3,790円 

■ 2/1、2/8、2/15、2/29（土） 13：00～14：30 
■ 会員 18,330円 一般 19,720円 

■ 3/4（水） 14：30～16：00 ［基礎］
　 　　　　 16：30～18：00 ［応用］
■ 会員 3,160円 一般 3,570円 
　 教材費 220円 ［基礎］ 
              330円 ［応用］ 

■ 12/15(日) 13：00～15：00 
■ 会員 3,600円 一般 4,000円 
　 教材費 231円

ご希望の方には全講座案内を
無料でお送りします

検索NHKカルチャー柏

400講座を開講中！
詳しくはWebを
ご覧ください

和の世界

特別展「出雲と大和」
メインビジュアル

ウクレレとハワイアンソング

■ 第2・4金曜 13：00～14：30
■ 1/10から6回 （1～3月） 
■ 17,160円

ハワイアンミュージシャン
レオ・ヤマダ

■ 第1・3木曜 13：00～15：00
■ 1/16から6回 （1～3月） 
■ 21,318円 焼成費別途

「ME AND MY GIRL」「愛あればこそ」（予定）
■ 12/15（日） 10：00～11：30
「愛と死の輪舞」「ひとかけらの勇気」（予定）
■ 2/22（土） 13：00～14：30
■ 各 会員 3,680円 一般 4,000円 

■ 1/11（土） 10：30～12：00 
■ 会員 4,000円 一般 4,600円 

全日本和装協会常任理事 戸村 房子
着付け講師 越前谷 都留子

一菜会公認教授 白鳥 由加利

■ 第3日曜 10：00～12：00
■ 1/19から3回 （1～3月） 
■ 10,296円

原一菜の金繕い入門
着付け上手

初級 ■ 第1・3水曜 13：00～17：00
　　 ■ 1/15から6回 （1～3月） 
　　 ■ 17,886円

占星術研究家 鏡 リュウジピアニスト 小原 孝

Photo by Yuka Komai

■ 第4月曜 13：00～14：30 
■ 1/27から3回 （1～3月） ■ 9,636円 

一般社団法人 日本カラリスト協会 近畿支部長
大石 和美

11/18（月）9：30 受付開始 11/18（月）9：30 受付開始 

04-7148-171104-7148-1711柏教室
詳 し く は W e b で ！

コンビニ・郵便振込も可能です。お申し込み手順 受付は先着順です。
直接、窓口でもお申し込みいただけます。WEB決済 または電話で予約 予約10日以内に 窓口でご入金ください。

無料 
【アクセス】
JR常磐線･東武野田線　柏駅西口より徒
歩1分。西口のエスカレーターで降りる。
ドラッグストア「マツモトキヨシ」の30m
先、「小田山ビル」4階。
【所在地】 
〒277-0842 千葉県柏市末広町4-16

髙島屋
本館
髙島屋
本館

髙島屋
新館

髙島屋
新館

髙島屋
S館
髙島屋
S館

受付
時間

日曜日は15：00まで
休業日：12/29（日）～1/4（土）9：30～18：00 入会金

割引特典

入会金5,000円+税定時講座はご入会が必要です。

4,000円+税

1,500円+税 
70歳以上 
学生

髙島屋友の会  髙島屋カード会員
2,000円+税 J：COM会員 高島屋駐車場料金 最大3時間無料
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＜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、窓
口での他、振込（コンビニ・郵便／要手数料）、ホームページでのクレジット支払がご利用いただけます。

＜個人情報保護について＞　NHK文化センターは、お客様の
個人情報の機密保持に万全を期しています。お客様の個人情報
は、講座に関する連絡や、NHK文化センターからのお知らせに
使わせていただくほか、お客様のサービス向上を図る目的で利
用させていただきますが、ご本人の同意なしに第三者に開示提
示したり、提供したりすることはありません。

※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。 ※写真はイメージを含みます。

外国語

くらしアラカルトくらしアラカルト

体験してみよう 食を楽しむ食を楽しむ

現地講座

ハンドメイドをはじめよう

25
1 昔の地震を発掘する

～活断層を掘って調べてわかること～

日本人は昔から湯治
で心身を癒してきまし
た。秘湯の中からおす
すめの名湯をご紹介。

■ 木曜 13：00～15：00 
■ 会員 3,570円 一般 3,900円 

日下 裕弘
茨城大学名誉教授

30
1 仲間や家族と行く
身近な秘湯めぐりへの招待

木々の葉も落ち、鳥を探すのに
最適な季節。都会からちょっと
離れてリフレッシュ。
■ 第2金曜 9：00～13：00 
■ 1/10から3回 （1～3月） 
■ 8,910円 

橋本 了次日本野鳥の会千葉県副会長
冬のバードウオッチング

15
2

馬券の種類や競馬新
聞の読み方などをレク
チャー。バックヤードツ
アーもお楽しみに。

■ 土曜 9：45～17：00 
■ 会員 4,400円 一般 4,950円 

中央競馬ピーアール・センター講師

初心者のための１DAY競馬教室
～東京競馬場（府中）～

ドイツ・オーストリアの伝統工芸をベースに、現代的にアレンジしたクラフトです。

体験
クリスマスリース
■ 12/5（木） 10：00～12：00
■ 会員・一般 2,300円 教材費 2,500円

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』

■ 金曜 13：00～15：00 
■ 会員 3,000円 一般 3,300円 教材費 1,100円

31
1

手作り餡とこだわりの材料で、
練切で節分の鬼、早春の鶯餅
を作ります。お土産 2個付き

富田 夏絵
和菓子教室おけや主宰

レンジでできる
本格和菓子作り

■ 土曜 13：00～15：00 
■ 会員 3,100円 一般 3,500円 教材費 4,620円

7
12

国産大豆と赤穂の塩、生
糀でこだわりの味噌を作り
ます。糀パワーの説明や甘
酒の試飲も。

生麹製造元 綿引 秀一

国産大豆でこだわり
味噌を寒仕込み

郷土料理「太巻きずし」を現代風にアレン
ジ。家族やお孫さんも大喜び。２本巻きます。

18
1 楽しい！美味しい！
デコ巻きずし教室

お正月

伝統からモダンまで、自由で多
彩な表現方法が学べます。お正
月花を体験します。

■ 火曜 15：30～17：30 
■ 会員・一般 2,981円 教材費 2,037円

栗原 裕香
小原流一級家元教授

24
12 小原流 ～お正月花～

30
11

■ 土曜 13：00～15：00 
■ 会員 3,432円 一般 3,784円 教材費 1,650円 

はじめてのそば打ち体験

大晦日に向けて、チャレンジし
てみませんか？十割そば作りの
極意をお伝えします。

宮澤 和彦蕎麦の膳たかさご四代目

26
12

水引や赤い実で華やかに
飾り、お正月花をアレンジし
ます。

大出 美知子

ENDO ETSUKO 
ART SALON

シックフラワーアレンジメント
～お正月のお花を生ける～

■ 木曜 10：00～12：00
■ 会員・一般 2,981円 教材費 2,530円 

コールドプロセス法で作
る、ほんのり甘い香りの、
お肌の潤いを保つ優しい
石けんです。

26
1

■ 日曜 11：00～13：00 
■ 会員 3,570円 一般 3,900円 教材費 2,000円

豆乳入りカモミールの
ハンドメイド石けん

坂倉 香依アロマセラピスト・ハーバリスト

5
2

パーチメントクラフトは、レースの
ようなペーパークラフト。コース
ターにもなります。
■ 水曜 10：00～12：00 
■ 会員・一般 2,750円 
　 教材費 1,500円 

鈴木 悦子
Letisia花てまり 主宰

パーチメントクラフトで
作る「イチゴのフレーム」

29
1

インポートファブリックを使用
した、初めての方向けのレッス
ン。中に収納ができます。

■ 水曜 10：00～12：30 
■ 会員・一般 3,091円 教材費 2,640円

杉岡 勝美
Atelier Cherry blossom主宰

カルトナージュの
ハウス型ボックス

17
1

「天の虫」と書く蚕。その蚕の繭から軽
やかで心和む春の花スイトピーを作り
ます。
■ 金曜 10：00～12：00 
■ 会員・一般 3,000円
　 教材費 2,750円 

酒井 登巳子（監修）花まゆ主宰
鈴木 和美（講師）花まゆ本部認定

「花まゆ」
～スイトピー～

新

9
2

自分のルーツを探す旅に出かけ
ましょう。専門家が調査事例をも
とに詳しく教えます。

■ 日曜 10：30～12：00
■ 会員 3,500円 一般 4,000円 

吉田 富美子
ファミリーヒストリー記録社

ファミリーヒストリーの
調べ方 11

1

健康的で美しくなるために必
要なトレーニングやストレッチ
を行います。
■ 土曜 13：40～15：10
■ 会員 3,570円 一般 3,900円 

天霧 真世

エクササイズトレーナー
元宝塚歌劇団星組男役

タカラヅカ式
健康ストレッチ

22
1

和紙でお金や物を包んで贈
る、日本古来の美しい礼法
「折形」について学びます。

■ 水曜 13：00～15：00 
■ 会員 3,400円 一般 3,700円 教材費 1,100円 

山根 一城（監修） 山根折形礼法教場宗主

亀井 安子同教授

暮らしに使える「折形」入門
おりがた

撮影された写真をアドバイスし
ます。カメラ技術や表現のレベ
ルアップを目指します。

■ 第2火曜 10：00～11：30
■ 1/14から3回 （1～3月） ■ 10,296円 

藤井 智弘
日本写真家協会会員

初心者から経験者まで!
プロによる写真講評講座 23

1

パートナーシップ、仕事、お
金、家族、あらゆる問題の背
後に潜む罪悪感との付き合
い方をレクチャー。
■ 木曜 19：00～20：30
■ 会員 3,570円 一般 3,900円 

根本 裕幸
心理カウンセラー

あなたの幸せを阻む
「罪悪感」との付き合い方

18
1

25
2

9
2

1
3

広告だけではわからない老人
ホームの仕組みとサービス。正し
い知識を得て納得のいく選び方
のコツを伝授します。
■ 土曜 13：00～15：00
■ 会員 4,010円 一般 4,700円 教材費 130円 

中村 寿美子
介護コンサルタント

失敗しない!
老人ホームの選びかた

般若心経をお写経し、仏教の教
えについてお話します。道具は
貸出いたします。

松久保 伽秀
法相宗大本山薬師寺執事

薬師寺の僧侶の
お話とお写経

日本には数多くの活断層があります。活
断層を知って、地震を正しく恐れましょう。

（独）産業技術総合研究所 地質調査総合センター
宮下 由香里

荒木 甫
「鴫」編集長

俳句を持ち寄り、句の鑑賞、批
評を通じて、基礎から楽しく学
びます。初心者歓迎です。

■ 第2・4金曜 13：00～15：00 
■ 1/10から6回 （1～3月） ■ 19,272円 

俳句に親しむ

伊藤 一
元NHKアナウンサー・ディレクター

小説、随筆、記事などを教材に
音読を楽しむ講座です。無理の
ない自然な表現を身につけて
いきます。

声に出して読む ～朗読の楽しみ～
渡邊 令恵かるた永世クイーン

百人一首 競技かるた

５万部のベストセラー『頑張らない英文法』の著者が
解説。初心者～中級者までレベルは問いません。

1/12（日）英語を書いてアウトプットしよう
2/9（日）正しいリスニングのやり方
3/8（日）気持ちを伝えられる英文法
協力：FM放送局「クローバーメディア」
■ 13：30～15：00 
■ 各 会員 3,550円 一般 3,850円
　 3回セット 会員 9,880円

おとなの英語サークル 
やりなおし英語クリニック

よく使われる慣用表現を覚え、
英会話を楽しみましょう。文法
の復習にも力を入れます。
■ 第2･4金曜 10:00～11:30
■ 1/10から6回 （1～3月） ■ 18,546円 

実用英会話 初級～中級

柿沼 義孝
獨協大学外国語学部ドイツ語学科教授

基本動詞の活用やあいさつが
できる方が対象。奥深いドイツ
語の面白さに触れましょう。

■ 第1･3木曜 13:10～14:40
■ 1/16から6回 （1～3月） 
■ 20,592円 

ドイツ語（入門）

チョン ドハン法務省韓国語講師 チョン ドハン法務省韓国語講師

韓国の社会、人々の考え方、歴史
的な背景に触れます。話ことばを
聞き、実践的に身に着けます。
レベルのめやす：韓国語検定 3級以上

ドラマで学ぶ韓国語

今やアジアにとどまら
ない人気のＫ－ＰＯＰ。
歌詞を通して韓国の世
界に入っていきます。
レベルのめやす：
韓国語検定 3級以上

K-POPで学ぶ韓国語

25
1

レクダンス・東京五輪音頭
2020 を覚えて、歌って、
踊って、観戦しませんか？
持物不要です。
■ 土曜 13:00～14:30
■ 会員 2,860円 一般 3,210円 

若柳 遊亀
遊亀の会・家元

みんなで踊ろう　
東京五輪音頭2020 !!

瑛乃 直美梅若清瑛邦楽教室
初めての方向けの体験講座。楽
器の解説や音取り（ねとり）まで
チャレンジします。
■ 土曜 13:00～14:00(予定） 
■ 会員 2,981円 一般 3,322円 楽器レンタル代 550円

25
1 ふれてみよう、津軽三味線

定時
入門クラス
■ 第2・4土曜 10：45～11：45 
■ 1/11から6回 （1～3月） ■ 17,886円

札の覚え方や取り方などを
学びながら、集中力、暗記
力が鍛えられます。

■ 日曜 13：30～15：30
■ 会員 6,864円 小2～高校生 5,720円
　 教材費 66円

14
12

スウェーデンの冬は楽しい行事が盛りだくさん。旅先で
使える簡単なスウェーデン語も。

児玉 千晶翻訳家

北欧スウェーデンの
クリスマスと冬の過ごし方

■ 土曜 10:30～12:00
■ 会員 3,565円 一般 3,870円 

ＮＨＫカルチャー×ラジオ番組『スキ度ＵＰイングリッシュ』コラボ企画

10
12

作り方の基本から、繊細
な模様を入れるコツまで
しっかりお伝えします。

■ 火曜 14：00～16：00 
■ 会員 3,570円 一般 3,900円 教材費 770円

義山 友紀
アイシングクッキー作家

オトナＣＵＴＥなアイシングクッキー 
～Christmas～

15
2

針と糸を使わず、リボンやレース
素材でお人形に洋服をアレンジ
して仕上げます。

ルルベちゃん®
ドールチャーム

■ 土曜 14：00～16：00
■ 会員 2,600円 一般 2,900円
　 教材費 3,300円

杉岡 勝美
Atelier Cherry blossom主宰

31
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手軽に織り体験ができます。素
材などを替えた作品もご紹介。
（作品：13㎝×13㎝）

廣田 マリ子

「楽習フォーラム」手織倶楽部
手織インストラクター

小さな織り機で作る
裂き織りのコースター

■ 火曜 10：00～12：00 ■ 会員・一般 3,212円 

透明水彩の味わいを生かして、や
わらかなタッチの水彩画に仕上げ
ます。

木下 美香画家

花好きさんのための水彩画
7

1

定時 ■ 第1･3火曜 A 10:00～12:00 B 13：00～15:00■ 1/7から6回 （1～3月） ■ 18,546円 

体験 ■ 12/13（金） 10:00～11:30 ■ 会員・一般 2,750円 

10
2

特徴ある形の捉え方
から毛並みの表現、愛
らしい表情を描くポイ
ントをお伝えします。

地本 義信生態画家

動物の表情を鉛筆で描く

■ 月曜 10:00～12:00 ■ 会員・一般 3,212円

定時 ■ 第2・4月曜 10：00～12:00■ 1/13から6回 （1～3月） ■ 19,272円 

6
1

人気の K-POP をオトナ可愛く
踊ろう。初めてでも大丈夫！高
校生～大人の女性対象。

江崎 恵スタジオハッピー代表

オトナ女子の！
K-POPカバーダンス

■ 月曜 19：00～20：00 ■ 会員・一般 3,000円

定時 ■ 第1・3月曜 19：00～20:00■ 1/6から6回 （1～3月） ■ 19,272円 

5
12

歌や詩を、身近かに感じる心地よさ。
少人数のグループ形式です。

高橋 淑子声楽家

好きな歌を歌おう!

定時 ■ 第2・4木曜 10：30～/13:00～ 他■ 1/23から5回 （1～3月） ■ 13,750円

春の花々で心が浮き立つようなパリスタイル
の華やかなアレンジを作ります。初心者歓迎
■ 金曜 13：00～14：30 ■ 会員・一般 2,648円 教材費 3,200円

江口 美貴（監修）Flower Salon Miki Art School主宰
（担当）Flower Salon Miki Art School 講師

江口美貴プロデュース
「春を先取りパリスタイル・アレンジ」17

1

定時
フラワーアレンジ・プルミエ
■ 第１・３金曜 13：00～15：00
■ 1/17から6回（１～3月）■ 15,840円 教材費 23,760円

クッキーの上にデコレーショ
ンします。初心者歓迎、基本
テクニックが満載のレッスン。

鈴木 麻里子
アイシングクッキー作家

ＣＵＴＥな春小物の
アイシングクッキー15

3

■ 日曜 13：00～15：00
■ 会員 3,570円 一般 3,900円 教材費 660円

独自の感性で人気のちりめん
人形作家浜肇子さんの作品か
ら、毎回１体を作ります。

ちりめん細工講師 上村 紀代子
「銀の針」のちりめん人形教室

31
3 フルードゥグラス
認定講座

■ 火曜 11：00～15：00 ■ 会員・一般 8,000円 教材費 11,000円 

氷の花のような、固まる
ハーバリウムの技法を学び
7作品を制作します。
（資格取得可）ユニバーサルデザイナーズ協会専任講師

廣澤 洋子

新 新

■ 第2・4木曜 A 13：30～15：00 B 15：30～17：00
■ 1/9から6回 （1～3月） ■ 19,272円 教材費 330円

■ 木曜 13:30～14:30 
■ 会員・一般 2,750円 教材費 100円 

■ 第2水曜 12：30～15：10 ■ 1/8から3回 （1～3月） 
■ 12,012円 教材費 5,500円/1作品 

■ 金曜 10：00～12：00 
■ 会員・一般 2,981円 教材費 2,420円（道具含む） 

■ 土曜 10：30～12：00 ■ 会員 3,570円 一般 3,900円

英語講師
塚本 睦子

デコ巻きずしマイスター 
なかむら みちこ

■ 土曜 14：00～16：00 
■ 会員 3,000円 一般 3,300円 教材費 1,800円

イングリッシュ・ドクター 西澤 ロイ

■ 火曜 10：30～12：00 
■ 会員 3,440円 一般 3,790円 お写教代 2,000円 

Le Chic Style 主宰 岡田 晴美

■ 第１月曜 10：00～12：00 
■ 1/6から3回 （1～3月） ■ 10,296円 教材費実費 

■ 第2･4火曜 14：10～15：30
■ 1/14から６回 （1～3月） ■ 19,272円

■ 第1･3･5火曜 14：10～15：30
■ 1/7から7回 （1～3月） ■ 22,484円




