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1年で学ぶ教養

春の新講座

くらしの歳時記

青山教室 受付開始

2/21 （水）
9:30 >>

2018春 03-3475-1151TEL. 「青山一丁目駅」直結の好アクセス！！
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NHKカルチャー 青山ホームページ限定講座も随時更新‼
全1,000講座がご覧いただけますホームページで24時間受付中

 開講時間が18時以降の講座。

江戸時代天才絵師が12人

ギリシャ神話〝史″にせまる 

世界宗教事件史

ルーヴル美術館の 
名画を読み解く

大人のキレイ大作戦 2018春 

知っておきたい、おしゃれの法則

シンプル思考ですっきり暮らす

ケイ山田の 
英国式コンテナガーデンと寄植え

自分をいたわる日々の重ね方

「しんどい母」との付き合い方60代現役モデルの
心とからだのポジティブケア

養老孟司に聞く『遺言。』

面白い！ 今泉忠明が語る 動物の進化と生態

町田康の古典講義 

ヒマラヤ大聖者の幸運を呼ぶ生き方 

季節を感じる！ 健康ウォーキング

マダム市川のナイスエイジングサロン

生き延びるための言葉教室 第2講

1年で描く日本画「鳳凰に挑戦」

はじめての漆芸教室

愛犬健康講座 病気予防の健康生活
古事記の天皇と人びと
恋と戦い、そして滅びゆく者たち

西洋中世探訪

夏目漱石 前期三部作をよむ

1年で味わいつくす
万葉集

出会いたい国宝 知る、学ぶ

ロマネスク美術とゴシック美術を
とおして知る西欧中世の宇宙

朗読はじめの一歩 AURORA写真塾 テーブルの上の光

人生を変えるファッションの力 装力とは

初姫さあやとうたう宝塚ソング 
娘役編

世界一伸びる柔軟講座

壁画でたどる
シルクロード仏教の道

若見えツヤ肌をつくる！
徹底オイル美容レッスン

「アスリートの魂」番組舞台裏に迫る！

「100分de名著」的哲学入門

名コンビが贈る！ わたしと「きょうの料理」 新 家庭料理の定番ベストレシピ

エリックさんと
親子で一緒に英語で遊ぼう！

NHK朝ドラ
トキが語る「わろてんか」

一枚の書 名書100選
書を読む、書を解く、書を知る

はじめての将棋 女性クラス

花ごよみ12か月
大久保信子の着つけの魔法 五感で楽しむ にほんの行事

初風緑と踊るみどり組公演
「めざせ！ジェントルウーマン」

まのあたり句会

南青山ウィメンズランニング部

かな楢崎クラス 基礎

90分で分かる西洋絵画入門 近代編

広重の江戸
浮世絵の舞台を巡る

スーパードクターが教える 筋膜リリース体操

○○○○○○○○○○○○○○○    『きょうの料理』テキスト創刊60年    ○○○○○○○○○○○○○○○

欲しいものを美しく手に入れる36のルール

JR東日本共催

■ 第4金曜 10:30～12:00 
■ 4/27から12回 （4～3月） ■ 40,435円 教材費 388円

■ 第3金曜 19:00～20:30 
■ 5/18から8回 （5～12月） ■ 26,956円 教材費 259円

■ 第3月曜 15:30～17:00
■ 4/16から12回（4～3月） ■ 40,435円 教材費 1,296円

■ 第1月曜 18:30～20:00 
■ 5/7から11回 （5～3月） 
■ 37,065円 教材費 2,376円

■ 4/18、5/16、6/20（水） 19:00～21:00
■ 会員 20,217円 一般 23,587円

■ 6/10（日） 13:30～15:30 
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

■ 6/10（日） 10:30～12:00 
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

■ 第1水曜 13:00～14:30 
■ 4/4から6回 （4～9月） ■ 21,578円 教材費 25,920円

■ 通し受講4回 会員 8,013円 一般 9,236円 ■ 1回受講 会員 2,500円 一般 2,800円 ■ 学生・大学生無料（要予約）

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

■ 4/21（土） 16:00～17:30 
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

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

■ 4/9（月） 13:00～14:30 
■ 会員 3,931円 一般 4,611円

■ 4/14（土） 15:30～17:00 
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

■ 6/28（木） 19:00～20:30 
■ 会員 4,492円 一般 5,173円

■ 4/23（月） 19:00～20:30 
■ 会員 3,931円 一般 4,492円

■ 4/3（火） 13:30～15:30 
■ 会員・一般とも3,240円
協力：ヨネックス株式会社

■ 第4金曜 13:00～14:30 
■ 4/27から6回 （4～9月） 
■ 23,587円 教材費 6,480円

■ 4/7（土） 16:00～18:00 ■ 会員 3,369円 一般 4,050円

■ 第3日曜 12:00～16:00
■ 4/15から11回（4～3月） 
■ 64,270円

■ 第1･3･5月曜 13:00～15:00 
■ 4/2から6回 （4～6月） ■ 34,408円 初回道具代7,560円

■ 4/26、5/24、6/28（木） 10:30～12:00 
■ 会員10,108円 一般12,150円 教材費 388円

■ 第3金曜 13:00～15:00 
■ 5/18から10回 （5～3月） ■ 35,964円 教材費 324円

■ 第1火曜 10:30～12:00 
■ 4/3から12回 （4～3月） 
■ 40,435円 教材費 388円

■ 指定木曜 13:30～15:00 
■ 4/19から12回 （4～3月） ■ 40,435円 教材費 388円

■ 第4月曜 10:30～12:00 ■ 4/23から12回 （4～3月）
■ 40,435円 教材費 596円

■ 第3金曜 10:30～12:00 
■ 4/20から12回 （4～3月） 
■ 40,435円 教材費 129円

■ 第1金曜 13:00～14:30 ■ 4/20から11回 （4～3月） ■ 37,065円

■ 第2･4金曜 10:00～12:00 
■ 4/13から12回 （4～9月） ■ 40,435円

■ 4/22（日） 13:30～15:30 
■ 会員 4,492円 一般 5,173円 

■ 指定土曜 13:00～15:00
■ 4/7から6回（4～9月） ■ 23,587円 教材費 6,998円

■ 第2・4土曜 15:40～17:00
■ 4/14から11回（4～9月） ■ 40,867円

■ 4/22（日） 13:30～16:00 
■ 会員 5,616円 一般 6,739円

■ 第3木曜 13:30～15:00 
■ 4/19から12回 （4～2月） 
■ 40,435円 教材費 388円

■ 6/22（金） 13:30～15:00 
■ 会員 2,246円 一般 2,808円
協力：株式会社ハーバー研究所

■ 3/18（日） 10:30～12:00 
■ 会員 2,700円 一般 3,369円

① 「哲学とは何か」 プラトンとフッサール
② 「人間とは何か」 ニーチェとハイデガー
③ 「社会とは何か」 ルソーとヘーゲル
■ 4/21、5/12、6/9（土）
　 16:00～ 18:00
■ 会員 10,789円 一般 12,830円（1回受講も可）

■ 5/14（月） 13:30～15:00
■ 会員 3,823円 一般 4,492円

■ 6/9（土） 11:00～12:30 
■ 会員 3,369円 一般 4,050円 教材費 1,620円

■ 3/31（土） A 10:30～11:30 B 13:00～14:00 
■ 各回会員親子 3,369円 一般親子 4,050円

■ 3/18（日） 13:30～15:00
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

■ 第2火曜 15:30～17:00 
■ 4/17から12回 （4～3月） ■ 40,435円 教材費 1,296円

■ 毎水曜 10:00～11:30 
■ 4/4から12回 （4～6月） 
■ 40,435円 教材費 388円

■ 第2日曜
　 10:00～12:00 
■ 4/8から12回 
■ 43,156円 教材費別途

基本編-10回で変わる姿と心
■ 第2火曜 15:30～17:30 
■ 4/10から10回 （4～3月） ■ 33,696円
応用編-10回で叶える粋な装い
■ 第4火曜 15:30～17:30 
■ 4/24から10回 （4～3月） ■ 33,696円

■ 第3日曜 13:00～15:00
■ 4/8から8回 （4～3月）
■ 28,771円 教材費別途

■ 第1・3・5火曜 15:30～16:45
■ 4/17から12回（4～9月） ■ 53,913円

■ 6/30（土） 13:00～16:00
■ 会員 4,719円 一般 5,400円

■ 毎月曜 14:15～15:15
■ 4/16から5回（4～5月） 
■ 16,848円

■ 指定火曜 19:00～ 20:30
■ 5/29から8回（5～ 3月） ■ 31,449円

■ 第1・3・5月曜 10:30～ 12:00
■ 4/2から13回（4～ 9月) ■ 43,804円

■ 第4水曜 13:30～15:00
■ 4/25から6回（4～9月） 
■ 22,291円 教材費 648円

■ 6/8（金） 13:00～14:30 
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

13:30～ 15:00 16:00～ 17:30 16:00～ 17:30 16:00～ 17:30

■ 5/6（日） 13:00～14:40 
■ 会員 6,739円 一般 7,862円
　 ※参加者全員に新刊サイン入りプレゼント

漱石の新聞連載小説の中から前期三部
作といわれる『三四郎』『それから』『門』
を、それぞれ4回ずつ 12 回にわたっ
て読んでいきます。

天才的絵師が綺羅星のごとく光り輝く
江戸時代から12 人にご登場を願い、
百花繚乱の絵画世界へ、タイムスリッ
プしてみましょう。

なぜ一つの神話に諸説あるのか。なぜ神話
は作り変えられるのか。歴史、政治、科学、
哲学、天文学のすべてを内包していた古代
ギリシャ神話にディープにせまる。

宗教がわかれば世の中がわかる。過去
から現代の宗教事件を取り上げ、直近
の事件にも触れ、歴史・社会との関わり、
宗教の今後を解説。

「芸術の国」フラン
スが世界に誇るルー
ヴル美術館。その
至極の絵画コレク
ションの必見作品、
注目作品をご紹介い
たします。

各回美容のプロが
すぐに実践できる
キレイのワザを基
礎からトレンドまで
余すことなく伝授し
ます。（限定48名）

「おしゃれ迷子」にならないために
は洋服選びの法則がある。70歳
のファッションディレクター兼人気
ブロガーが語る大人のおしゃれ術。

持たない暮らしの中で自分自身と
どう向き合っていくのか、頭と心
の片づけ方を中心に、心地良い暮
らしづくりをご紹介します。

英国園芸の考え方を学び、植物たちと向
き合いながら寄植え製作を楽しみます。

「宇治拾遺物語」「御伽草子」の独創
的な現代語訳が話題となった作家
が、古典の魅力を語ります。朗読も
あります。

お肌、髪、からだ、心。年齢とともに
変わっていく自分と上手につきあっ
ていくためのシンプルケアと、幸せ
になるファッションの楽しみ方を伺
います。

年齢を重ねるごとににじみ出る内
面の美しさ。今だからこそできる
自然体で心豊かな日々の重ね方、
幸せに暮らすヒントをお話しいただ
きます。

『ざんねんないきもの事典』を監修、野
生動物研究の第一人者の今泉さんに、
面白い動物の話や、上野動物園での動
物解説員時代のエピソード等をお話し
いただきます。

女性で史上初、「究極のサマディ（悟
り）」に達したインド政府公認のシッ
ダーマスター（ヒマラヤ大聖者）が、
心に翻弄されない幸せな生き方に
ついて語ります。

楽しい生活に欠かせない歩くこと。そのための正しいウォーキングを
座学で学びます。学んだ後は、教室近辺で季節を感じながらウォー
キングの実践を行います。※ウォーキングシューズのお土産付

歳を重ねるごとに芳醇な香りを増していく
ワインの様なそんな素敵な年の重ね方を
ご一緒に考えてみませんか？

世界の生きづらさと対峙し、それ
ぞれの舞台で言葉を紡ぎ続けるお
二人に、書くことの源や道のりにつ
いて、じっくりお話いただきます。

平安と繁栄の象徴、鳳凰を描きま
す。一年かけてじっくりと伝統的
なモチーフと画材に向き合います。

器や匙など暮らしの道具を漆で作ってみま
せんか。木地に漆を塗って仕上げるだけで
なく、麻布を使う乾漆や、表面を飾る蒔絵
や螺鈿など様々な技法も教えます。

「豊富な情報、正確なる判断、適切な飼い方」で「介護
のない一生を」という願いを込め、愛犬が、健康に、長
生きする知識を学びましょう。毎回、質問も受け付けます。

中世を理解できれば現代がより正確に
見えてくる。ヨーロッパの社会と文化の
特質を丁寧に解説。

古代の天皇、天皇を取りまく女たちや御子や臣下たちが語られる中・下巻を
読みます。神話からは見えてこない、古代の人びとの心や行動に出会います。

ロマネスク、ゴシック時代を飾った建築、彫
刻、絵画をとおして中世の独特で華やかな
美術の諸相を紹介し、中世の宗教的な生活
や死生観などに思いを馳せましょう。

古代の歌のアンソ
ロジー「万葉集」。
時代の流れに即し
ながら特徴ある歌
を選び、読み通し
ます。人間の命と
心に触れる歌の醍
醐味を味わいます。

文芸作品などのイメージを「声」で表現する
楽しさを味わいませんか。自然な声、自然な
読みで心地よく伝わる表現をめざします。

なりたい未来を装いで表現できる「装力」
を体験しましょう。変わるきっかけとし
てスカーフ実践で「あなたの似合う」も
のもアドバイスします。

人気フォトグラファーNana* さんの
テーブルフォトレッスン。コップの雫、
珈琲の湯気、花の透明感をカメラで捕
まえましょう。

輝かしい宝塚の名曲を、娘役の美しい発
声、歌い方、動きなどを取り入れて楽し
く歌ってみましょう。

ＮＨＫ「趣味どきっ！」に出演、一流アスリー
トから絶大な支持を得る講師が、話題の「柔
軟」を楽しく徹底解説＆実践指導します。

人気の美容オイル「スクワラン」を使った大人のシンプルケア講座です。肌
老化の原因「乾燥」にアプローチする１分４０秒ケアから肌悩みの対策ケアまで、
若々しく美しい肌のつくり方を学びます。※著書とミニスキンケアのお土産付

インドから日本に
いたる北伝仏教
の本流を、各地
域・各時代を代
表する壁画作品
を見ることで辿っ
ていきます。

なぜ今『遺言。』を書いたか、本書
で取り上げられた動物と人間の違い、
現代社会における「意識」の問題と
は？ 養老先生に縦横無尽にお話いた
だきます。

トップアスリートたちの精
神、生き方を追いかけて
きた番組制作者が、制
作の裏側や印象に残った
エピソードを語ります。

ＮＨＫ・Ｅテレ「えいごであそぼ」への
１９年間の出演などでもおなじみのエ
リックさんと、親子で一緒に歌や遊び
を通して、英語の魅力を体感してみま
しょう！！※対象：４～６歳

2017年度の人気コーナー「新 家
庭料理の定番 60」。中でも特に人
気のレシピをデモ＆試食でご紹介。
番組やレシピ誕生のウラ話も。

母との確執を描いた著書で「毒母」
を社会現象にまでした田房さん。ど
うやって、母から逃れ、自分の人生
を取り戻せたのか。その過程でみえ
てきたものは？

シリーズ 3年目！歴史上の代表的な書を
取り上げ、作品に即して語ります。書の
見方、書き方、楽しみ方、書の全体像
が手にとるように見えてきます。

「100分de名著」の名物講師が、哲学史を彩
る巨人たちの思想のエッセンスを、3つのテー
マを考えながら、わかりやすく紹介します。

ヒロインを子どもの頃から支
えてきた女中トキ。「わろてん
か」の魅力と撮影現場のエピ
ソードを語ります。

将棋は知的で楽しいゲーム。頭のトレーニング
として女性愛好者も急増中です。初めての方、
もう一度基本から学びたい方、ぜひどうぞ。

新緑、雨の似合う
花、菊づくし、し
め飾り、桜…。
季節のめぐりを感じ
ながら、身近な草花
の生け方・愉しみ方
を学びます。

舞台の着付を数多く
手掛ける講師の着付
術。余分は省いて知
恵とセンスで着物を
楽しみます。

日本の食卓に「おいしい」を届け続
けるお二人に、家庭料理への思いや
番組エピソードをお話いただきます。

四季折々の素材を
愛で、飾りやお供え
ものを作ったり、旬
の一品を味わいなが
ら、節句や季節の習
わしの由来、暮らし
への取り入れ方を学
びます。

初風緑と一緒に、イケかっこいい男役ダ
ンスを踊りませんか？気分が盛り上がるこ
と間違いなし！みどり組 第 1期生募集中！

体ひとつで気軽に始められるランニ
ング。５つの大切なポイントをおさえ
て、キレイに気持ちよく走りましょう。
（初心者向）

西洋絵画に造詣の深い山田五郎さんの
大人気講座が今春も！ロマン主義からシュ
ルレアリスムまで、近代の西洋絵画を山田
流に紐解きます。知識ゼロでも楽しめる！

初めてかな文字を学びたい方に基本から
丁寧に指導します。王朝の雅の世界を感
じ、心豊かに書と向き合っていきましょう。

広重「名所江戸百景」を現地と見比
べます。教室・現地交互。初回は広
重生誕の地で原安三郎コレクション
をご覧いただきます。

「ためしてガッテン」等で話題の“筋膜
博士”竹井先生が、筋膜のよじれによ
る骨格のゆがみやコリ、むくみなどを改
善するセルフケア方法をお教えします。

プロ俳人の句会を「目の当たり」にして、選句・句評を学ぶエン
ターテイメント! 今回はNHK俳句選者4名が一堂に会します。

国宝 1100 作品の中から文化的、美
術的、学術的に秀でた美術工芸品に
光を当て魅力をわかり易く解説。

母として、大切な人のパートナーとし
て、仕事をする女性として。いろんな
表情を持つ魅力あふれるひとにはこ
んなルールがあった！神崎さん初の生
き方のお話と2018春夏メイク！

河野元昭

藤村シシン

島田裕巳

矢澤佳子

伊藤緋紗子金森 穣 森村泰昌 中野京子

結城アンナ

毛利理美
田房永子 今泉忠明

ＯＫ和男

市川吉恵

廣森知恵子

加藤丈博

若山正之

川瀬由照藤崎 衛

三浦佑之

小森陽一

内藤 明

田中久美子

石井庸子 Nana*

政近準子

初姫さあや

中野ジェームズ修一

養老孟司 町田 康
中島慎治

ワタナベマキ

森 美智代

エリック・ジェイコブセン

ケイ山田 ほか

岸 政彦
文月悠光

橋本 遥

相川圭子

徳永えり

石川九楊

小林大二

雨宮ゆか
大久保信子

広田千悦子

やまぐちせいこ
KUBOKI高橋里帆髙橋ミカ

佐藤治子

鈴木登紀子
後藤繁榮

山田五郎

初風 緑

楢崎華祥（監修） 小池満紀子
大野幸子（指導）

竹井 仁

ヤハラリカ

宇多喜代子

増記隆介
輿石英里子

櫂未知子 岸本尚毅 星野高士

西 研

神崎 恵

静嘉堂文庫美術館館長

早稲田大学非常勤講師

俳優

書家・書道史家

エッセイスト・翻訳家

ギリシャ神話研究家

国立ルーヴル学院卒

舞踊家・演出振付家

作家・宗教学者

現代美術家 作家・ドイツ文学者

漫画家・エッセイスト

ウォーキングプロデューサー

エレガントライフコーディネーター

ハーバービューティプロデューサー

日本画家

漆芸作家・東京藝術大学非常勤講師

若山動物病院院長
「いぬのきもち」監修者

千葉大学名誉教授

神戸大学大学院
人文学研究科 准教授

早稲田大学教授

東京大学教授

茨城大学准教授

元ＮＨＫアナウンサー フォトグラファー

パーソナルスタイリスト創始者

文星芸術大学教授

モデル・タレント

モデル

元宝塚歌劇団花組娘役

ＰＴＩ認定プロフェッショナルフィジカルトレーナー

東京大学名誉教授 作家

「アスリートの魂」「超人たちのパラリンピック」チーフ・プロデューサー

英国園芸研究家

ミュージシャン

料理研究家

社会学者
詩人

動物学者

日本将棋連盟普及指導員

ヒマラヤ大聖者 ヨグマタ

「日々花」主宰
きものスタイリスト 日本の文化・歳時記研究家

中道ミニマリストエステティシャン ヘア＆メイクアップアーティスト

madame H 

編集者・評論家

元タカラジェンヌ

料理研究家
NHK「きょうの料理」
アナウンサー

日展会員 国際浮世絵学会理事

首都大学東京大学院教授

ランニングアドバイザー・モデル

早稲田大学教授

東京医科大学教授・哲学者

美容家

撮影・篠山紀信

「おもしろい！進化のふしぎ　ざんねんないきもの事典」
監修：今泉忠明　出版社：高橋書店

Photo by Kikuko Usuymama

体験 ■ 4/4（水） ■ 会員 7,916円 一般 8,596円

4/22
（日）

6/28
（木）

4/9
（月）

4/14
（土）

4/6
（金）

4/21
（土）

4/23
（月）

 4/23
（月） 

6/10
（日）

6/10
（日）

5/1
（火）

5/12
（土）

5/31
（木）

5/13
（日）

3/18
（日）

4/18
（水）～

5/6
（日） 
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教養を深める

NHKラジオの公開収録をする講座です。

受講料：毎週の講座は原則3ヶ月分（4～6月）、隔週の講座は原則6ヶ月分（4～9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。

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数
ほんとうの古代史
倭の五王の時代を探る

明治大学兼任講師
河内春人

第1水曜
13:30～15:00

20,217円
教材費 648円 ⑥

思い込みの日本古代史に挑む 奈良県立万葉文化館 名誉研究員
松尾 光

第2金曜
13:00～14:30 20,217円 ⑥

JR「大人の休日倶楽部」共催 
中世の古文書を読む 武田勝頼編 Ⅱ

立教大学兼任講師
丸島和洋

第3木曜
15:30～17:00

20,217円
教材費 648円 ⑥

もういちど学ぶ日本史 信長から秀吉へ 日本体育大学准教授
舘鼻 誠

指定月曜
15:30～17:30

16,848円
 教材費 432円 ⑤

戦国史最前線「戦国武将と茶道」
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

20,217円
 教材費 324円 ⑥

大江戸物語・歴代将軍記 作家
林 えり子

第2木曜
10:30～12:00

20,217円
教材費 648円 ⑥

大人の京都学 京の社寺をゆく
歴史秘話と界隈散歩

らくたび副代表
若村 亮

第2金曜
15:30～17:00

20,217円
教材費 324円 ⑥

明治維新150年 幕末事件簿 神田外語大学准教授
町田明広

第3土曜
10:30～12:00

20,217円
 教材費 518円 ⑥

古代オリエント世界への招待
古代イランの歴史

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

40,435円
教材費 648円 ⑫

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

20,217円
 教材費 324円 ⑥

ヒエログリフを読もう 入門の入門 早稲田大学ヨーロッパ
文明史研究所研究員
秋山慎一

毎火曜
17:05～18:05

40,435円
 教材費 540円 ⑫

ヒエログリフを読もう 毎火曜
15:30～17:00

40,435円 
教材費 648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

40,435円 
教材費 324円 ⑫

JR「大人の休日倶楽部」共催 
シルクロード人物列伝 
「長安の春」の主役たち

元NHKシルクロード取材団長
中村清次

第2水曜
13:00～14:30

20,217円
教材費 324円 ⑥

おもしろ発見 シルクロード史の謎
飛鳥仏の源流 麦積山石窟

NHK旧「シルクロード」取材班団長
中村清次

第1水曜
10:30～12:00

10,108円 
教材費 162円 ③

中華帝国はどのように形成されたかXⅠ
現代編

国際教養大学特任教授
金岡秀郎

第1金曜
10:30～12:00

16,848円 
教材費 540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

20,217円
教材費 64円 ⑥

読み直し世界史XⅠ
平易な枠組みで学ぶ世界の歴史

元北海道教育大学教授
宮崎正勝

第1木曜
10:30～12:00 20,217円 ⑥

樋口恵子の「人生百年時代の到来」 評論家
樋口恵子

第4水曜
13:30～15:00

16,848円 
教材費 324円 ⑤

現代日本の群像 慶應義塾大学名誉教授
池井 優

第4火曜
10:30～12:00

20,217円 
教材費 194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

20,217円 
教材費 324円 ⑥

ニュースで読み解くニッポン経済
経済をよりやさしく、よりとっつきやすく

元日経新聞記者・エコノミスト
鈴木海三

第1･3水曜
15:00～16:30 18,208円 ⑥

知られざる演奏家たち NHK交響楽団コンサートマスター
篠崎史紀（マロさん）

指定月曜
13:30～15:00 26,956円 ⑥

ベートーヴェン生誕250年に向けて
ピアノソナタ全曲シリーズ（第5～ 8回）

ピアニスト
後藤 泉

指定木曜
13:30～15:00

14,385円
1回受講料 4,384円 ④

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

第1火曜
13:30～15:00 20,217円 ⑥

クラシック入門 ピアノ名曲サロン
作曲家・ピアニスト
中山博之

第3･5火曜
13:30～15:00 23,587円 ⑦

よくわかる楽典入門
楽譜の基本知識と楽曲分析

第2金曜
10:30～12:00

45,360円 
教材費 1,944円 ⑫

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

37,065円 
教材費 237円 ⑪

「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

20,217円 
教材費 324円 ⑥

西洋絵画史入門
美術展を楽しむための基礎知識

大妻女子大学准教授
貫井一美

第2･4火曜
10:30～12:00 33,696円 ⑩

ヨーロッパ 王朝の美術史 東京藝術大学専門研究員
岩谷秋美

4/10・5/8・6/12 （火）
13:00～14:30

10,108円 
教材費 194円 ③

 プラド美術館展を楽しむ
黄金世紀のスペイン絵画

大妻女子大学准教授
貫井一美

3/6 （火）
13:30～15:00

会員 3,369円
一般 4,050円 ①

“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 20,217円 ⑥

庭園とその魅力 現地講座と座講 ガーデンデザイナー
烏賀陽百合（うがやゆり）

第4火曜
13:00～14:30

20,930円
教材費 4,536円 ⑥

正倉院宝物と唐招堤寺 早稲田大学名誉教授
大橋一章

第2･4水曜
10:30～12:00

33,696円
教材費 216円 ⑩

やさしい仏像の見方 東国の仏たち① 武蔵野美術大学講師
萩原 哉

第2土曜
13:30～15:00

16,848円 
教材費 270円 ⑤

仏像鑑賞入門 仏教研究家
瓜生 中

第1･3木曜
15:20～17:10

40,435円
教材費 518円 ⑫

国宝美術の旅 四国大学教授
真鍋俊照

第3土曜
13:30～15:00 20,217円 ⑥

民藝と茶の湯 明治大学准教授・哲学者
鞍田 崇

第2木曜
19:00～20:30 20,217円 ⑥

和菓子の文化と歴史 和菓子研究家
青木直己

第2土曜
10:30～12:00

20,217円
教材費 3,564円 ⑥

広重の江戸 浮世絵の舞台を巡る 国際浮世絵学会理事
小池満紀子

第4水曜
13:30～15:00

22,291円
教材費 648円 ⑥

お江戸へタイムスリップ2018
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 20,217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

第1･3･5土曜
13:00～15:00 ２６，９５６円 ⑧

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

20,217円
 教材費 324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

20,217円
教材費 324円 ⑥

 くずし字（変体仮名）を読むため
の体験講座 明治大学兼任講師

小島裕子

3/29 （木）
13:00～14:30

会員 3,369円 
一般 4,050円 
教材費 150円

①

くずし字で御伽草子を読む
『浦嶋太郎物語』

第1木曜
15:00～17:00

16,848円
教材費 540円 ⑤

選りすぐり源氏物語 光源氏と女君た
ちの世界を読む 明石・澪標

専修大学教授
今井 上

第1･3･5金曜
10:00～11:30 37,065円 ⑪

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 40,435円 ⑫

源氏物語の世界 跡見学園女子大学名誉教授
室伏信助

第2･4土曜
10:15～12:15 40,435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

20,217円
教材費 64円 ⑥

枕草子の魅力と謎
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 20,217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 20,217円 ⑥

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

43,804円
教材費 1,404円 ⑬

万葉びとのこころと暮らし 慶應義塾大学教授
藤原茂樹

第4火曜
15:30～17:00

20,217円
 教材費 194円 ⑥

作家たちの綴る「土地と町」を味わう 元茨城大学教授
杉井和子

第1水曜
13:00～14:30 20,217円 ⑥

イタリア古典のたのしみ 元慶應義塾大学教授
白崎容子

第4火曜
13:00～14:30

16,848円
 教材費 162円 ⑤

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 43,804円 ⑬

なぜ観音がいちばん多いのか
仏像で探る仏教の世界

作家・宗教学者
島田裕巳

第1土曜
10:30～12:00

20,217円
 教材費 259円 ⑥

仏教概説 立正大学名誉教授
伊藤瑞叡

第3月曜
10:30～12:30

20,217円
 教材費 324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

20,217円
 教材費 259円 ⑥

薬師寺物語

カリスマ講師に学ぶ近代文学の名作

宇宙エレベーターが切り拓く人類の未来

ギリシア人の世界と古代オリンピック

AI(人工知能)の現状と展望

世界鉄道紀行 異文化交流の舞台

 「広辞苑」編集部を訪ねる
 はじめての小林秀雄

　 詩と哲学が出会う場所

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

「プーシキン美術館展
　 ―旅するフランス風景画」を楽しむ
　 モネ《草上の昼食》を中心に

日本人とは何か
日本文化の世界観を学ぶ

今月の芝居・来月の芝居 歌舞伎をもっと愉しむ

決算書は面白い
　 簿記を勉強する前に、勉強した後に 

イタリアのオペラへの招待

 ラファエロの壁画を読み解く
　 ―ヴァティカン宮殿「署名の間」の装飾―

『万葉集』の世界 巻一を読む

ルネサンス美術の始まりと展開

訪ねてみたいヨーロッパの宮殿
古代・中世の「築城宮殿」

 もう一度まなぶ西洋史
　 古代ローマの皇帝権力

戦国社会への招待
戦争・政治・習俗

東海道の真実 「53次」と「57次」

 ベストセラー 文芸翻訳教室 

 校閲記者の「すごい」技術

「名著再読」 人生の終わりに読み返す文庫本

 フランスの宮廷美術 ルネサンスからまでロココまで

パリの魅力 
文化のプロムナード

 ≪数学を楽しむ中村塾≫
　 「零の発見」物語

表象のなかの地中海 
協力：地中海学会

歌舞伎の世界へようこそ

 宇宙の謎、地球外生命は存在するか

壮麗なるバロック都市カターニア

続・英雄たちのストーリー

 イタリアの二都市をめぐる
　 文化を味わう美術の旅

 須賀敦子の世界
　 彼方からの声、彼方へのことば

世界の“今”を読む

欲望論哲学の新地平
　 「存在の謎」・「価値の謎」

 生誕900年記念 西行の生涯と作品

 名場面で味わう『源氏物語』

万葉びとの世界 古事記神話と日めくり万葉集

 源氏物語をよむ 若菜下

 「唐詩選」を読む

 龍が教える帝王学 中国古典「易経」

歴史ロマン 百人一首の歌と生涯

 蒔絵の器を楽しむ 装飾の意味 

 お稲荷さんの謎

染織文化見聞録
見て、聞いて、感じたこと

 ユネスコ世界の記憶登録 「上
こう

野
ずけ

三
さん

碑
ぴ

の謎をさぐる」

 陶磁器修復ものがたり
　 大英博物館から庭園美術館まで

■ 3/19、4/23（月） いずれも午後2回（14:00～ 15:20、15:40～ 17:00） 
■ 4回 会員 6,307円 一般 7,214円

■ 3/13、3/27、4/10、4/24、5/15、5/29（火） 15:30～ 17:00
■ 6回 会員 9,460円 一般 10,821円

■ 5/10、5/17、5/24、6/7（木） 15:30～ 17:00 
■ 4回 会員 6,307円 一般 7,214円

■ 5/15、5/29、6/5、6/19、7/3、7/17（火） 13:30～ 15:00 
■ 6回 会員 9,460円 一般 10,821円

■ 2/28、3/14、3/28、4/18（水） 13:30～ 15:00
■ 4回 会員 6,307円 一般 7,214円

■ 3/9 （金） 10:30～、13:00～、3/20 （火）15:30～、17:00～
■ 4回 会員 6,307円 一般 7,214円 教材費 432円

■ 3/24（土）13:30～ 15:00
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

■ 5/20（日） 10:30～ 16:10
■ 会員 11,793円 一般 13,824円

■ 第4水曜 10:30～ 12:00
■ 4/25から6回 （4～ 9月） ■ 20,217円 教材費 64円

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

■ 第1水曜 15:30～17:00
■ 4/4から6回 （4～9月） ■ 20,217円 教材費 648円

■ 第1･3･5土曜 10:30～12:00
■ 4/7から12回 （4～9月） ■ 43,804円

■ 5/8、5/15、5/22（火） 19:00～ 20:30
■ 会員 10,108円 一般 11,793円 教材費 324円

■ 第3土曜 13:00～ 15:00
■ 4/21から5回（4～8月） ■ 16,848円 教材費 54円

■ 第3水曜 13:30～15:00
■ 4/18から6回（4～9月） ■ 20,217円 教材費 54円

■ 6/2、9（土） 10:30～ 12:00
■ 会員 6,739円 一般 8,100円

■ 第2・4金曜 14:00～ 15:30
■ 4/13から4回（4～ 5月） ■ 13,478円 教材費 129円

■ 第3木曜 13:00～ 14:30 ■ 4/19から6回（4～ 9月）
■ 20,217円 教材費 648円

■ 第1土曜 10:30～12:00
■ 4/7から6回 （4～9月） ■ 20,217円 教材費 648円

■ 第3木曜 19:00～20:30
■ 4/19から6回 （4～9月） ■ 20,217円

■ 5/19（土） 16:00～17:30
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

■ 第3水曜 10:00～ 11:30
■ 4/18から10回 （4～ 3月） ■ 33,696円 教材費 540円

■ 4/27、5/25、6/22（金） 13:00～ 14:30
■ 会員 10,108円 一般 12,150円 教材費 324円

■ 5/8、6/12、7/10（火）
　 15:30～ 17:00
■ 10,108円 教材費 97円

■ 4/21（土） 15:30～17:30
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

■ 第1月曜
　 13:30～ 15:00
■ 4/2から6回（4～ 9月） 
■ 20,217円 教材費 324円

■ 第1･3･5木曜 10:30～12:00
■ 4/5から11回 （4～9月） ■ 37,065円 教材費 237円

■ 4/23、5/28、6/25（月） 13:00～ 14:30
■ 会員 10,108円 一般 12,150円 教材費 500円

■ 4/11、5/9、6/13（水） 10:30～12:00
■ 11,793円 教材費 648円

■ 第3月曜 13:00～14:30 ■ 4/16から6回（4～9月）
■ 20,217円 教材費 324円

■ 3/17、3/31（土） 13:30～15:00
■ 会員 6,739円 一般 8,100円 教材費 324円

■ 5/27（日）10:30～ 16:10 ■ 会員 11,793円 一般 13,824円

■ 第3水曜 15:30～ 17:00
■ 4/18から6回 （4～ 9月） 
■ 20,217円 教材費 648円

■ 4/7、5/19、6/30（土）
　 15:30～ 18:00
■ 会員 13,478円 一般 15,519円 教材費 324円

■ 5/10、17（木） 13:30～15:00
■ 会員 6,739円 一般 8,100円

■ 第2火曜 13:00～14:30
■ 4/10から5回 （4～9月） ■ 16,848円

■ 第4月曜 10:30～ 12:00
■ 4/23から6回 （4～ 9月） ■ 20,217円

■ 第2・4月曜 13:00～14:30
■ 4/23から9回（4～9月） ■ 30,326円

■ 第3木曜 13:00～ 14:30
■ 4/19から6回 （4～ 9月） ■ 20,217円 教材費 64円

■ 3/23（金） 18:30～ 20:00
■ 会員 3,596円 一般 4,276円

■ 第2土曜 13:30～ 15:00
■ 4/7から6回 （4～ 9月） ■ 20,217円 教材費 583円

■ 第3木曜 19:00～ 20:30
■ 4/19から6回 （4～ 9月）
■ 20,217円 教材費 1,944円

■ 6/6（水） 16:00～ 17:30
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

■ 4/16、5/14、6/11、7/16 （月） 10:30～ 12:00
■ 会員 14,385円 一般 17,107円 教材費 1,296円

■ 5/11 （金） 13:30～ 15:00
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

■ 第2金曜 10:30～12:00
■ 4/13から6回（4～9月）
■ 20,217円 教材費 388円

■ 4/11、18（水） 10:30～ 12:00
■ 会員 6,739円 一般 8,100円

■ 第3木曜 10:30～12:00
■ 4/19から6回 （4～9月） 
■ 20,217円 教材費 324円

写経勧進による白鳳伽藍復興の話も交え世界遺産・薬師寺を解説。

受験生から圧倒的人気を誇る現代文講師とともに、近代日本文学を鑑賞していく。

ロケットに代わる乗り物として期待される宇宙エレベーター。その全貌を紹介。

ギリシア人が残した2つの遺産、民主政とオリンピック。その誕生と関わりを学ぶ。

AIの実態を分かり易く解説。意味するものは本当は何なのか考えていく。

世界中の鉄道紀行を通じた異文化交流の姿と魅力に迫る。

1月12日「広辞苑」第七版が発売
されました。編集部の見学のあ
と、苦心談、新語、語義の変化な
ど、お話ししていただきます。
最寄駅：神保町

小林秀雄の言葉を軸に、彼が生涯を
賭して切りひらいた詩的世界を流れ
るものを味わいます。

シェイクスピア独自の想像力と創造力
に満ちているこの作品を、この機会に
細部にも目を配り、丁寧に楽しく読んで
ゆきます。

初来日となるモネの優品
《草上の昼食》の魅力と謎
を詳しく読み解いていきます。

国内外で活躍した国際人たちの人生と日
本文化理解を読み解きます。内村鑑三、
新渡戸稲造、柳田国男、折口信夫ほか。

毎月初めは歌舞伎座や国立劇場で上演さ
れている歌舞伎の批評、２回目は来月の芝
居の予想、見所のポイントをお話します。芸
の秘密や細かいニュアンスにも言及します。

決算書の面白さをわかりやすく教えます。簿記の知識
はなくても大丈夫。あの会社の業績も一目瞭然。

オペラ誕生から順を追って、現在も上演
される主要作品を紹介します。歌手、演
出、歌劇場についてなども取り上げます。

ラファエロによる「署名の間」の壁画
をわかりやすく解説します。

『万葉集』の名歌とされる歌々
を、近代的な文学観から離れて、
万葉時代の人々の生活に寄り
添って解釈していきます。

この講座では南北ルネサンス美術の始ま
りと展開を、多数の画像を上映してわかり
やすく解説します。

パラティヌス丘、黄金宮殿などの古代
の宮殿、アヴィニョンの教皇宮殿など
の中世の宮殿を紹介します。

最初の5人の皇帝に関する史料を読み解
き、支配をどのように確立したのか、その権
力について考えます。
①アウグストゥス帝 ②ティベリウス帝 
③カリグラ帝とクラウディウス帝 ④ネロ帝

戦国時代の研究は近年著しく進展してい
ます。戦国時代の社会がどのようなもので
あったのかを多面的に考えていきます。

東海道は、広重の「東海道53次」がよく知られてい
ますが、実は「57次」だったのです。古文書にも「57
次」と記されているその歴史と秘話をひもときます。

『ダ・ヴィンチ・コード』『Ｙの悲劇』などを
翻訳した講師といっしょに、おもに英米の
短編小説をじっくり訳していきます。

ドラマで脚光を浴びる「校閲」。1カ所見逃
しただけで0点といわれる厳しい仕事です。
その「すごい」技術をお教えします。

16世紀ルネサンスのヴァロワ王朝には
じまり、17、18世紀に栄華を誇るブル
ボン王朝にいたる宮廷で開花した美術
の魅力に迫ります。

無数の文庫本が氾濫する現在、どの文庫
本を読むべきかとまどっているのではない
でしょうか。この講座は、名著を文庫本に
求め、良書を探訪する講座です。

代表的な文学作品や映画をとおして 
”文化の都”パリの歴史をひもとき、いま
なお輝きを放ち続けるその魅力に迫りま
す。

その存在に気づき、重要な役割を知って、昔の人た
ちはどんなに驚いたことでしょう。歴史の流れを追
いながら「零」のあれこれを話します。

芸術家や文人たちが表現
した地中海のイメージを、
絵画や写真、映像を通して
たどってゆきます。

「ここをポイントに見ると…」「原作は、実
は…」「モデルはあの人！」など鑑賞の手引
きになる、ちょっとお得な情報や裏話を交
えお届けします。

宇宙における生命の起源を探る「アストロバイ
オロジー」の最新の科学的成果を紹介します。

イオニア海に面し、シチリア第二の規模
をもつカターニアについて、現地取材の
スライド・カラー図面で解説します。
①カターニアの古代遺構と中世の城郭 
②カターニアのバロック建築と都市計画 
③周辺都市アチレアーレとアウグスタ 

ベストセラー「信長の棺」の著者が独自
の視点で毎回２人の英雄を語ります。
●吉宗と大岡越前
●今川義元と吉田茂など。

二つの街、ミラノとボローニャ。その歴史と
美術にふれ、食などの文化もまるごと味わ
う、小さな旅のような講座です。

イタリアに渡る以前の二十代の彼女から晩年までの言
葉を味わいながら、没後20年となる今、その生涯と文
学世界をかいま見ます。

トランプ政権、北朝鮮。取材経験豊富な
国際ジャーナリストが激動する世界をわ
かりやすく読み解きます。

「欲望相関性」の概念によって価値
の原理論の地平へと踏み入る。
解読レジメつき。
（合宿あり、料金別途）

歴史の転換期に生きた西行は、その時
代とどのように向き合い、自然に何を見
いだしつつ、73歳の生涯を送ったのか、
作品を通して探ります。

『源氏物語』の本文にはさまざまな和歌や漢籍などの引用
が散りばめられています。一回ごとに名場面を取り上げ、
文章に施された仕掛けを読み解きながら味わいます。 天皇家の歴史を語る古事記神話と、

NHK日めくり万葉集から、古代の
人々の心に迫ります。現代語訳付き
の資料を使います。

原文にあたり、ひとつひとつの言葉がそ
こに用いられている理由を確かめながら
読み進めます。今期「若菜下」は緊迫の場
面が連続する読み応えのある巻です。

『唐詩選』は、我が国に伝えられた詩
集の中で最も読まれているものの一
つです。それぞれの詩に関連する写
真などを紹介しながら鑑賞していきま
す。

思想哲学の書、帝王学の書とされる易経。現代のリーダー
学や組織論にも通じます。占いの講座ではありません。

２０１８年春にはいよいよ人気の女流
歌人たち（和泉式部、紫式部、大弐三
位、赤染衛門）が登場します。

敷居が高くも心を潤す蒔絵の器。装飾
文様の歴史や意味の解説とともに、実
際に器に触れ、お菓子を戴き、使う心地
よさもお楽しみいただきます。

朱塗りの鳥居・狐など色鮮やかな特
徴がある、謎多き神社である稲荷社
とその神について、縁起・伝承から考
えたいと思います。

国内外の美術館・博物館で見聞きし
たこと、展覧会で経験したことなどを
自由に話してみたいと思います。

ユネスコの「世界の記憶」に登録された、上野
三碑。群馬県高崎市に伝わる飛鳥～奈良時
代の三つの古碑は、何を語るのでしょうか。
謎につつまれた古代東国を解きあかします。

文化財修復の歴史やエピソードを映像も交
えたお話とデモンストレーションで紹介。
2日目は東京都庭園美術館（目黒）で修復後
の作品を解説とワークを交え見学します。

松久保伽秀橋場 弦

小林雅一

小牟田哲彦

平木靖成

若松英輔

若松英輔

松岡和子

三浦 篤

池田雅之

渡辺 保

根岸康夫

堀内 修

松浦弘明

渡部 修

塚本 博

中島智章

中川亜希

丸島和洋

志田 威

越前敏弥

渡辺静晴

北山章之助

小林亜起子

野崎 歓

中村 滋

本村凌二　師尾晶子　片山伸也
畑 浩一郎　篠塚千恵子　大崎さやの

葛西聖司

廣田朋也
成田憲保
大石雅寿

野口昌夫

加藤 廣

巖谷睦月

竹田青嗣

高島肇久 ほか

久保田 淳

栗山元子
森 陽香

陣野英則

吉崎一衛

竹村亞希子

林 和清

工藤さゆり

渡辺瑞穂子

岩内章太郎

長崎 巌

佐藤 信

大野修一 ほか

出口 汪

佐野智恵子

東京大学教授

KDDI総合研究所リサーチフェロー

作家

岩波書店 辞典編集部
批評家

批評家

東京大学教授

早稲田大学名誉教授

演劇評論家

公認会計士・税理士

音楽評論家

多摩美術大学教授

武蔵野大学講師

明治学院大学講師

工学院大学建築学部准教授

上智大学准教授

立教大学兼任講師

東海道町民生活歴史館館主兼館長

翻訳家

元NHK教養部プロデューサー・歴史ジャーナリスト

東京藝術大学講師

フランス文学者・東京大学教授

東京海洋大学名誉教授

アナウンサー 古典芸能解説者

国立天文台 水沢VLBI観測所・助教
東京大学天文学専攻・助教
国立天文台 天文データセンター・准教授

歴史小説家

東京藝術大学教授

東京藝術大学教育研究助手

哲学者

元ＮＨＫ解説委員長

東京大学名誉教授

早稲田大学・法政大学兼任講師

上代文学研究者

早稲田大学教授

二松学舎大学名誉教授

読易の会主宰

歌人・現代歌人集会理事長

「Oubai」店主

國學院大学講師

共立女子大学教授

翻訳家 演劇評論家

東京大学大学院教授

薬師寺執事

広島女学院大学客員教授

宇宙エレベーター協会

陶磁器修復家

地中海学会

毎日新聞 元校閲部長

早稲田大学助教

※各コース１回受講可。詳しくはお問い合わせください。

提供：国立天文台

現代に生きる ■ 第1金曜 18:30～ 20:00
『易経』超入門 ■ 4/6から9回 （4～ 12月） ■ 33,436円

クロード・モネ 《草上の昼食》 1866年
©The Pushkin State Museum of Fine Arts, Moscow.

「プーシキン美術館展――旅するフランス風景画」 
2018.4.14～ 7.8 東京都美術館

©今村拓馬
東京都庭園美術館 本館 

次室と香水塔

西洋美術を理解するために―初期ルネサンス様式の誕生―
■ 第2・４木曜 10：30～ 12：00 ■ 4/12から10回（4～ 9月） ■ 33,696円 教材費 64円
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文芸・文章

伝統文化 ※花材費・香木代などが別途必要な場合があります。

朗読・話し方・手話

古典芸能

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数

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 20,930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

20,217円
教材費 129円 ⑥

青山歌会 歌人 日本文藝家協会理事長
篠 弘

第4水曜
13:00～15:00 20,930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

40,435円
教材費 129円

⑫
木曜クラス 第1･3･5木曜

13:00～15:00
40,435円

教材費 1,425円

松平盟子の短歌入門 歌誌「プチ★モンド」代表
松平盟子

第1木曜
10:30～12:30

20,217円
教材費 226円 ⑥

短歌はじめました 現代歌人協会理事 「かばん」会員
東 直子（ひがし・なおこ）

第3木曜
19:00～21:00

20,217円
教材費 648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

40,435円
教材費 388円 ⑫

短歌 歌うよろこび 現代歌人協会理事 「槻の木」代表
来嶋靖生

第2･4金曜
10:15～12:15

33,696円
教材費 216円 ⑩

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 20,217円 ⑥

こんにちは短歌 歌人
服部真里子

第3土曜
13:00～15:00

20,217円
教材費 129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 40,435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

20,217円
教材費 194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 24,300円 ⑥

席題句会 俳句アタマの実作トレーニング 俳人
佐藤文香

第4火曜
19:00～21:00

20,217円
教材費 64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1･3･5火曜
13:00～15:00

33,696円
教材費 216円 ⑩

 俳句の庭 俳人
神野紗希

第4火曜
10:00～12:00

10,108円
教材費 97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

21,578円
教材費 324円 ⑥

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数

プレゼン＆コミュニケーション術
元TVジャパンアナウンサー（N.Y.）NHK 
Cosmomedia America,Inc.
八代華代子

第1･3日曜
10:30～12:00 20,217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月曜
16:00～17:30

39,312円
教材費 108円 ⑩B 19:30～21:00

少人数クラスA 17:35～18:20
少人数クラスB 18:30～19:15

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月曜
11:00～12:30

20,217円
教材費 194円 ⑥

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月曜
10:30～12:30 37,065円 ⑪

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火曜
10:00～11:40

40,435円
教材費 324円 ⑫

 ピアノ伴奏つき童話朗読講座 元NHKキャスター
茂木亜希子

第1月曜
15:20～16:50 20,217円 ⑥

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 33,696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 16,848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火曜
13:00～15:00 33,696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 20,217円

教材費 324円 ⑥
B 第4火曜

13:00～15:00

楽しい朗読 元NHKアナウンサー
中村 充

第2･4火曜
10:00～12:15 37,065円 ⑪

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水曜
19:00～21:00 40,435円 ⑫

朗読への招待 第1･3木曜
10:00～12:00 43,804円 ⑬

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数

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 44,582円 ⑫

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 44,582円 ⑫

新内小唄 新内小唄家元
ふじ松加奈子

第1･3･5火曜
15:30～17:30 48,297円 ⑬

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
 67,392円
片稽古

 47,174円
⑫

ゆったりコース
初・中・上級

宗家派家元七世（監修）
杵屋勘五郎（監修）
杵屋廣吉（指導）

毎土曜
13:15～16:00 両稽古

 56,160円
片稽古

 39,312円
⑩

普通コース　
初・中・上級

宗家派家元七世（指導）
杵屋勘五郎（指導）

毎土曜
15:00～17:00

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

21,578円
教材費 129円 ⑥

三味線
長唄協会常任理事　
今藤流家元
今藤長十郎

毎金曜
12:20～14:20

43,156円
教材費 648円 ⑫

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

49,896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

大塚文雄の民謡教室 日本民謡協会
大塚文雄

第1･3･5木曜
10:30～12:00 43,156円 ⑫

早坂光枝の民謡教室
唄

民謡歌手
早坂光枝

第1･3･5水曜
14:00～15:30

46,753円 ⑬
三味線 第1･3･5水曜

13:00～14:00

津軽三味線 中級 澤田流津軽三味線 勝信
会会主
澤田勝信

第2･4月曜
19:00～20:30 37,065円

レンタル代 5,940円 ⑪
津軽三味線 入門 第2･4月曜

18:00～19:30

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 21,578円 ⑥

尺八 【入門～経験者】
木昼

指導
古屋輝夫・眞玉和司
柿堺 香（指導）

第1･3･5木曜
13:30～15:30

21,578円 ⑥
火夜

指導
古屋輝夫・眞玉和司
柿堺 香（指導）

第2･4火曜
18:30～20:30

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 51,105円 ⑬

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・長谷川文千佐

毎金曜
18:15～20:00

初心者～中級
49,896円
上級地唄
 63,374円

⑫

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 21,578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
代講師(大藏吉次郎師長男 平成18年「釣狐」を披く)
大藏教義

第1・3・5木曜
16:00～17:30 44,582円 ⑫

仕舞 宝生流 指導：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

43,156円 ⑫
椅子で行う 謡曲 宝生流 第2･4木曜

11:25～12:15

地唄舞 和のこころを舞う 葛 タカ女

毎月曜
15:15～17:15 39,312円 ⑩

第1･3･5月曜
15:15～17:15 23,587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 49,701円 ⑬

日本舞踊 花柳流

花柳流家元五世宗家家元
花柳壽輔（監修）
花柳寿圭恵・花柳登貴太朗（指導）

毎水曜
15:30～17:00 49,701円 ⑬

こども
親子クラス

花柳流家元五世宗家家元
花柳壽輔（監修）
花柳登貴太朗・花柳寿華（指導）

毎水曜
17:00～18:00

こども 43,804円
親子 49,701円 ⑬

花柳流家元五世宗家家元
花柳壽輔（監修）
花柳君兆・花柳寿華（指導）

毎水曜
18:00～21:00 49,701円 ⑬

裏千家

【監修】
桜井幸子（宗幸）
【担当講師】
山田宗久 ほか

毎金曜
10:30～12:30
13:30～16:30
18:00～21:00 35,877円 

水屋料 5,108円 ⑪【監修】
裏千家正教授 五藤禮子（宗紫）
【担当講師】
櫻井宗代 ほか

毎土曜
13:00～17:30

土曜
月2回コース

【監修指導】　
裏千家業躰
五明宗昭（ごみょう・そうしょう）
【指導】小西宗真 ほか

第1･3･5土曜
10:00～12:00

32,616円
水屋料 4,968円 ⑩

茶道 裏千家 立礼
【監修】　
裏千家正教授 五藤禮子（宗紫）
【担当講師】
味岡宗靖 兵藤宗元 河野宗蓉

第2･4土曜
13:00～17:30

40,435円 
水屋料 5,572円 ⑫

茶道 表千家　
表千家教授
徳澤貴美子
和田智子

毎月曜
10:00～12:30

39,139円
水屋料 7,257円 ⑫

毎火曜
10:00～12:30
14:00～16:30
18:00～20:30

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 32,616円

水屋料 4,968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（監修）
公認教授
渡辺浩月 ほか

第2･4土曜
10:30～12:30

39,139円 
水屋料 5,572円 ⑫

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

第2･4木曜
18:00～20:30

32,616円
水屋料 4,644円 ⑩

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

19,569円 
水屋料 2,786円 ⑥

煎茶道 小川流 上級クラス 第1月曜
18:00～20:30

16,308円 
水屋料 2,322円 ⑤

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 19,569円 

香莚料 
17,074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 37,843円 ⑫

伊勢流 礼法と香道　
立礼で楽しむ

安藤家御家流香道十一世
安藤綾信

第4木曜
13:00～15:00 13,478円

教材費 12,960円④第4木曜
18:30～20:30

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

37,065円 ⑪はじめての小笠原流礼法（夜） 第2･4月曜
19:00～20:30

小笠原流礼法 礼の基本 第2･4月曜
13:00～15:00

長谷川勝彦と楽しむ朗読教室 元NHKエグゼクティブアナウンサー
長谷川勝彦

第2･4木曜
13:00～15:00 33,696円 ⑩

朗読散歩

俳優
白坂道子

第1･3水曜
13:00～15:00

40,435円 ⑫
名作朗読

A 第2･4水曜
13:00～15:00

B 第2･4木曜
13:00～15:00

 朗読はじめの一歩 元NHKアナウンサー
石井庸子

第2･4金曜
10:00～12:00 40,435円 ⑫

圓窓の落語指南
落語家
三遊亭圓窓

第2木曜
10:00～12:30 23,587円 ⑦

おつとめ帰りの落語指南 第1･3金曜
18:30～21:00 43,804円 ⑬

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

22,291円
教材費 1,080円 ⑥

やさしい手話・夜＜実践コース＞ 元NHK手話キャスタ－
谷田道子

第2･4火曜
19:00～20:45

40,435円
教材費 259円 ⑫

はじめての手話

NHK手話キャスター
田中 清

第1･3水曜
10:00～12:00 37,843円 ⑫

手話中級 第2･4水曜
10:00～12:00 37,843円 ⑫

手話 実践ブラッシュアップ 毎木曜
10:00～12:00 31,536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

16,848円
教材費 5,600円 ⑤

池坊　

火曜

華道家元池坊教授
倉田克史 ほか

毎火曜
13:30～15:30
15:30～17:30
18:30～20:30

初級 36,504円 
上級 42,400円 ⑬

日曜 第2･4日曜
10:00～13:00

初級 46,526円
上級 54,691円 ⑫

立花Ａ 第1日曜
10:00～ 15:00 36,417円 ⑥

立花Ｂ 第3火曜
13:30～ 17:30

生花A 第2火曜
13:30～ 15:30

19,569円 ⑥
生花Ｂ 第2火曜

18:30～20:30

自由花Ａ
華道家元池坊教授
倉田克史
常盤智津子

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 23,587円 ⑥

草月　
月曜 監修 草月流家元

勅使河原茜（監修）
担当
内田翠玲

第1･2･3月曜
18:00～20:45 初級 25,272円

上級 29,354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
18:00～20:45

初級 36,504円
上級 42,400円 ⑬

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（監修）
担当 深澤智子

第1･3･５火曜
10:00～ 12:00 38,048円 ⑬

四季の茶花　
普通・高等科 茶道茶花研究家

岩田宗げん
岩田宗玖・斉藤宗豊

第1月曜
10:00～ 12:00 22,939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

39,312円 ⑤
池田瓢阿の竹芸教室

初級クラス 第4火曜
13:30～ 16:30

専科クラス 第2火曜
13:30～ 16:30

仕覆をつくる 永井百合子 第4土曜
13:00～ 16:30 43,156円 ⑥

 大久保信子の
着つけの魔法

基本編 きものスタイリスト
大久保信子

第2火曜
15:30～ 17:30 33,696円 ⑩

応用編 第4火曜
15:30～ 17:30

日曜着付教室 初級・上級 尚美流全日本和装協会 理事
きもの着付師 戸村房子

第2･4日曜
13:30～ 15:30

初級 37,843円
上級 40,435円 ⑫

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数

はじめての茶道　
裏千家入門3ヶ月
基本から
盆略点て（ぼんりゃくだて）まで

【監修】
（水・木）
裏千家正教授 五藤禮子（宗紫）
（金曜）
桜井幸子（宗幸）
【担当講師】
（水曜）
榎本宗美 ほか
（木曜）
安部宗宏 ほか
（金曜）
櫻井宗代 ほか
（土曜）　
兵藤宗元 ほか

毎水曜
10:30～13:00
14:00～16:30
19:00～21:00

35,877円 
水屋料 5,108円 ⑪

毎木曜
10:30～12:30
13:30～15:30
19:00～21:00
毎金曜

10:30～12:30
13:30～16:30
19:00～21:00
毎土曜

13:00～15:00

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 ほか
（木曜）
安部宗宏 ほか

毎水曜
10:30～13:00
14:00～16:30
18:00～21:00 35,877円 

水屋料 5,108円 ⑪毎木曜
10:30～12:30
13:30～15:30
18:00～21:00

四季と向き会う俳句 俳人 「鹿火屋」主宰
原 朝子

第1･3･5木曜
10:30～12:30

40,435円
教材費 388円 ⑫

小島健の俳句と遊ぶ 俳人協会理事 「河」同人
小島 健

第4木曜
13:00～15:30

24,300円
教材費 129円 ⑥

木曜句会 俳人 「狩」特別同人
佐藤博美

第1木曜
13:30～16:00 21,578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 43,804円 ⑬

俳句専心 俳人 「鷹」同人
小浜杜子男

第3金曜
13:00～15:00

20,217円
教材費 64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

20,217円
教材費 129円 ⑥

 俳句の扉 俳人
神野紗希

第3土曜
9:45～11:45

16,848円
教材費 162円 ⑤

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
13:00～15:00 16,848円 ⑤

石寒太の楽しい土曜俳句 俳人 現代俳句協会幹事 「炎環」主宰
石 寒太

第2･4土曜
15:30～17:30

40,435円
教材費 259円 ⑫

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

20,217円
教材費 194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

会員 20,217円
一般 24,300円
教材費 194円

⑥

連句を楽しく 連句協会 抱虚庵九世
和田忠勝

第1･3･5月曜
14:00～16:00

40,435円
教材費 777円 ⑫

漢詩をつくる 元二松学舎大学学長
石川忠久

第4金曜
13:00～15:00

22,291円
教材費 648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 20,217円 ⑥

目指せ文学賞! 小説の書き方 小説家・日本大学芸術学部教授
佐藤洋二郎

第2･4月曜
10:30～12:00 40,435円 ⑫

 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 22,939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 40,435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

20,217円
教材費 1,944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 21,578円 ⑥

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

20,930円
教材費 194円 ⑥

続・広告コピーに学ぶ言葉術 コピーライター
渡辺潤平

第3木曜
19:30～21:00 20,217円 ⑥

川柳 十七音字の人間ドラマ

 山田誠浩 朗読ライブ

人づきあいをスムーズに! 大人のための話し方レッスン 福島泰樹の朗読世界 宮澤賢治

あがり症・話しベタさんのためのスピーチ塾 やさしい手話 基礎・1年コース

読んで楽しい、作ってうれしい！ 短歌入門

処女作を書こう 構想から脱稿まで、小説のための10レッスン 清水義範の読んで書く文章教室

俳句道場・青山 俳句と出会う

 これだけ知っておけば安心! 茶席の客の作法 表千家

 速習・体験を通して学ぶ伝統文化
　 茶・花・香・能・禅

 安藤家御家流 
　 伊勢流礼法と香道 六義香 競馬香

十二単に親しむ

 アナウンサー直伝！
　 心をつかむ司会術

 能楽堂へ行こう！
      解説・体験つき公演鑑賞入門講座

 和楽器にふれてみよう 長唄三味線入門

はじめての長唄三味線 夜クラス

 長唄入門 東音会 －唄－

 篠笛福原流入門クラス

能って何だろう？ 初めての能楽体験

はじめての謡曲・仕舞 観世流

 長唄特別教室 入門～上級

■ 第1月曜 13:30～ 15:00
■ 4/2から6回（4～ 9月） ■ 20,217円

■ 第3月曜 13:00～ 15:00
■ 4/16から6回(4～ 9 月)
■ 20,217円 教材費 194円

■ 第4水曜 19:00～ 21:00
■ 4/25から10回(4～ 3月) ■ 38,232円

■ 第1土曜 13:00～ 15:00
■ 4/7から6回（4～ 9月）
■ 23,587円 教材費 259円

■ 第4水曜 13:00～ 15:00
■ 4/25から6回(4～ 9 月) ■ 20,217円

■ 第2・4土曜 13:00～ 15:00
■ 4/14から12回(4 ～ 9月) ■ 45,878円

■ 第4日曜 10:00～ 12:00
■ 4/22から6回(4～9 月) ■ 19,569円 水屋料 3,628円

■ 第4土曜 10:00～ 12:30 ■ 5/26から5回(5～ 9月)
■ 会員 25,272円 一般 28,674円 教材費 4,428円

■ 春の六義香 3/22（木）
　 初夏の競馬香 5/24（木）
　 各日 A 13:00～ 15:00 
　 　　 B 18:30～ 20:30
■ 各会員 7,862円 一般 9,223円 教材費 6,480円

■ 第2日曜 10:00～ 12:00 
■ 4/8から6回(4～ 9 月) ■ 21,844円 教材費 9,000円

■ 5/27(日)14:00～ 16:00
■ 会員 3,596円 一般 4,276円

■ 第3水曜 19:00～ 20:40
■ 4/18から6回(4～ 9 月)
■ 22,291円 教材費 216円

■ 第2・4金曜 19:00～ 21:00
■ 4/13から12回(4 ～ 9月)
■ 40,435円

■ 第2土曜 13:00～15:00
■ 4/14から6回(4～9 月) ■ 20,217円

■ 第1・3火曜 19:00～ 20:45
■ 4/3から12回(4～ 9月)
■ 40,435円 教材費 259円

■ 4/11、4/25、5/9（水） 19:00～20:30
■ 会員 10,108円 一般 12,150円

■ 6/6（水） 11:30～ 15:40
■ 会員 8,000円 一般 9,000円 (お食事代込み)

■ 毎火曜 10:00～ 10:40
■ 4/3から13回(4～ 6月) ■ 46,753円

■ 毎月曜 10:30～ 11:30
■ 4/2から13回(4～ 6 月) ■ 46,753円

■ 毎土曜 17:00～18:00 ■ 4/7から10回（4～6月）
■ 片稽古 39,312円 両稽古 56,160円

■ 4/14、21、28（土） A 12:15～13:15 B 14:00～ 15:00
■ 会員 11,793円 一般 13,834円

■ 第2・4木曜 19:00～ 20:30
■ 4/12から6回(4～ 6月) ■ 21,578円 教材費 324円

■ 毎月曜 17:20～ 17:50
■ 4/2から13回（4～ 6月） ■ 46,753円

■ 第3木曜 19:00～ 21:00
■ 4/19から6回(4～ 9 月) ■ 21,578円

この世に自分ほど面白い素材は
ありません。人生経験や秘めた
る本心を五七五にのせて、読む
人の心に届けてみましょう。

短歌を読むこと・作ることは生活に
広がりを与えてくれます。鑑賞と実作
からその魅力に触れ、好きな歌を見
つけ、自分らしい歌を作りましょう。

今年こそ、小説を書きたい。
（でも、書き方は知らない。）
そんなあなたへ執筆へ向けた実
作指導をします。

歳時記をひもときながら、日々
のあれこれを表現する喜びや、
仲間の作品を味わう楽しさを、
一緒に感じていきましょう。

四季折々の自然美を、短い中に
表現する俳句。名句鑑賞と句会
を通して、いかに感動を言葉に
凝縮するのか、初心から学んで
ゆきます。

多くを読んで、正しく批評できる読
解力を身につければ、必ず文章力
もそなわります。そして自分らしく、
楽しんで書いてみましょう。文章力
アップ間違いなしです。

客としての基本的作法をお教えします。手
前はいたしません。本格的な稽古をご希望
の方は受講後、通常クラスをお勧めします。

「これだけは知っておきたい」日本文化
の基本を、体験を通して速習します。

着付けとモデルを体験しながら楽しく学びましょう。

午後のひととき、竹西寛子作
『五十鈴川の鴨』ほか、声が描く
物語の世界をお楽しみください。

上手なコミュニケーションのた
めの話し方の基本を学びます。

没後85年を迎える本年、賢治文
学の神髄「童話」を朗読、共に鑑
賞を深めていきます。

自己紹介や挨拶、発表で緊張し
てしまう方に。

手話を最初から学ぶ方のための
クラスです。
1年カリキュラム4月開講!

思いがけないイベントの司会依頼。せっかくなら
うまくやりたい！ スムーズに和やかに進行するた
めのコツ、心構えや発声法などを学びます。

初心者むけの作品をわかりやすい解説付きで鑑賞し、
研修能舞台の空間も体験。初心者の方には「能が深く
面白くなる入門講座です。【会場】能楽堂

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回の短期
講座です。ばちの持ち方、打弦法、指使い、カンどころ、姿勢などの
基本から始め、3回で基本曲 「松の緑」の前弾きをお稽古します。

三味線の扱い方から、はじめます。
皆で音を出し譜をよんでひいていき
ましょう。【稽古の進め方】グループ
レッスン※三味線は教室備品有り

歌舞伎の伴奏音楽として始まった長唄。初心者の方は基本
の発声法から練習し、講師の三味線を伴奏に唄を習います。

「さくらさくら」「荒城の月」から、長唄へ。１年で１０曲
位お稽古します。上級者は能管の稽古もいたします。

能の基本・仕舞(舞踊)謡(声楽)を初歩から分かり易く
指導。能の歴史やその素晴らしさ、能の見方もお教え
します。講師はNHK大河ドラマ「江姫」オープニング
映像の能舞創作と振り付け指導を担当しました。

能の基本知識を舞台で活躍のシテ方の4名の講師が交代で丁寧に指導いたします。

長唄の成り立ちや、解釈なども盛り
こんで、早く長唄が身につくよう指
導します。

杉山昌善藤原龍一郎

小林恭二

藤井あかり 二川茂徳

清水義範

氷川まりこ

安藤綾信
徳澤貴美子

会頭 荘司礼子

山田誠浩

村松真貴子
福島泰樹

鳥谷朝代 ほか
谷田道子

鎌田敦子

教授 佐藤美奈子、永冨百合香

堤 信子

氷川まりこ

杵屋勘五郎

宮田由多加

渡邉雅宏

福原徹彦　福原 徹

山井綱雄

杵屋勘五郎（指導）

梅若玄祥(監修)

杵屋直光 杵屋廣吉

梅若長左衛門 梅若紀彰 松山隆之 富田雅子

川柳作家・脚本家歌人・「短歌人」編集人

作家 専修大学教授

俳人協会監事・「未来図」同人俳誌「椋」同人

小説家

伝統文化ジャーナリスト

安藤家御家流香道十一世

衣紋道 倉流たかくら会東京道場

監修:表千家教授

元NHKエグゼクティブアナウンサー

フリーアナウンサー(元NHK キャスター) 歌人・絶叫ミュージシャン

一般社団法人あがり症克服協会 理事長 元NHK手話キャスター

担当講師

フリーアナウンサー

伝統文化ジャーナリスト

【監修】宗家派家元七世

東音会

長唄東音会

宗家派家元七世

【監修】観世流シテ方

【指導】

【指導】観世流シテ方

シテ方金春流能楽師

1日体験 ■ 4/8（日）10:00～ 12:00 ■ 会員・一般とも3,640円

体験 ■ 4/14(土) ■ 会員・一般 3,369円

謡曲 観世流 ■ 毎月曜 11:30～ 12:15
本科 ■ 4/2から13回(4～6月) ■ 46,753円

 ■ 毎月曜 17:50～ 20:00初級～上級　■ 4/2から13回(4～6月) ■ 46,753円

 ■ 毎火曜 10:00 ～ 12:00初級～上級 ■ 4/3から13回(4～6月) ■ 46,753円
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写真・ビデオ

書道

絵画

受講料：毎週の講座は原則3ヶ月分（4～6月）、隔週の講座は原則6ヶ月分（4～9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。

日曜写真教室 松本徳彦 第1･3･5日曜
10:00～ 12:00 40,435円 ⑫

基礎から学べる
ビデオ教室 城田宗和 毎水曜

13:00～ 15:00 35,121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

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 24,235円 ⑥

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 54,054円 ⑬

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 53,654円 ⑫

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 56,246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 61,074円 ⑬

日曜クロッキー教室 北条 章 第2･4日曜
10:00～12:00 50,112円 ⑩

ス
ケ
ッ
チ

 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 21,924円 ⑤

 野村重存の風景スケッチ教室 第2月曜
14:00～16:30

21,924円
教材費 1,080円 ⑤

透明水彩で「スペイン」の
情熱的な風景を描いてみよう!
映像で体感しながら

伏見 哲 第2水曜
13:30～16:00 22,939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 23,328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 23,328円 ⑥

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 23,328円 ⑥

旅の水彩スケッチ
 A

三好貴子
第2木曜

13:30～15:30 22,226円 ⑥
 B 第2木曜

19:00～21:00

花
を
描
く

花の透明水彩画 中村 愛 第1水曜
14:00～16:30 24,516円 ⑤

はじめての植物画
西村俊雄

第2月曜
10:00～13:00 21,578円 ⑥

やさしい植物画 第2･4日曜
10:30～12:30 43,156円 ⑫

ボタニカルアート
邊見泰子 第1･3･5木曜

13:00～16:00
基礎科 49,636円
自由科 43,156円 ⑫

小柳吉次 第1･3･5土曜
10:00～12:00 39,560円 ⑪

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 22,939円 ⑥

水
彩
・
ア
ク
リ
ル

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 52,358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 34,214円 ⑥

 B 第1･3･5金曜
14:30～17:30 51,321円 ⑨

水彩画
＜初心者から経験者まで＞ 羽川幸一 毎火曜

10:00～12:00 55,317円 ⑬

はじめての水彩画
北条 章

第1･3･5金曜
10:30～12:30 49,766円 ⑫

やさしい水彩画 第2･4木曜
10:30～12:30 45,619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 26,892円 ⑥

水彩画
多見谷恭子 第2･4月

10:00～12:30 51,062円 ⑫
東原 均 第1･3･5木曜

14:00～16:00

日曜水彩教室
北条 章

第2･4日曜
13:30～15:30 41,472円 ⑩

水彩・スケッチ教室入門 第2･4水曜
10:30～12:30 45,619円 ⑪

アクリルで表現を広げる
油・水彩の技法を生かして 百瀬智宏 第1･3･5火曜

17:00～19:00 53,654円 ⑫

水彩ガッシュ画
四季を描く 船本清司 第2金曜

13:15～15:30 26,956円 ⑥

水
彩
色
鉛
筆
・
パ
ス
テ
ル

楽しむスケッチ
＜水彩色鉛筆を使って＞ 土屋泉太 第2･4火曜

18:00～20:30 52,358円 ⑫

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 20,217円

教材費 4,536円 ⑥
はじめよう!
いろえんぴつ画

第4土曜
13:00～15:00

パステルと水彩 乙丸哲延
（おとまる・てつのぶ）

第1･3･5月曜
18:00～20:30 52,358円 ⑫

パステル画
高木匡子 第2･4火曜

13:30～16:30 49,766円 ⑫

駒澤節子 第1･3･5水曜
10:15～12:45 56,721円 ⑬

自
由
な
画
材

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 52,358円 ⑫

自由な画材で描く洋画 斎藤蕙子 第2･4月曜
10:00～12:30 53,654円 ⑫

油絵とデッサンの教室
＜お好きな画材で＞ 中根のり子 第2･4金曜

13:30～16:00 53,654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 49,302円 ⑪

油絵 井上 悟 毎木曜
10:00～12:30 49,183円 ⑪

 油彩画教室 北条 章 第2･4木曜
13:30～15:30 46,807円 ⑪

油
絵

油絵 ～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
53,654円

大作50号まで
 60,393円

⑫

油絵
A

大庭英治
第2･4日曜
10:30～13:00 53,654円 ⑫

B 第2･4日曜
13:30～16:00

油絵 背景の描き方
斎藤蕙子

第1･3･5火曜
13:30～16:00 58,125円 ⑬

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 67,003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

３３，６９６円
教材費 １０，８００円 ⑤

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 44,841円 ⑥

 【人数限定】絵画公募展に
　 出品してみよう 斎藤蕙子 第2･4火曜

18:00～20:30 89,035円 ⑫

自分らしい絵を描こう 福島修子 毎水曜
10:00～12:30 57,542円 ⑫

日
本
画
・
水
墨
画

 1年で描く
日本画「鳳凰に挑戦」加藤丈博

第3日曜
12:00～16:00 64,270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 59,641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 48,232円

教材費 8,316円 ⑪
 B 第2･4木曜

13:30～16:00

だれでも描ける日本画
～写生から日本画制作まで～ 牧野伸英 第2･4木曜

10:00～12:30

52,617円
経験者教材費 

108円
初心者教材費 

2,268円

⑫

はじめての日本画制作 永井健志 第1･3･5土曜
16:00～18:30 47,174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 52,617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 52,617円 ⑫

感性を生かして
日本画入門 柴田クラス 柴田長俊 第1･3･5金曜

10:00～12:30 57,002円 ⑬

土曜日本画入門
A

前原満夫
第1･3･5土曜
10:00～12:00 37,422円 ⑨

B 第1･3･5土曜
13:30～15:30

やさしい日本画 千々岩 修 第1・3・5日曜
13:30～16:00

52,617円
初心者教材費

6,480円
⑫

日本画

能島千明 毎木曜
13:30～16:00 52,617円 ⑫

松本高明 第1･3･5金曜
13:30～16:00 48,232円 ⑪

能島和明
能島浜江

第1･3･5土曜
10:00～12:30 52,617円 ⑫

能島千明 第1土曜
9:45～12:45 27,669円 ⑥

二木一郎 第2･4日曜
10:00～12:30 52,617円 ⑫

日本画 ※経験者対象
大矢 紀 第1･3木曜

10:00～12:30 52,617円 ⑫

大矢十四彦 第1･3木曜
13:30～16:00 48,232円 ⑪

日本画人物制作 
 A

村岡貴美男
第2･4土曜
13:00～15:30 ４４，８２０円

初心者教材費
6,480円

⑩
B 第2･4土曜

16:00～18:30

日本画・
琳派大和絵塾と水彩

A
西野正望

毎水曜
15:30～17:30 52,509円 ⑬

B 第3水曜
13:30～15:30 24,235円 ⑥

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 49,896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 45,619円 ⑪

13時クラス 第2･4月曜
13:15～15:15

日曜水墨画 千嵐文章 第2･4日曜
13:00～15:00 49,636円 ⑫

絵
画
ア
ラ
カ
ル
ト

日曜仏画入門 金丸真理子 第2･4日曜
13:30～15:30 47,174円 ⑫

古典仏画の描きかた入門 真鍋俊照 第3土曜
10:30～12:30 20,217円 ⑥

やさしい絵手紙 兼子まどゐ 第3木曜
10:30～12:30 20,217円 ⑥

心と脳のリラクゼーション
はじめよう パステルアート 江村信一 第2日曜

13:30～15:00 23,263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 26,956円 ⑥

はじめての木版画 岩切裕子 第2･4水曜
15:30～17:30 40,435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 24,300円 ⑥

シルクスクリーン 石田了一 第1･3･5土曜
16:30～19:30 21,578円 ⑥

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数
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
40,435円

教材費 388円 ⑫

エンジョイフォト
単写真から組写真まで 熊切圭介 第1･3･5木曜

10:00～ 12:00 41,860円 ⑫

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

10:00～ 12:00 45,349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 20,217円 ⑥

デジカメ撮影に出掛けよう 若林義郎 第1･3･5土曜
13:00～ 15:00 22,291円 ⑥

 AURORA写真塾
テーブルの上の光 Nana* 第1土曜

13:00～ 15:00
23,587円

教材費 6,998円 ⑥

実戦デジタル
一眼レフカメラ講座 小橋 城 第1日曜

12:30～ 14:30
22,291円

教材費 129円 ⑥

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数

漢
字

漢字の基本を学ぼう 高木聖雨 第2･4火曜
15:30～ 17:00 44,582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 37,065円 ⑪

ゆっくり学ぼう 日曜の漢字 第1･3･5日曜
13:30～ 15:00 40,435円 ⑫

室井クラス 毎月曜
15:30～ 17:00 37,065円 ⑪

福田クラス 福田鷲峰 第1･3･5木曜
15:20～ 16:50 40,435円 ⑫

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
大多和玉祥
種家杉晃

第2･4水曜
10:00～ 11:30

44,582円 ⑫
B 第2･4水曜

18:15～ 19:45

石飛書道 赤澤クラス 第2･4水曜
11:50～ 13:20 44,582円 ⑫

石飛書道
大多和クラス

A 第1･3･5水曜
10:00～ 11:30

44,582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 第1･3･5土曜
11:00～ 13:00 33,436円 ⑨

書の美に親しむ 片岡重和 第2･4木曜
9:50～ 11:20 44,582円 ⑫

はじめての書道 今 和希子 第1･3･5金曜
10:30～ 12:00 40,435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 43,804円 ⑬

朝の寺子屋 書への誘い 金敷駸房
今 和希子

第1･3･5日曜
10:00～ 12:30 44,582円 ⑫

夜の寺子屋 書への誘い 種家杉晃 第1･3･5木曜
18:30～ 21:00 44,582円 ⑫

条幅を楽しむ 有岡しゅん崖（監修）
石川青邱

第2･4火曜
9:50～ 11:20 33,436円 ⑨

書の古典を楽しむ 小澤蘭雪 第2･4火曜
13:30～ 15:00 45,360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 40,867円 ⑪

書家から学ぶ
作品制作

 Ⅰ 
片岡重和

第4木曜
14:00～ 16:00

20,217円 ④
　 Ⅱ 第2木曜

14:00～ 16:00

室井クラス 室井玄聳 第1･3･5月曜
13:40～ 15:10 40,867円 ⑪

か
な  かな楢崎クラス基礎 楢崎華祥（監修)

大野幸子(指導）
第1･3･5月曜
10:30～ 12:00 43,804円 ⑬

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

40,435円 ⑫B 第2･4月曜
11:50～ 13:20

C 第2･4月曜
15:30～ 17:00

上松クラス
A

上松桂扇
第1･3･5木曜
9:50～ 11:20 40,435円 ⑫

B 第1･3･5木曜
13:30～ 15:00

髙田クラス
髙田宏苑

第1･3･5土曜
13:30～ 15:00 40,435円 ⑫

お勤め帰りに
かなを楽しむ

第2･4水曜
19:00～ 20:30 40,435円 ⑫

百人一首で学ぶかなB
由井孝枝
手塚生都子
（助講師)

第1･3･5木曜
18:30～ 20:00

43,243円
教材費 594円 ⑪

か
な
専
門

かなの作品を作りましょう 由井孝枝 第2水曜
13:00～ 14:30

25,660円
教材費 259円 ⑥

楢崎クラス
楢崎華祥
（監修指導）
菊池李佳
北山成子

第2･4月曜
13:40～ 15:10 44,582円 ⑫

上松クラス 上松桂扇 第1･3･5木曜
11:30～ 13:00 44,582円 ⑫

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

54,054円
教材費 421円 ⑬

おとなの手習い
かな書・日本の書

　 Ⅰ 土橋靖子
（監修）
武田美奈子

第2･4木曜
13:30～ 15:00 47,174円

教材費 388円 ⑫
　 Ⅱ 第2･4木曜

15:20～ 16:50

高木厚人
のかな

 専門 高木厚人
（監修）
田頭昭子

第2･4土曜
10:00～ 12:00 41,580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 29,030円

教材費 216円 ⑥
午後クラス 第3土曜

13:00～ 15:00

実
用
書
道

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

第2･4水曜
14:20～ 15:50 44,582円 ⑫

大井クラス 大井錦亭 
馬場松影

第2･4火曜
11:40～ 13:10 37,065円 ⑪

楽しいくらしの書
漢字とかな

石飛博光
（監修指導） 
大多和玉祥
今 和希子

第1･3･5水曜
14:20～ 15:50 44,582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 40,435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 37,065円 ⑪

金敷駸房の楽しい実用書道 第2･4金曜
15:30～ 17:00 37,065円 ⑪

こころを癒す写経 佐藤芙蓉 第2日曜
13:00～ 15:00

20,217円
教材費 324円 ⑥

紫芳の字手紙 関 紫芳 第2水曜
10:00～ 12:00 20,217円 ⑥

綜合書道 長嶋青硯 第1･3･5火曜
10:00～ 12:00

54,054円
教材費 324円 ⑬

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 44.528円 ⑫

ペ
ン
字

お勤め帰りのペン字速習 和氣正沙 第2･4金曜
18:30～ 20:00 40,435円 ⑫

趣味のペン字 和氣正沙 第2･4月曜
10:30～ 12:00

基礎 37,843円
専門 40,435円 ⑫

教養のペン字 中山祐子 毎火曜
10:15～ 11:45 37,843円 ⑫

 女性のためのカメラ教室
　 ガーデン写真を愉しもう

木版画 柿崎クラス

 江戸の琳派・酒井抱一の
　　　　「桜花図」を金地に描いて日本画絵具を体験しよう！

 趣味の水彩画

日曜スケッチ <ペン彩・水彩で描く>

 水彩技法を学ぶ 雨の日の路面の風景 透明水彩で描く新緑の水辺

 水彩技法を学ぶ
　 流し込みテクニック「渓流を描く」

書道はじめの一歩

百人一首で学ぶかなA

ゼロから始めるフォトレッスン
とっておきの作品をつくろう

古きに学ぶ日本画技法
箔を使ったマチエール

四季を彩る「福」絵だより

油絵

 水彩技法の基本と展開

 綺麗な色のイメージで描いてみましょう
　 不透明水彩

スケッチと淡彩

手帳スケッチ 

お勤め帰りの書道 

 書道入門 高木クラス

 だれかに見せたくなる
　 はじめての動画・映像制作 

自由な画材で描く洋画画面構成力をみがく 油彩・水彩
色と形の配置で表現力をアップする

 3時間集中！
　 簡単ルールで一生きれいな字

楽しい書道 毛筆 小筆 ペン字

 日曜かな教室
 　   いろはの基礎から現代のかな表現・創作

お勤め帰りのペン字速習 
水曜クラス

はじめての書道 夜クラス 

日本画絵具を体験しよう！
『琳派の団扇絵を描く・杜若図』

■ 第4火曜 13:15～ 17:15 ■ 4/24から6回(4～ 9 月)
■ 35,056円 教材費 3,888円

■ 第2・4日曜 13:00～ 15:30
■ 4/8から9回(4～ 9 月) ■ 34,992円

■ 3/24（土）
　 10:00～ 16:00
■ 会員 7,192円 一般 7,862円 教材費 324円

■ 5/29(火)14:00～ 17:00
■ 会員 4,492円 一般 5,173円

■ 3/25（日） 13:00～ 17:00
■ 会員 5,842円 一般 6,523円 教材費 216円

■ 第2土曜 14:00～ 15:30 
■ 4/14から6回(4～ 9月)
■ 20,217円 教材費 6,480円

■ 3/28、4/4、4/11（水） 15:30～ 17:30
■ 会員 12,117円 一般 14,126円
　 教材費 約2,500円

■ 4/25、5/2、5/9（水）15:30～ 17:30
■ 会員 12,117円 一般 14,126円
　 教材費 約3,000円

■ 第1・3・5火曜 13:00～ 14:30
■ 4/3から12回 (4～ 9月) ■ 40,435円

■ 第2・4水曜
　 10:00～ 12:00
■ 4/11から10回(4 ～ 9月)
■ 39,312円 教材費 540円

■ 第1・3・5土曜 9:50～11:50
■ 4/7から6回(4～6月) 
■ 20,930円

■ 第3土曜 13:00～ 15:00
■ 4/21から6回(4～ 9 月) ■ 23,587円

■ A 第2月曜 13:00～ 15:30
　 B 第3月曜 13:00～ 15:30
■ A 4/9から6回（4～ 9月） 
■ B 4/16から6回（4～ 9月） 
■ 20,217円

■ 毎火曜
　 10:00～ 12:30
■ 4/3から12回(4～ 6 月) ■ 53,913円

■ 4/14、28(土)
　 10:30～ 12:30
■ 会員 8,726円
　 一般 10,065円

■ 3/27（火） 10:00～ 12:30 ■ 会員 4,482円 一般 5,173円

■ 毎金曜 13:15～ 15:15
■ 4/6から12回（4～6月） 
■ 51,062円

■ 第2・4金曜 19:00～ 21:00
■ 4/13から6回(4～ 6月)
■ 22,291円 教材費 2,268円

■ 第1・3・5火曜 
　 19:00～ 20:30
■ 4/3から13回 (4～ 9月) 
■ 43,804円

■ 第1・3・5火曜 
　15:30～ 17:00
■ 4/3から10回（4～ 9月） ■ 37,152円

■ 第2・4水曜 19:00～ 20:30
■ 4/25から5回（4～ 6月） ■ 17,982円

■ 第1・3・5水曜 13:30～ 16:00 
■ 4/4から12回(4～ 9月) ■ 53,654円

■ 第1・3・5木曜 13:30～ 16:00
■ 4/5から12回 (4～ 9月) ■ 53,654円

■ 5/20(日) 13:00～ 16:00
■ 会員 3,931円
　 一般 4,611円
　 教材費 1,330円

■ 第2・4金曜 
　 10:30～ 12:00
■ 4/13から12回(4 ～ 9月)
■ 40,435円

■ 第1・3日曜 
　 10:30～ 12:00
■ 4/1から6回（4～ 6月） 
■ 20,217円 教材費 648円

■ 第2・4水曜 18:30～ 20:00
■ 4/11から12回(4 ～ 9月) ■ 40,435円

■ 第2・4木曜 19:00～ 20:30
■ 4/12から12回(4 ～ 9月) ■ 40,435円

■ 第1・3・5土曜 15:30～ 17:30
■ 4/7から12回 (4～ 9月) ■ 41,860円

水彩画は紙や筆
にふくんだ水加
減によって滲み
やぼかし具合が
変わります。季節
を感じるモチー
フを描きながら、
表現する技術を
学びます。

鉛筆やペンの線を
生かし透明水彩で
彩色、光を生かした
爽やかなスケッチ
画を仕上げます。
歴史建物や樹や花
など自然に感動し
楽しく学べます。

光りと影の世界はもち
ろん絵にしやすいです
が、濡れた路面に反映
する赤レンガ倉庫、
傘をさした人物など、雨
の情景にもチャレンジ。
（1時間休憩あり）

水彩絵の具
や紙の特性
を生かし、水
彩グリザイユ
技法やマス
キングを使っ
て透明感の
ある水彩画
を描きます。

流し込み技
法を用いて
渓流の光と
影を表現し
ます。色の
美しさや変
化を楽しみ
ましょう。

女性限定、はじめて一眼デ
ジタル、ミラーレス一眼を
手にする方を対象。カメラ
と写真の講義と、カメラ操
作の実技を行い、確実な動
作を身につけます。

NHK大河ドラマ等で書道指
導の講師が、石飛博光先生
のテキストを元に書の基本
から丁寧にご指導します。は
じめの一歩踏み出してみま
せんか？

かな文字の美しさを知って
いただくための講座です。初
歩の方も経験者の方にも、
それぞれのレベルに即して
指導します。

原点に立ち返り、イメージや感
受性をモニター上で消費しない
「写真」として定着する方法を
探ります。初心者からベテラン
まで、新旧(銀塩・デジタル)の
技術を織り交ぜながら、とって
おきの一枚をめざします。

マチエールには
様々なものがあ
るが、今回は金
箔の魅力を生か
したマチエール
を作り、1枚の作
品を描く。

各種の木版画技法が
学べます。初心者に
は材料、用具等の説
明から白黒版画、多
色版画まで指導をし
ます。風景スケッチ、
カレンダー制作、発
表会も行っています。

静物、人物(着衣・裸
婦)などをモチーフと
して描きます。基礎を
しっかりと身につけ、
各自の個性を大切にし
ます。

手のぬくもりを感じる「絵だより」を
はじめてみませんか。優しさや心く
ばりを伝えるはがきや、生活を彩る
扇子等、お楽しみいただけます。

気軽に始められるのが魅
力の水彩画。
初めての方にも分かりや
すく指導いたします。
まずは体験から。

マチスのように綺麗な色の
イメージで静物を描いてみ
ましょう。講師による実演
もあります。初心者の方か
ら楽しく学べる講座です。

鉛筆やペンで形をとり、水彩
で着彩します。構図のとり
方、陰影や背景の処理など、
モチーフを引き立てる描き
方を指導します。

街角や旅先で出
会う素敵な風景や
人々、美味しい食
べ物などを、ペン
スケッチで、手帳サ
イズにさらっと描
いてみませんか。

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

美しい文字は宝です。楷
書・行書の基本から名前
などの実用書、古典を踏ま
えた本格の書まで、初心者
から経験者まで幅広く丁
寧にご指導します。

自分で撮影した動画
や写真に、特殊効果
やナレーションを加え
て簡単に映像づくり
する方法を学びます。
iPhone（iPad）使用。

基礎からはじ
め、お好きな画
材で自分の描き
方や表現を発見
していきましょ
う。経験に合わ
せて丁寧にご
指導します。

絵画表現を支える構図。画面を構成
する形、色の配置を考えれば、より
的確に自由な表現ができます。
初心者から経験者まで。

ひらがな・カタカナ・漢字・た
て文・よこ文の書き方がつか
め、日常書字が劇的に変わりま
す。

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

かなの初歩からちらし書き
へと進み、美しい古筆を書く
楽しさを学び、明るく現代感
覚あふれるかなの創作を目
標に学んでいきます。

手書きが見直されているこの
頃、自分の名前や住所、はがき
など美しく書くコツを指導しま
す。ご希望の方は検定試験も
挑戦していただけます。

墨の香りに包ま
れ、心落ちつく一
時。静かに自分と
向き合える1時間
半。分かりやすく、
丁寧に、書の基本
の基本から学ぶこ
とができます。

林 克彦

五十嵐吉彦

赤坂孝史あべとしゆき

春崎幹太

飯田英里

柿崎 兆

西野正望

関根悟牛

曽根原 昇

永井健志
田中ゆみ

金子文雄

根岸尚徳

加藤栄吾

山内 亮

関本紀美子

西村桃林

佐藤安南

乙丸哲延(おとまる・てつのぶ)

井上蓉花

清水洋子(指導)

今 和希子

富澤敏彦

由井孝枝

上葛明広、杉山尚子

板橋めぐみ

鹿倉碩斎（指導）
高木聖雨（監修）

吉田久実子

和氣正沙(監修)

画家

日本スケッチ画会会長・「水陽会」会長

JWS日本透明水彩会会員水彩画家

あおいとりコーポレーション

版画家・無所属

日本美術院院友

毎日書道会会員

日展会友

日本写真家協会会員

日本美術院院友
青枢会理事・創作福絵だより作家

画家

日本水彩画会評議委員

画家

画家

画家 イラストレーター

毎日書道展審査会員

日展会員
日展会友

映像ディレクター

六度法創案者

毎日書道会会員

毎日書道会評議員

(一財)日本書写技能検定協会 中央審査員
毎日書道会会員

日本美術家連盟会員
独立美術協会会員

放送作家

 春のお祝い、お慶びのおたより ■ 3/12（月） 13:00～ 15:30
 ■ 会員 3,369 円 一般 4,050 円 教材費 600 円程度

定 水彩画 ー 不透明水彩を使って ■ 第 1火曜 13:00～ 15:30
時 ■ 4/3から6回（4～ 9月） ■ 26,892 円

 静物を ■ 4/6、4/13（金）13:15～ 15:15 
 描く ■ 会員 8,510 円 一般 9,892 円

 楽しい日本画
     初歩から自由制作まで

■ 第2・4火曜 10:00～ 12:30
■ 4/10から10回（4～ 9月）
■ 43,848円 教材費 950円

日本画独特の岩絵具や箔を使
い、小さな作品から気軽に制作
できます。初心者は基本から、
経験者は好きなテーマで、一人
一人に合わせて指導します。

小田原千佳子日本美術院特待

 楽しい日本画 ー 1日編 ■ ３/27( 火 ) 10:00 ～ 12:30
 ■ 会員 4,384 円 一般 5,054 円 教材費 2,160 円 （経験者 421円）

 山田雅夫の１５分スケッチ
　 基本マスター講座

■ 第2火曜 10:00～11:30 ■ 4/10から6回 （4～9月）
■ 20,217円 教材費 842円

速描スケッチ
の第一人者
が、 手早く
正確に風景
を描きとるス
ケッチの技法
をレッスンし
ます。

山田雅夫都市設計家
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手芸・工芸　※教材費・道具代が別途必要な場合あり

提携　※教材費・道具代が別途必要な場合あり

現地講座 ※8ページ現地講座もご覧ください。

夜の工芸室、はじめます

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 40,435円 ⑫

タティング・レース入門 盛本知子 第1･3･5火曜
10:30～ 12:30 40,435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

会員（初級） 
19,569円

会員中・上級 
23,587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 43,804円 ⑬

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 44,582円 ⑫

週末の
ベルギーレース

A 第1土曜
13:00～ 15:00 22,291円 ⑥

B 第1土曜
15:30～ 18:00 23,587円 ⑥

七海光の
トルコ伝統レースオヤ

A
足立久美子

第1月曜
13:00～ 15:00

20,217円 ⑥
B 第2日曜

10:00～ 12:00
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

23,587円
教材費 10,000円 ⑥

蜷川宏子のHappyキルト
蜷川宏子
石塚裕子
依田規江

第2金曜
10:00～ 12:00 23,587円 ⑥

こうの早苗
パッチワーク倶楽部 池内弘美 第1土曜

13:00～ 15:30 23,587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

20,217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
ほか

第3火曜
13:00～ 15:00 18,921円 ⑥

Ⅱ 第1火曜
10:00～ 12:00

19,569円 ⑥
Ⅲ 第2木曜

10:00～ 12:00
モラ鑑賞
クラス

第4木曜
10:00～ 12:15 20,930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

39,139円 ⑫
午後 第2･4火曜

12:30～ 14:30
ゴールドワーク
英国伝統刺繍

二村エミ
片桐多恵子

第4金曜
13:15～ 15:15

20,217円 ⑥はじめてのゴールドワーク
英国伝統刺繍

二村エミ
細野博美

第4木曜
18:30～ 20:30

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

20,217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
松本文子

第1･3･5火曜
10:00～ 12:00 40,996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 37,843円 ⑫

3ヵ月コース 第2･4木曜
10:00～ 12:00 18,921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

22,939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

22,939円 ⑥大塚あや子の
スタンプワーク
刺繍 

A
（継続クラス）

第2火曜
10:30～ 12:30

B
（新規クラス）

第3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 16,848円 ⑤

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

20,217円
教材費 9,180円 ⑥

 北欧デザインの刺繍 立川一美 第3土曜
13:00～ 15:00 19,569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
20,217円 ⑥

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 20,217円

教材費 11,556円 ⑥
B 第1木曜

19:00～ 21:00
はじめてのかわいい
こぎん刺し 角舘徳子 第1土曜

10:00～ 12:00
21,578円

教材費 15,336円 ⑥

草乃しずかの
日本刺しゅう 

A
田渕京子
新長美佳

第2･4水曜
10:00～ 12:00

37,065円 ⑪
B 第2･4土曜

10:00～ 12:00

研究科 新谷恵子 第2土曜
13:00～ 16:00 33,696円 ④

伝統の日本刺繍 長谷川敬子 第1･3･5月曜
15:30～ 17:30 40,435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
22,939円

教材費 14,640円 ⑥

かぎ針とビーズで編む
シンプルな大人のアクセサリー 堤 祥子 第2水曜

19:00～ 21:00 21,578円 ⑥

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 20,217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
10,108円

教材費 39,960円 ③

創作ビーズ織 佐古孝子
志賀葉末

第1･3･5火曜
10:00～ 12:00 31,536円 ⑩

北欧絵織物
基礎・研究・創作

A
矢吹恵子
ほか

毎月曜
10:00～ 12:00 基礎 40,996円

研究 43,804円
創作 46,753円

⑬
B 毎月曜

13:00～ 15:00

北欧絵織物
グリンドヴェブ織科

A
矢吹恵子

第1･3･5月曜
10:00～ 12:00

22,075円 ⑦
B 第1･3･5月曜

13:00～ 15:00
ステキにかぶる
手縫いでつくる“帽子”レッスン 岩元啓子 第1･3･5水曜

13:00～ 15:30 20,217円 ⑥

楽しくつくる
がまぐちバッグ＆ポーチ 越膳夕香 第4木曜

10:00～ 12:30 22,939円 ⑥

卓上織機ではじめての
南部裂織 三好千佳 第2火曜

15:00～ 17:30
22,939円

教材費 16,200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
40,435円

教材費 1,080円 ⑫

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 16,848円 ⑤

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

21,578円
教材費 18,360円 ⑥

ふっくら押し絵
ちりめんで彩る四季

きくちのばら
三井眞知子

第4木曜
13:00～ 15:00 16,848円 ⑤

内藤乃武子の
ちりめんのお細工もの 内藤乃武子 第3金曜

10:00～ 15:00 29,214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

22,291円 ⑥B
（中級者②)

第4土曜
14:00～ 16:30

C
（上級者）

第4日曜
10:00～ 12:30 20,217円 ⑥

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
20,930円
新規教材費
 3,600円

⑥

手まりを創る 鈴木静枝 第1･3･5水曜
13:00～ 15:00 37,843円 ⑫

水引むすび 
午前

田村京淑
田村和子

第2･4金曜
10:30～ 12:30

41,860円 ⑫
午後 第2･4金曜

13:00～ 15:00

井上佐賀錦 A（本科) 宮田わかば
大黒美知子

第2火曜
13:00～ 15:00

A 19,569円
B 21,578円 ⑥B（創作科）

風工房のニットレッスン 風工房 第3水曜
10:00～ 12:30 22,939円 ⑥

村山美沙子の
おしゃれなニット 村山美沙子 第1･3･5月曜

10:00～ 12:00 40,435円 ⑫

広瀬光治の
ニット工房 

A
広瀬光治

第2･4火曜
10:00～ 12:00

33,696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 37,065円 ⑪

カスパリー編み 後藤十史子 第3金曜
10:00～ 12:00 22,939円 ⑥

深雪アートフラワー
プティフルール

飯田恵秀
（いいだ・けいしゅう）
倉元千代子

第4金曜
10:00～ 12:00 21,578円 ⑥

和紙ちぎり絵
普通科・研究科

佐藤せつ
中西洋子

第2火曜
13:00～ 15:30 24,948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 18,921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 26,956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
20,930円

教材費 10,368円 ⑥

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～ 15:30 20,217円 ⑥

かわいい張り子 前田ビバリー 第4木曜
13:00～ 15:00

20,217円
教材費 6,480円 ⑥

 はじめての漆芸教室 橋本 遥 第1･3･5月曜
13:00～ 15:00

34,408円
教材費 7,560円 ⑥

季節の万華鏡づくり 鈴木明子 第4金曜
13:30～ 15:00 24,300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 22,939円 ⑥

組紐入門講座 道明三保子 第1･2･3金曜
13:30～ 15:30 41,796円 ⑨

英国流陶磁器修復
カラーフィル 佐野智恵子 第2水曜

13:30～ 15:50 33,696円 ⑥

根付彫刻 入門 黒岩 明 第2･4月曜
13:30～ 16:30 33,696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 22,939円 ⑥

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水曜

10:00～ 12:00 43,156円 ⑫

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 17,442円 ⑤

箱で楽しむインテリア
カルトナージュ 松岡香織 第2水曜

18:30～ 20:30 17,442円 ⑤

ナンタケットバスケット 田中憲子 第2･4土曜
13:00～ 15:00

30,326円
教材費 20,005円 ⑥

たのしい革クラフト
手ぬいでつくるBAG&CASE

やまもと 
ちかひと

第1日曜
13:30～ 15:30 20,217円 ⑥

絞り染めでつくる
くらしの小物

眞城亜紀子
（しんじょう・あきこ）

第2月曜
15:30～ 18:00 22,939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 46,753円 ⑬

掛け軸・表装入門 清水達也
堀口れい子

第1･3月曜
15:30～ 17:30 43,156円 ⑫

なんでも裏打ち入門
表装併設クラス

清水達也
堀口れい子

第1･3月曜
15:30～ 17:30 43,156円 ⑫

木彫 （西山クラス） 西山美智子 第1･3･5火曜
15:30～ 17:30 43,804円 ⑬

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 40,435円 ⑫

渡辺一生の楽しい木彫 清水玲子 第1･3金曜
13:00～ 15:30 40,435円 ⑫

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 40,435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

体験無料 40,435円
教材費 1,080円 ⑫

武田教室 武田朋和 第2･4･5水曜
13:00～ 15:30 40,435円 ⑫

彫刻王子
三橋鎌幽の“鎌倉彫” 三橋鎌幽 第3土曜

10:15～ 12:15 20,217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 43,156円 ⑫

仏像彫刻 皆川閑慶 第1･3･5日曜
10:00～ 13:00 52,617円 ⑫

面打ち入門
本格的な面打ちを基本から学ぶ

山 芳満
（やま・よしみつ）

第1･3･5日曜
13:00～ 16:00 47,174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
体験無料 20,930円 
教材費 3,240円 ⑥

石のハンコ・石の版画
古代文字「鳥虫篆」の落款を彫る 多田文昌 第2火曜

10:00～ 12:30
20,930円

教材費 648円 ⑥

彫金
シルバーアクセサリー

A
内田暎一

第1･3水曜
10:00～ 13:00

43,156円 ⑫
B 第1･3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
24,300円

教材費 2,700円 ⑥

金継ぎ講師養成講座 栗原蘇秀
（くりはら・そしゅう）

第3木曜
13:00～ 16:00 37,065円 ⑥

金継ぎと蒔絵 栗原蘇秀
（くりはら・そしゅう）

第3木曜
13:00～ 16:00

金継 31,039円
蒔絵 31,039円 ⑥

金繕い
欠けた器を蘇らせる

入門・応用
原 一菜
（はら・いちな）

第3火曜
10:00～ 12:00

20,930円 ⑥
初級・応用 第1火曜

10:00～ 12:00

こぎん刺し ※人形町駅徒歩1分 髙木裕子 第1･3･5木曜
10:00～12:00 19,440円 ⑥

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

23,976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

20,736円
教材費 3,240円 ⑥

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数

 里山歩き 春・夏・秋・冬 内野秀重 第1水曜
10:00～15:00 20,304円 ④

 下町職人町工場めぐり　　～地元経営者と
　　名人に会いに行く～

久米信行 第2火曜
13:00～16:00   24,300円 ⑥

建築家といく
たてもの探訪 須川哲也 第4火曜

13:00～15:00 18,900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 34,560円 ⑩

女性限定！
レディースエレガント
山歩き教室

長内 覚
ほか

指定月曜
19:00～ 21:00
第4土曜

10:00～16:00
46,656円 ⑫

旅行ジャーナリストが案内
旬な旅 味な旅 津田令子 第3日曜

10:30～14:30  16,200円 ⑤

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 22,680円 ⑥

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
17,820円

教材費 6,210円 ⑤

土木遺産を訪ねて
みんなと・ヨコハマの土木遺産
をめぐる

阿部貴弘
小野田滋

第3水曜
13:00～15:00 12,960円 ④

日本庭園の美を訪ねて 重森千靑 第1火曜
10:30～12:00 17,820円 ⑤

花の寺・花の鎌倉 大貫昭彦 第3水曜
13:00～16:00 19,440円 ⑥

鎌倉の魅力 大貫昭彦
古田土俊一

第2火曜
13:00～16:00 19,440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 16,200円 ⑤

樹木医と行く
「花の自然探訪」 石井誠治 第2水曜

10:30～14:30 14,256円 ④

健康ウオーキング
～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 17,820円 ⑤

 ヨーロッパの繕い技術
　 装飾ダーニング

 泉繭子のスタイルが
　 よく見える服

月居良子の心地よい大人のおしゃれ着
手ぬいで作る綿麻シャンブレーのコート

 はじめての菱刺し  桜居せいこ監修 つまみ細工

はじめての白樺樹皮クラフト
1000年続く北欧の伝統工芸

 箱で楽しむインテリア
　  缶の小物入れ作り

 刺し子の花ふきんと小もの

 きちんと学び直したい人のための
　 クロスステッチ

 『annasのどうぶつの刺繍』
　 出版記念ワークショップ

 水音のプティジュエリー
　 パリのオートクチュールビーズ刺繍

 オートクチュールビーズ刺繍
　 ゴールドガーデンのパースチャーム

やさしい和裁 仕立てと直し

日曜金継ぎと蒔絵講座

 米山マリの抱き人形
　  カノンちゃん

 はじめてのタティングレース
　 春をあむ

ソウタシエ
針と糸のジュエリーワーク

タイ宮廷の
フルーツ＆ソープカービング

ericさんのかわいいちいさな
消しゴムはんこ

ジュエリーリメイクデザイン
と彫金技法

ミニチュア和家具1/12とスイーツ、
アクセサリー作り 実演と実践

中山みどりのフェルトアート
愛犬・愛猫作り

 龍村美術織物で作る袋物

 デザイン額装とフレーム作り

 革のショルダーバッグを作る

 はじめての金工教室 
　 アクセサリーから小物まではじめての金継ぎ教室 

 はじめての木工教室 

散歩力のつく江戸・東京ガイダンス
ＴＯＫＹＯ町 ・々歴史小散歩

 皇室御用達ワイン飲み比べと
　 スペシャルフレンチランチ

古地図片手に江戸探し 名建築 見て歩き
　 旧多摩聖蹟記念館を訪ねる

自然観察ウォーキング

女性のための週末トレッキング

■ 第1日曜 10:00～12:30
■ 4/1から6回（4～9月）
■ 23,587円 教材費別途

■ 4/10（火）
　 10:30～12:30
■ 会員 3,488円
　 一般 4,158円
　 教材費 3,132円

■ 第4金曜 10:00～12:00 
■ 4/27から6回（4～9月）
■ 20,217円

■ 第4土曜
　 10:00～12:00
■ 5/26から5回 （5～9月）■ 16,848円

■ 5/20（日）
　 A 10:00～12:00 
　 B 13:00～15:00
■ AB各会員 3,369円 一般 4,050円 教材費 1,080円

■ 5/13（日）
　 10:00～12:00
■ 会員 3,823円
　 一般 4,492円
　 教材費 4,320円

■ 4/16（月） 10:00～12:00
■ 会員 4,492円 一般 5,173円
教材費 7,020円

■ 第1・3金曜 13:30～15:30
■ 4/6から12回（4～9月） ■ 40,435円

■ 第2日曜 10:00～13:00
■ 4/8から6回 （4～9月）
■ 金継・蒔絵 31,039円

■ 第2金曜 13:00～16:00
■ 4/13から6回 （4～9月）
■ 37,065円 教材費 3,888円

■ 6/15、29（金）14:00～16:00
■ 会員 8,985円 一般 10,346円 教材費 5,888円

■ 4/4、18、5/2（水）
　 10:00～12：00
■ 会員 10,108円
　 一般 12,150円 教材費 4,222円

■ 第1金曜
　 13:00～16:00
■ 4/6から6回（4～9月）
■ 26,956円

■ 第4土曜 10:15～12:15
■ 4/28から6回 （4～9月）■ 24,300円

■ 第4土曜 13:00～15:00
■ 4/28から6回 （4～9月）
■ 20,217円 教材費 1,620円

■ 第2･4月曜 10:00～12:00
■ 4/9から6回 （4～6月）
■ 29,678円 教材費別途

■ 第1火曜 15:45～18:00
■ 4/3から6回（4～9月）
■ 21,578円 
　 教材費 8,164円

■ 第1火曜 13:00～15:30 
■ 4/3から6回 （4～9月） ■ 20,217円 教材費別途

■ 4/23、5/28、6/25（月） 10:00～12:30
■ 会員 12,150円 一般 14,158円 教材費5,724円

■ 5/13（日）
　 13:00～
　 15:30
■ 会員 3,823円
　 一般 4,492円
　 教材費 8,640円

■ 第1・3月曜 19:00～21:00
■ 4/2から6回（4～6月） ■ 24,300円 教材費 13,000円程度

■ 第1･3･5月曜 19:00～21:00
■ 4/2から6回 （4～6月）■ 24,300円 教材費 17,000円

■ 第3火曜 13:00～ 15:00
■ 4/17から6回 （4～ 9月） 
■ 32,788円 教材費別途

■ 第1･3水曜 14:30～16:30
■ 4/4から12回 （4～9月）
■ 47,174円 教材費別途

■ 第2･4木曜 10:00～ 12:00
■ 4/12から6回 （4～ 6月）
■ 18,921円 教材費 13,834円

■ 第2月曜 13:00～15:00
■ 4/9から6回 （4～9月）■ 21,578円

■ 第1土曜 13:00～15:00
■ 4/7から6回 （4～9月）
■ 25,920円

■ 第1火曜 10:30～14:30
■ 4/3から6回 （4～9月） ■ 20,736円

■ 5/24（木） 12:00～14：30
■ 会員 8,640円 一般 9,720円

■ 3/24（土） 13:00～15:00
■ 会員 3,240円 一般 3,888円

■ 第2火曜 13:30～15:30
■ 4/10から6回（4～9月）
■ 20,736円

■ 第3火曜 13:00～16:00
■ 4/17から6回（4～9月） ■ 21,384円

■ 第2土曜 8:00～17:00
■ 4/14から6回 （4～9月）
■ 34,344円

 
ソープカービング ■ 3/24（土）10:15～12:15 

　　　 「桜を彫る」 ■ 会員・一般とも 4,050円 教材費 324円

ミニチュア・ドールハウス講座『ナチュラル・キッチン』作り
■ 第1火曜 13:00～15:30 ■ 4/3から6回（4～ 9月）
■ 21,578円 教材費 9,810円

無料説明会 ■ 3/13（火）13：00～14：30

■ 第1･3･5月曜 19:00～21:00
■ 4/2から6回 （4～6月）
■ 34,408円 教材費 5,400円

スティッチを強調するように
かわいらしく衣類を補修するの
が『装飾ダーニング』。ヨーロッ
パの伝統技術を学びましょう。

すてきにハンドメイドでおなじ
みの泉繭子と一緒にスタイルの
よく見える服を楽しく作りませ
んか。初心者大歓迎。

世代を問わず着られま
す。襟はステンカラーま
たはスタンドカラーより選
べます。

連続した幾何学模様
が美しい刺し子。伝
統模様を中心に、刺
し子の模様の描き方、
縫い方などの基礎か
ら始めます。

初めての方にも、自己流
で楽しんできた方にも納得
のテクニックやポイントを
作品を作りながらお伝えし
ます。

出版を記念して本の中か
ら、トイプードルを刺繍しま
す。当日、本もご購入いた
だけます。本は、お持ちい
ただければサインします。

淡水パールとパリで出会っ
たアンティークビーズを刺
繍してシックに仕上げます。

トップホールスパンコールで
立体的な花を刺繍します。
持ち帰って自宅で完成とな
ります。

単衣、袷着物、帯、
ミニ着物、寸法直
し等ご希望に合わ
せて着物全般をご
自分のペースで学
びます。初心者は
基礎縫いから。

伝統の職人芸「金継
ぎ」と「蒔絵」の技法
を一般の方にお伝え
する講座です。道具
代が初回に必要です。

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ます。
講座最終日は中山みどり先生の
直接指導を受けられます。

人形作りの大切なポイント
を一日で学びます。初め
ての方もお気軽にご参加
下さい。＊洋服の作り方、
着せつけ方は説明のみ

タティングの基礎をしっ
かり学ぶ3回講座です。
3作品完成させます。

ビーズや天然石を平紐
で縫いくるむ刺繍技法
です。ペンダントやブ
ローチ、帯留めに。

手のひらから生まれる美しい
彫刻。野菜や果物、石けんを
材料に花などのモチーフをナ
イフ１本で彫り出します。

デザインがかわいくて実用
性のある消しゴムはんこを
つくりましょう。作ったはん
こは手帳やお手紙、ラッピ
ングを楽しく彩ります。

イタリア仕込みのワンランク
上のジュエリーデザインと彫
金のプロの技術を学ぶ講座
です。講師は宝石鑑定士で
す。

龍村美術織物の布を毎
回使います。和洋に使
える袋藻を作りながら、
日本の伝承の手業を学
びます。

斬新でインパクトがあ
り、しかも美しいデザ
インの額装と、その額
装をぴったりと収めるフ
レームを作ります。

自分の思い描く金工アクセサリー
や小物をロストワックスという技
法で作りましょう。3ヶ月で1作
品仕上げます。初めての方から
安心してご受講いただけます。

木の存在を直に感じ
られる刳 (く)り物と
いう技法を中心に、
日常で使える美しい
器やカトラリーを製
作。道具の使い方か
ら丁寧に教えます。

菱刺しは青森県南
部地方で生まれた刺
し子。伝統柄を刺
して小物に仕立てま
す。美しい日本の
手仕事を体験しませ
んか。

日常使いのアクセサリーや
かんざしを作ります。伝統
工芸をモダンなデザインで
お楽しみください。

白樺クラフトのキソを課
題実習＋座学で学び、3
回目からは所定のカリ
キュラムの中から選んで
作品を作っていきます。

ランチタイムをはさみ江戸・
東京を五感で楽しむ町アル
キ。講師と歩けば好奇心と
健康力が高まり散歩力がつき
ます。

山梨が誇る皇室御用達ワイン、“シャ
トー・ルミエール”を中心に飲み比
べます。季節の食材を使用したラン
チもお楽しみに！　会場：銀座

江戸古地図を片手に
現代地図と見比べな
がら、遠い江戸の町
並・路地裏を想い、
名所・旧跡を確認し
ながら散策します。

「名建築見て歩き」では明治以
降の近代建築を訪ねます。そ
こに見られる様々な努力と試み
を、建築見学をしながら読み解
きます。

プロの自然案内人の楽しい解説
とともに、かれんな野草の花、
ユニークな樹木の実、美しい野
鳥などを愛でながら緑地をゆっ
くりと歩きます！

安全、楽しくをモットーに、初め
ての方からご参加いただけます。
東京近郊の山をお楽しみいただ
けます。

器のひびや欠けを、漆を使った
伝統的な金継ぎ技法で直します。
10名限定で丁寧に指導。大切な
器が美しく蘇る感動を味わいます。

野口 光 月居良子泉 繭子

いからしさとみ

オノエ・メグミ 川畑杏奈（annas)

米山マリ 藤重すみ

松島さとみ

村上恵子

eric(松原衣理子）佐藤知子

宇田泰子

関根瑞希

（監修）田川啓二 （講師）真家千栄

小久保美明、小久保厚子
中山みどり

栗原蘇秀
（くりはら・そしゅう）

永峰理絵子

小宮山千夏子

大澤和子
大澤実千世

巽 英里

大関敏幸

北林洪子

藤原洋人

倉茂洋美 増田みか・見城なおこ

椿沢主税

国府田清香

藤浦正行
藤木竜也

金沢正脩

佐々木 洋

越谷英雄 ほか

木村三千代、清水由美子

橋本 遥

長尾万里子

白樺クラフト「コイブ」代表 【監修】
Haco Works
「箱ワークス」主宰

デザイナー・スタイリスト

あさぎや

手芸デザイナー 刺しゅう作家

人形作家 レース研究家

Saraｈ Wood代表

Carving Bee主宰

消しゴムはんこ作家ジュエリー作家

ミニチュア・
ドールハウス作家

エトワレ主宰

チリアエンブロイダリースタジオ

和裁一級技能士
フェルトアート作家
中山みどり認定講師

漆芸伝承の会主宰 監修
担当講師

【監修】大澤袋もの研究所
【指導】

大関鞄工房

紀行エッセイスト

プロ・ナチュラリスト

ＩＣＩ石井スポーツスーパーバイザー

ジュエリー作家・武蔵野美術大学非常勤講師
美術家・東京藝術大学非常勤講師

菱刺し作家 一般社団法人
日本つまみ細工協会

テキスタイルデザイナー /
装飾ダーニングインストラクター デザイナー

漆芸作家・東京芸術大学非常勤講師

マンジェ・エ・ボワールNAGAOソムリエ

江戸風俗研究家
千葉工業大学准教授

「クロスステッチ教室」
発売元アップルミンツ（E&Eクリエイツ）

「伝統柄で楽しむふきんと
小もの 刺し子の手しごと」

日本文芸社
撮影／蜂巣文香

多摩市役所HPより

火曜 ■ 第3火曜 14:00～16:00 
クラス ■ 4/17から6回（4～ 9月） ■ 25,920円

作品例
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くらし・フラワーアレンジ・ゲーム

健康・ダンス

音楽

※8ページ現地講座もご覧ください。こども

受講料：毎週の講座は原則3ヶ月分（4～6月）、隔週の講座は原則6ヶ月分（4～9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。

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数
 初姫さあやとうたう宝塚ソング 初姫さあや 第2・4土曜

15:40～17:00 40,867円 ⑪

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

21,384円
教材費 162円 ⑤

智香子先生と
歌いたい曲を
楽しく歌おう!
個人レッスン

A～D 平山智香子 第2･4日曜
10:00～12:00

お一人30分間
各 33,696円 ⑥

クラシックのための
ヴォイストレーニング 
名曲を歌いつくす

平山智香子 第2･4日曜
13:00～14:30 39,312円 ⑩

大人から始める
声楽レッスン

金子美香
渡邉公威

第1･3火曜
19:00～20:30

13,953円
教材費 43円 ④

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 39,312円 ⑪

はじめてのベルカント 山本ひで子
粟根祐人

第2･4水曜
17:00～18:30 44,582円 ⑫

歌曲からアリアまで
自由曲レッスンクラス

山本ひで子
千葉咲子

第1･3･5水曜
17:00～18:30 48,600円 ⑫

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

Ⅰ
肥後幹子

第2･4木曜
13:00～14:20

44,582円
教材費 540円 ⑫

Ⅱ 第1･3･5木曜
11:40～13:10

49,896円
教材費 540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 22,291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
45,349円

教材費 421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 43,156円 ⑫

シャンソン 

金曜
クラス

青木裕史

毎金曜
14:45～16:15

39,560円
教材費 308円 ⑪

木曜
クラス

第1･3･5木曜
13:00～14:30 44,582円

教材費 308円 ⑫
そして
世界の歌

第1･3･5木曜
14:30～16:00

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 34,884円 ⑩

コーラスの楽しみ
青春のうた、思い出のうた 丸山美雄 第2土曜

13:00～14:30
20,217円

教材費 324円 ⑥

ミュージカルを歌おう 北川 潤 第2･4木曜
10:30～12:00

38,372円
教材費 1,188円 ⑪

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
43,804円

教材費 421円 ⑬

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 20,930円 ⑥

 南青山ウィメンズランニング部 ヤハラリカ 毎月曜
14:15～15:15 16,848円 ⑤

Chiekoの
やさしいピラティス体幹メイク Chieko 第2･4日曜

11:00～12:00 30,888円 ⑪

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 37,843円 ⑫

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数

五感で楽しむにほんの行事 広田千悦子 第3日曜
13:00～15:00

28,771円
教材費別途 ⑧

 花ごよみ12か月 雨宮ゆか 第2日曜
10:00～12:00

43,156円
教材費別途 ⑫

タニアさんと
楽しむ
ドイツ料理と
ランチタイム

 A
門倉多仁亜

A 指定日曜
B 指定月曜
C 指定水曜
11:00～14:00

会員 ４２，１２０円
一般 ４5,360円 ③ B

 C

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数

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 21,578円 ⑥

廣戸聡一の４スタンス・軸体操 園田麻衣子 第1･2･3土曜
16:00～17:30 35,380円 ⑨

ジャズヴォーカルの
楽しみ 金丸正城 毎水曜

16:00～18:00 38,372円 ⑪

ボサノヴァを歌う 中村善郎 第2･4火曜
19:00～20:30

18,921円
教材費 194円 ⑥

ゴスペル ASAMI 第2･4土曜
10:00～12:00 40,435円 ⑫

真紀とフラソングを歌おう 井上真紀 第1土曜
13:30～15:00

20,217円
教材費 129円 ⑥

カラオケマスターコース 佐々木裕正 第4火曜
13:00～15:00

23,587円
教材費 32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
41,860円

教材費 1,296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

47,174円 ⑫
Ⅱ 第2･4火曜

15:00～16:00

クロマティック・
ハーモニカ

入門
和谷泰扶
（わたにやすお）

第1･3･5月曜
9:40～10:40 45,360円

教材費 216円 ⑫
初中級 第1･3･5月曜

10:45～12:30

フルート教室 宮本明恭
立川和男

毎火曜
16:00～18:00 52,650円 ⑬

オカリナ 【初級】 善久
（Zenkyu）

第1火曜
18:30～20:00 20,217円 ⑥

ヘルマンハープ
（チャレンジコース） 梶原千沙都 第2･4月曜

12:30～13:30
44,582円

教材費 12,960円 ⑫

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 40,435円 ⑫

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
20,930円

教材費 129円 ⑥

ウクレレ入門 北田朋子 第3火曜
10:30～12:00

21,578円
教材費 108円 ⑥

楽しいウクレレ 小林 潔 毎水曜
10:30～12:00

37,065円
教材費 594円 ⑪

マンドリン入門教室
竹内郁子

第1･3･5木曜
17:15～18:15 40,435円 ⑫

マンドリン教室 毎木曜18:30～
20:30 41,860円 ⑫

二胡に親しむ 
初級

戸田沙耶花

第2･4水曜
14:00～15:15 40,435円

教材費 388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
澁谷健司

第1･3月曜
19:30～20:15

38,880円 ⑫
初・中級 第1･3月曜

20:15～21:00

健康を創る自彊術
（じきょうじゅつ） 小篠幾代 毎月曜

18:10～19:30 33,696円 ⑫

みんなの体操
ラジオ体操、正しく使って健康に！

高倉早苗

毎月曜
13:30～14:30 35,100円 ⑬

体力アップの
健康体操

A 毎月曜
11:35～12:35

35,100円 ⑬
B 毎水曜

11:30～12:30

若さを保つ健康体操 毎月曜
10:00～11:30 38,048円 ⑬

こころと体の若返り
高戸ベラのリラクササイズ 高戸ベラ 第1･3･5水曜

13:30～15:00 40,996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 39,139円 ⑫

痛み解消体操
エゴスキュー

白石和子
岩野幸代

第1･3･5金曜
10:30～11:45 37,843円 ⑫

ソフトゆる・軽体操
頭、心、体の老化をあきらめない 森川ひさ子 毎火曜

10:00～11:15 35,121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 37,843円 ⑫

きくち体操 菊池和子 第2･4木曜
10:30～12:00 40,435円 ⑫

チャクラ体操
心と体を調える

西川眞知子
窪田多恵子

第2･4金曜
10:00～11:20 37,843円 ⑫

焦鉄軍の気功教室 浜潟美奈子 毎火曜
18:45～19:45 40,996円 ⑬

健康太極拳 楊 麻紗 毎金曜
10:45～12:15 37,843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

34,689円 ⑪
B 楊 慧
（よう・けい）

第1･2･3･4金曜
14:30～16:00

夜のはじめて楊名時気功
太極拳

梁 成実
（りょう・せいじつ）

毎木曜
18:30～19:30 33,696円 ⑫

太極拳 理論講座 楊 進 第2日曜
12:30～14:30 20,930円 ⑥

椅子ヨガ
座ったままでらくらくヨガ

KARA
（唐戸真紀子）

第2･4金曜
10:30～12:00 40,435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 22,075円 ⑦

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 37,843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 25,272円 ⑤

日常を楽にする
ヨーガ

A

武井恵子

第2･4木曜
16:00～17:30

37,843円 ⑫B 第1･3･5木曜
19:00～20:30

C 第1･3･5日曜
10:00～11:30

 初風緑と踊るみどり組公演　  「めざせ！ジェントルウーマン」 初風 緑
第1・3・5火曜
15:30～16:45 53,913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

36,417円 ⑫
腰掛タップダンス 第2･4火曜

11:30～12:30

社交ダンス
入門・
初級 西坂範之

毎土曜
12:25～13:40 41,860円 ⑫

中級 毎土曜
13:50～15:20 43,156円 ⑫

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 36,417円 ⑫

ゆったり楽しむフラダンス 花山幸子 毎月曜
15:30～16:45 43,804円 ⑬

フラカヒコを学ぶ カトーエミイ 第1･3･5金曜
19:30～21:00 43,156円 ⑫

ソウル＆ディスコダンス TOMO 第2土曜
17:30～19:00 20,217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 40,435円 ⑫

ぼんおどりへ行こう 石川美良 第1木曜
18:30～20:30 16,200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。

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
23,587円

教材費 22,680円 ⑥

長島博の料理教室 長島 博 第3土曜
13:00～15:00

23,587円
教材費 6,480円 ⑥

旬野菜の手仕事
信州の台所のひみつ

A
横山タカ子

指定月曜
12:00～13:30 11,988円

教材費 4,860円 ③
B 指定月曜

14:00～15:30

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

24,948円 ⑥
免許皆伝
クラス

第2土曜
13:30～15:30

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
20,217円

教材費 11,664円 ⑥

 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

23,587円
教材費 32,400円 ⑥

高品質ワインを生む世界
のワイン産地と生産者 奥山久美子 第1･3･5土曜

13:00～15:00
39,139円

教材費 19,440円 ⑫

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2土曜
15:30～18:00

20,217円
教材費 25,920円 ⑥

皇帝献上茶で学ぶ
養生ティーライフ 登喜藍泉雅 第4水曜

15:45～17:15
20,217円

教材費 21,708円 ⑥

紅茶と食卓のエレガンス
貴婦人達の紅茶と食卓物語 石田佳子 第1土曜

13:30～15:30
19,569円

教材費 12,960円 ⑥

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

20,217円
教材費 4,536円 ⑥

紅茶とアンティークの
ある暮らし 近藤玲子 第1金曜

10:30～12:00
17,982円

教材費 8,100円 ⑤

Mrs.BERRYの
コンフィチュールとティーフーズ 赤曽部麗子 第2金曜

10:00～12:00
会員 10,789円 
一般 12,830円 
教材費 3,240円

③

C.bonbonの
アイシング
クッキー

 火午前

生島稚亜子

第4火曜
10:00～12:00

10,108円
教材費 11,340円 ③ 火午後 第4火曜

14:00～16:00

 水午前 第4水曜
10:00～12:00

かわいい季節の
和菓子づくり

金午前

ユイミコ

第4金曜
10:00～12:00

20,217円
教材費 3,888円 ⑥土午前 第4土曜

10:00～12:00

土午後 第4土曜
13:30～15:30

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 16,848円 ⑥

nonihana
暮らしの花教室 増田由希子 第1木曜

13:00～15:00
16,848円

教材費 32,400円 ⑤

CHAJIN 花教室
午前

CHAJIN

第1土曜
10:00～12:00 10,108円

教材費 19,116円 ③
午後 第1土曜

13:30～15:30

Tiny N
季節の花あしらい

午前
岡本典子

第3日曜
10:30～12:30 10,108円

教材費 19,440円 ③
午後 第3日曜

13:30～15:30
英国式フラワーアレンジメント
フレッシュ・プリザーブドフラワー 大石和美 第1木曜

10:30～12:30
20,217円

教材費 32,400円 ⑥

 ケイ山田の
英国式ガーデン ケイ山田 第1水曜

13:00～14:30
23,587円

教材費 25,920円 ⑥

盆栽入門 楽しい盆栽 河原塚保 第1土曜
10:30～13:00 24,300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 21,578円 ⑥

 北川やちよの究極のハーブ
      ハーブのある暮らし 北川やちよ 第1火曜

13:30～15:00
30,002円
教材費別途 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

37,065円
教材費 9,720円 ⑪

 マダム市川の
ナイスエイジングサロン 市川吉恵 第4金曜

13:00～14:30
23,587円

教材費 6,480円 ⑥

お疲れ顔にサヨナラ!
かづきメイク講座 箕浦裕子 第2･4水曜

19:00～21:00
ベーシック 20,217円
テクニック 23,587円 ⑥

 メイクボランティア入門
笑顔を引き出すお手伝い 西奈まるか 第2･4土曜

13:00～15:00
会員 11,469円 
一般 13,478円 ③

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 20,217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
20,217円

教材費 1,960円 ⑥

 おもちゃドクター養成講座 嶋田弘史 第2･4月曜
14:00～16:00

20,217円
教材費 4,080円 ⑥

 愛犬健康講座
病気予防の健康生活 若山正之 第4木曜

10:30～12:00
会員 10,108円
一般 12,150円
教材費 388円

③

占星学入門 
基礎

今井由利香

第1･3･5木曜
18:10～19:30

40,435円 ⑫
応用 第1･3･5木曜

19:40～21:00

 はじめての将棋 女性クラス 小林大二 毎水曜
10:00～11:30

40,435円
教材費 388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 40,435円 ⑫

 囲碁サロン
入門

信田成仁

毎金曜
18:30～20:15

40,435円
教材費 518円 ⑫

経験者 毎金曜
19:15～21:00

44,582円
教材費 518円 ⑫

囲碁 てほどきから実戦まで 毎金曜
12:30～15:30

40,435円
教材費 518円 ⑫

入門! 百人一首 競技かるた 渡邊令恵
（わたなべふみえ）

第2･4土曜
10:00～11:30

33,696円
教材費 540円～ ⑩

● サマディ神宮ゴルフスクール
03（6438）9633

● 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 
　 ヨットスクール 0467（24）9401

ハーモニカ入門 少人数レッスン

ケーナ・サンポーニァを吹こう

 ヘルマンハープに親しもう

童話とアイシングクッキー 蓼科の料理教室「千乃壺」が教える
日々のごちそう

からだを整える家庭薬膳と漢方茶 

ロシア家庭の味

HIROKO TAKEDA
FLOWER ARRANGEMENT LESSON

コントラクトブリッジ

ブルゴーニュ・ワインを識る 
基礎から最先端の現地情報まで

蔵元トークとテイスティングで楽しむ日本酒

女性麻雀教室

歌曲からオペラアリアまで

英語で歌う、クラシック～ポピュラー

バンジョーを弾いてみよう 眞理ヨシコと「歌う」

イタリアの発声法
ベルカント唱法入門    

 

 シニアのための筋トレ教室

月1回の体調を整えるリラックスヨーガ

きわめびと 廣戸聡一の4スタンス理論

 自分でできるツボ健康法

ステップアップ! ナイトラン 青山を走ろう

アレクサンダー・テクニーク 

 入門バレエレッスン 

お勤め帰りにフラダンス 

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

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

 童謡・抒情歌を歌う よくわかる楽譜の読み方
入門編

硬筆・毛筆こどもクラブ
正しく美しく書くために

 こどものお稽古 日本舞踊 花柳流 親子コース有

子供のためのリトミック

 こども将棋 5歳～中学生まで

 ボイストレーニング＆リズム 
　　 キャロル・キング 「Will you （still） love me tomorrow」

■ 第2・4金曜
　 10:00～11:30
■ 4/13から12回（4～9月）
■ 45,878円

■ 第2･4月曜 15:30～17:00
■ 4/9から12回 （4～9月）
■ 40,435円 教材費 388円

■ 第2･4火曜 17:10～18:10
■ 4/10から12回 （4～9月）
■ 40,435円 教材費 1,026円

■ 第4日曜 13:00～15:00
■ 4/22から6回 （4～9月）
■ 会員 30,326円 一般 32,400円 教材費 12,960円

■ A 4/17、5/15、6/19（火） 12:00～15:00
　 B 4/10、5/8、6/12（火）   12:00～15:00
■ ABとも 32,400円 会場TOTOショールーム（新宿）

■ 第1月曜 18:45～20:15
■ 4/2から6回 （4～9月）
■ 20,217円 教材費 12,960円

■ 第3月曜 10:30～13:30
■ 4/16から6回 （4～9月）一回受講可
■ 21,578円 教材費 32,400円
　 一回受講 4,370円 教材費 5,400円

■ 第4金曜 10:30～12:30
■ 4/27から4回 （4～9月）
■ 15,724円 教材費 64,800円

■ 第2木曜 19:00～20:45
■ 4/12から6回 （4～9月）
■ 20,606円 教材費 25,920円

■ 第4土曜 16:30～18:00
■ 4/14から6回 （4～9月）
■ 20,217円 教材費 6,480円

■ 毎水曜 10:00～12:00 ■ 4/4から13回 （4～6月）
■ 入門・基礎 42,400円 プレイコース 32,151円 教材費 561円

■ 毎金曜
　 入門・実践 10:00～12:00
　 初級・実践 12:15～14:15
■ 4/6から12回 （4～6月） ■ 39,139円

■ 毎水曜 15:15～16:55
■ 4/11から12回（4～6月）
■ 48,600円

■ 第3木曜 13:30～ 15:00
■ 4/19から6回(4～ 9月） 
■ 35,056円 教材費 1,944円

■ 第3土曜 17:30～20:30
　 （経験者 17：30入門・初心者 19：00）
■ 4/21から6回 （4～9月）
■ 20,217円 教材費 194円

■ 第1･3･5月曜 13:00～15:00
■ 4/2から12回 （4～9月） ■ 43,156円

■ 第2･4月曜 18:25～19:10
■ 4/9から10回 （4～9月）
■ 22,464円

■ 第2・4月曜 9:40～10:10
■ 4/9から12回 （4～9月） ■ 40,435円

■ 第2･4土曜 16:00～17:30
■ 4/14から11回 （4～9月）
■ 35,877円 教材費 118円

■ 第2・4水曜 13:00～14:00
■ 4/11から11回（4～9月）
■ 34,689円

■ 第3土曜 10:00～11:30
■ 4/21から6回 （4～9月）
■ 18,921円

■ 4/28、5/26、6/23（土） 
　 16:00～17:30 
■ 12,830円

■ 第3土曜 10:00～11:40
■ 4/21から6回 （4～9月）
■ 19,569円

■ 第1･3･5水曜 19:30～21:00
■ 4/4から12回 （4～9月）
■ 36,417円

■ 4/23、5/28、6/25（月）
19:00～20:30 ■ 11,145円

■ 毎月曜 19:40～21:00
■ 5/7から8回（5～6月） ■ 26,956円

■ 第2・4火曜 19:50～21:00
■ 4/10から12回（4～9月）
■ 40,435円

■ 毎月曜 13:00～14:00
■ 4/2から13回 （4～6月） ■ 43,804円

■ 毎水曜 17:00～18:00
■ 4/4から12回 （4～6月）
■ こども 43,804円 親子 45,878円

■ 第1・3土曜 16:00～17:30
■ 4/7から12回（4～9月）
■ 40,435円 教材費  777円

■ 第2･4日曜 硬筆のみ 10:30～12:15 硬筆・毛筆 13:00～14:45 
■ 4/8から12回 （4～9月） ■ 各クラス 40,435円 教材費 1,296円

■ 第1・3・4・5日曜
　 A 11:30～ 12:00 （2～ 3才）
　 B1 11:30～ 12:30
　 　  （4～ 6才）新規クラス
　 B2 13:30～ 14:30
　   　（4～ 6才）経験者クラス
　 C 12:30～ 13:30（小学低学年）
　 D 10:00～ 11:30（小学高学年）
■ 4/1から9回（4～ 6月） ■ 各 31,395円

■ 4/25（水） 19:00～20:45 ■ 会員・一般 3,488円
ボイストレーニング ■ 第2･4水曜 19:00～ 20:45
＆リズム　 ■ 4/25から6回 （4～ 6月） ■ 20,930円

■ 3/26（月） 10:00～11:00 ■ 会員・一般 3,715円
ゆったり ■ 第2･4月曜 13:45～ 14:45 ■ 4/9から12回 （4～ 9月）
コース ■ 44,582円 教材費 12,960円 楽器レンタルあり

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

赤とんぼ、花、月の砂漠など
発声も学びながら気持ちに強く
響く歌唱を目指します。声が豊
かに響き、体もいきいきとして
きますよ。

音符の読み方が全くわからない
方や、うろ覚えの方が対象。６ヶ
月で、簡単な楽譜を見ながら
歌ったり曲を聴いたりして楽し
めるようになります。

ロイヤルアイシング・コル
ネの作り方からアイシング
の基礎応用まで学びます。

人気料理教室の出張レッスン。体
に無理なく食べられるおかずから、
ちょっと特別な日の一品まで、毎
日の食卓を楽しく豊かにしてくれるレシピをご紹介。

身近な食材で作れて未病改
善に役立つ薬膳レシピやお茶
のブレンド、薬膳の基礎につ
いて楽しく学びを深めます。

毎月季節に合わせ
たロシアの家庭料
理をメインの料理、
スープ　サラダを作
ります。

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

世界で愛好されているトランプ
を使って遊ぶ知的でお洒落な
ゲーム。基礎からレッスンし１年
で楽しく遊べるまでになります。

ワインの中でも最も人気が高く、
繊細で奥が深いブルゴーニュを
楽しく学びます。チーズも楽しめ
ます。（毎回５～６種類程度試飲）

日本酒は、原材料なる米や米麹、
水の他に、様々な醸造方法（仕
込み）によって、その味わいが
異なってきます。蔵元の話を聞
きながら、バラエティに富んだ
日本酒の味わいを楽しみます。

初心者には基本的なルー
ルを、中上級者には実践
を通して、上達するよう
に指導。有段者を目指し
た指導も行います。

発声やコンコーネ歌唱で音程やリズム
感を正しく身につけ、イタリア歌曲な
ど体を使い歌いましょう。曲の仕上げ
に一人づつ歌うレッスンもします。

あなたは　いつ歌いますか。あ
なたは　なぜ歌いますか。何を
歌いますか。沢山の歌に出合っ
て、学びながら＜あなたの歌＞
を見つけてください。

呼吸法や発音強制を含むヴォー
カルレッスン。脳も活性化し、
体の中から若返るフィジカルト
レーニング。

アメリカ生まれの愉快な楽器「バ
ンジョー」誰もが知っている曲
を講師オリジナルの色楽譜を
使ってレッスンします。

オペラの本場イタリアの発声法“ベルカン
ト声法”でヴォイストレーニング。簡単な
イタリア歌曲なども織り交ぜながら、発
声の基本を楽しみながら身につけます。

どこにでも持ち歩くことがで
き、気軽に楽しめるのが魅力
です。初めての方を対象に
基本から丁寧に指導します。

南米アンデスに古くから伝わる縦笛
ケーナ「コンドルは飛んで行く」で
同じみのアンデスの調べ。ケーナ、
チャランゴなどの楽器を演奏し多く
の音楽祭で次々と賞を獲得の講師。

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
弾くことができます。

無理なく、安全に、楽しく取
り組めるトレーニング法をや
さしく指導します。

ポーズの基礎から呼吸筋の育て
方まで幅広く学び、ご自宅でも実
践できるよう丁寧に指導します。

自分のタイプを知り、適った動
き方をすることで、最大の能
力を発揮することができます。

中国伝統医学の経絡学と手足
の動きを統合させた健康法で、
日々の不調を改善しましょう。

自己流で走っている方、さらな
る走力アップを目指す方、体力
に応じてトレーニングします。

身体のクセに気づき、筋肉の緊
張を解きほぐして、本来持ってい
る身体能力を呼び戻します。腰
痛・肩こりが根本的に解消します！

基礎を大切にクラシックバレエを学びます。バーレッスン
を中心にエクササイズを行います。初心者の方歓迎です。

初めての方でも基本をしっかり学
べます。ハワイの空のような明る
いダンス他多彩な曲を踊ります。

ＳＡＭ監修、だれでも楽しく
無理なく続けられる有酸素
運動で健康増進！

初心者から経験者まで技量に応じて組分け
し、丁寧にご指導いたします。

将棋は知的でとても楽しいゲーム。初めて
の方や、もう一度基本から学びたい方も大
歓迎です。

筆遣いや、字形のとり方を中心に
書くことの楽しさや表現力を学び
ます。段級の取得もできます。硬
筆も毛筆も学ぶことができます。
美しい文字は、一生の宝物です。

英語で歌います。ボイストレー
ニング（発声）で、驚くほど声
がよく出るようになり、リズム
の取り方もしっかり学びます。

石飛博光（いしとび・はっこう）

五世宗家家元 花柳壽輔
花柳登貴太朗・花柳寿華

上岡麻美 滝澤ちか子 谷口ももよ

萩原昌子

竹田浩子
沖谷 邦・熊野桃子・
鈴木秀子

内池直人
藤枝昭裕参加各蔵元

土居美智子

梶原千沙都

山本ひで子

眞理ヨシコ

柴田智子

奈良屋七之助

林 義直

池田ひろみ

リッキーロドリゲス

磯崎良太

大熊由美子

廣戸聡一

何 雲（カ・ウン）

安喰太郎

石坪佐季子

金田あゆ子 ほか

井上真紀＆レイレフア・マカマエ

HARUNA

音喜多美佳
中島清香

河野由貴

小林大二
西村桃林（にしむら・とうりん）

下村朋華広瀬蓉子

千葉咲子、粟根祐人

貞光裕美子

うえむらかをる

監修 毎日書道展理事

日本将棋連盟普及指導員 監修 花柳流家元
指導

お菓子絵本作家
管理栄養士

薬膳料理研究家

ロシア料理研究家

フラワーデザイナー
日本コントラクトブリッジ連盟
公認ブリッジインストラクター

ブルゴーニュ委員会公認
ブルゴーニュワイン・インストラクター

コーディネイト・進行

日本麻雀道連盟 麻雀師範

日本ヘルマンハープ振興会会長

二期会会員 ソプラノ

初代「ＮＨＫうたのおねえさん」

昭和音大講師・ソプラノ

バンジョー奏者

声楽家 バリトン

ハーモニカ振興会認定講師

パーソナルトレーナー

広池ヨーガ講師

一般社団法人「レッシュプロジェクト」代表

日本中医学気功振興会代表

Harriers代表 英国陸上競技連盟公認コーチ

アレクサンダー・テクニーク協会講師

監修・指導

ダレデモダンス認定インストラクター

日本声楽発声学会会員
声楽家

ピアニスト

指導 毎日書道展審査会員

星美学園短期大学教授

ピアニスト

ピアニスト

ボーカリスト

ハーモニカ ■ 第2・4月曜 10:15～ 11:45
■ 4/9から12回 （4～ 9月） ■ 40,435円

はじめての ■ 3/14（水）10:00～ 12:00
コントラクトブリッジ ■ 会員・一般とも3,369円

 ■ 4/23（月） 
 ■ 会員 3,369 円 一般 4,050 円
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１
５
０
０
円（
税
別
）



 テキストが新しくなる講座。

英語

（1講座につき1回のみ。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。 
 ● マークの体験日は、会員・一般ともに2,980円（税込み）です。1,040円（税別）で体験レッスンができます。外 国 語

レベルの
説明

入門 初心者向け。文法や発音を基礎から。 中級 基礎文法は学習済み。日常会話を中心に。

初級 基礎文法のおさらいとやさしい会話表現。 上級 会話や文献を通じて語彙を増やす。
その他の外国語

フランス語
講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数

フランス語 ピエール・
フェリックス

毎木曜
13:30～14:50 43,156円 ⑫

フランス語 

 入門A 佐野剛 毎火曜
12:00～13:20 39,560円 ⑪

 入門B フィリップ・ブロッシェン
毎土曜

13:30～14:50 43,156円 ⑫

 入門C エリック・ブルディエ
毎水曜

15:15～16:35 43,156円 ⑫

初級A 鈴木順子 毎火曜
10:30～11:50 46,753円 ⑫

初級B ピエール・
フェリックス

毎木曜
18:40～20:00 43,156円 ⑫

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 43,156円 ⑫

初級B 毎金曜
13:30～14:50 43,156円 ⑫

初級C 毎木曜
15:15～16:35 39,560円 ⑪

中級 ピエール・
フェリックス

毎木曜
10:30～11:50

43,156円 ⑫夜
中級A フィリップ・

ブロッシェン

毎水曜
18:40～20:00

夜
中級B

毎木曜
19:30～20:50

上級 ピエール・
フェリックス

毎火曜
13:30～14:50 46,753円 ⑬

文化に親しむフランス語 
中級

シャンタル
江草

毎月曜
10:30～11:50 43,156円 ⑫

 名作フランスミュージカルを学ぶ　　  「シェルブールの雨傘」中級 佐野 剛 毎火曜
10:30～11:50 39,560円 ⑪

 名作『モンテクリスト伯』を読む　　  仏検2～3級対策 中級 鈴木順子 毎水曜
10:30～11:50 46,753円 ⑬

「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

43,156円 ⑫
映画で楽しむフランス語
上級

毎水曜
12:00～13:20

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

13,478円
教材費 216円 ④

ドイツ語

ドイツ語
初級A 渡辺真理 毎土曜

10:30～11:50 43,156円 ⑫

初級B ブリギッテ・
ミヤ

毎木曜
13:30～14:50 39,560円 ⑪

ドイツ語会話 

 入門
関 幸子

毎月曜
10:30～11:50

43,156円 ⑫中級A 毎金曜
12:00～13:20

中級B ミヒャエル・
ピッチェル

毎水曜
13:45～15:05

中級C ブリギッテ・
ミヤ

毎木曜
10:30～11:50 39,560円 ⑪

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 43,156円 ⑫

 ドイツ語講読 中級A.シュニッツラー『TRAUMNOVELLE』渡辺真理
第1･3･5土曜
12:00～13:20 38,232円 ⑩

 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 26,956円 ⑥

イタリア語

イタリア語 

 入門 松浦弘明 毎火曜
14:00～15:20 39,560円 ⑪

初級A 重藤 彩 第1･3･5月曜
12:00～13:20 43,156円 ⑫

初級B 松浦弘明 毎月曜
12:00～13:20 39,560円 ⑪

中級A 入江たまよ 毎月曜
10:30～11:50 43,156円 ⑫

中級B 松浦弘明 毎月曜
14:00～15:20 39,560円 ⑪

イタリア語会話 

初級 ジョバンニ・
ピリアルブ

毎月曜
10:30～11:50 43,156円 ⑫

中級A サラ
ファルキ

毎月曜
18:10～19:30

46,753円 ⑬
中級B ティナ

ビチーニ
毎火曜

19:00～20:20

上級 チンツィア
ミーナ

毎木曜
13:30～14:50 35,964円 ⑩

楽しく読もうイタリア語
中級

松浦弘明

毎火曜
15:30～16:50 39,560円 ⑪

イタリア語の話す力と聞く力
中級

毎火曜
19:40～21:00 39,560円 ⑪

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

 はじめての英会話ビギナークラス
エリザベス・
キーン

毎月曜
10:30～11:50 43,156円 ⑫

 シニアのためのゆっくり英会話
ダグラス・
ピッカート

毎金曜
10:30～11:50 39,560円 ⑪

英会話レベル1 

月 ラリー・
ニフィング

毎月曜
12:00～13:20

46,753円 ⑬
火

マーチン・
ネビット

毎火曜
10:30～11:50

火 毎火曜
12:00～13:20

火 毎火曜
13:30～14:50

水 ダグラス・
ピッカート

毎水曜
10:30～11:50 43,156円 ⑫

水 ジョン・
ラッセル

毎水曜
12:00～13:20 46,753円 ⑬

水 ジェフリー・
スイガム

毎水曜
13:30～14:50

木 ラリー・
ニフィング

毎木曜
10:30～11:50 43,156円 ⑫

金 テッド・
クウォック

毎金曜
10:30～11:50

金 ダグラス・
ピッカート

毎金曜
12:00～13:20 39,560円 ⑪

ゆっくり・あんしん
英会話 前島武男 毎月曜

10:30～11:50 43,156円 ⑫

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
43,156円

教材費 216円 ⑫

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 21,578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 21,578円 ⑥

英会話レベル2 

火 ジェームス・
チューディ

毎火曜
10:30～11:40 43,156円 ⑫

火 ジェフリー・
スイガム

毎火曜
12:00～13:20 46,753円 ⑬

木 ジェームス・
チューディ

毎木曜
12:00～13:20 43,156円 ⑫

今日から使える英会話 鈴木由利子 毎月曜
12:00～13:20

43,156円
教材費 216円 ⑫

コミュニケーション
英会話

西蔭浩子

毎金曜
19:00～20:20 43,156円 ⑫

日曜とっておきの
英会話

第2･4日曜
13:30～14:50

21,578円
教材費 129円 ⑥

おつとめ
帰りの時短!
英会話

初級・
木曜 コリー・

ブランク

毎木曜
19:00～20:00 33,696円

教材費 129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 46,753円 ⑬

月 ジェーン・
ワークマン

毎月曜
12:00～13:20 43,156円 ⑫

火 毎火曜
13:30～14:50 46,753円 ⑬

火 ジェームス・
チューディ

毎火曜
13:40～15:00 43,156円 ⑫

英会話レベル3 
火 ジョン・

パストゥルカ
毎火曜

19:30～20:50
46,753円

教材費 108円 ⑬

木 デビッド・
パーマー

毎木曜
12:00～13:20 43,156円 ⑫

Discussion in English ジム・ヘンダーソン
毎水曜

15:00～16:20 43,156円 ⑫

英会話レベル3～4 木 ジェームス・
チューディ

毎木曜
10:30～11:50 43,156円 ⑫

レ
ベ
ル
３
〜
５

英会話レベル4 

月 ジェーン・
ワークマン

毎月曜
13:30～14:50 43,156円 ⑫

火 ジェームス・
チューディ

毎火曜
12:00～13:20

水 ジョン・
ラッセル

毎水曜
13:30～14:50

46,753円
教材費 280円 ⑬

水 ジェームス・
チューディ

毎水曜
18:10～19:30 43,156円 ⑫

金 ジェーン・
ワークマン

毎金曜
13:30～14:50

英会話レベル4～5 テッド・
クウォック

毎金曜
19:00～20:20 39,560円 ⑪

英会話レベル5 デビッド・
パーマー

毎月曜
18:10～19:30

46,753円
教材費 140円 ⑬

文法・学校テキスト

 中学英文法のきほん
後藤英子

毎金曜
15:00～16:20 43,156円

教材費 259円 ⑫
高校英文法のきほん 毎金曜

10:30～11:50

話すための英文法
初級 ジェフリー・

スイガム

毎火曜
13:30～14:50 46,753円 ⑬

中級 毎水曜
15:00～16:20

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 43,156円 ⑫

文学・映画・News
名作を読む
－ロアルド・ダール 大西幸子 毎水曜

13:30～14:50 46,753円 ⑬

イギリスのお菓子を
物語に探る 北野佐久子 第3土曜

10:00～12:00 19,656円 ⑤

原書で味わう
読み聞かせの世界（レベル3）宮島瑞穂

第2･4土曜
10:15～11:45 43,156円 ⑫

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

47,174円
教材費 540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

43,156円
教材費 308円 ⑫

News Talk（レベル4） マーチン・
ネビット

毎火曜
19:40～21:00

46,753円
教材費 108円 ⑬

Issues in 
the news

レベル4 月
エリック・
ケルソー

毎月曜
13:30～14:50

46,753円
教材費 70円 ⑬

レベル4 水 毎水曜
12:00～13:20

46,753円
教材費 140円 ⑬

レベル5 水 毎水曜
13:30～14:50

46,753円
教材費 70円 ⑬

レベル5 木 ジェームス・
チューディ

毎木曜
13:40～15:00

43,156円
教材費 308円 ⑫

Reading and 
Discussion (レベル5)

ジェーン・
ワークマン

毎火曜
12:00～13:20 46,753円 ⑬

TIMEを読む（レベル5）
マーク・
ドリューニアク
ほか

毎土曜
12:50～14:50 47,174円 ⑫

目的に合わせて学ぶ

トラベル英会話
 初級

斉藤早智子
第1･3･5木曜
12:00～13:20 43,156円 ⑫

プラス 第1･3･5木曜
10:30～11:50

Enjoy! 海外旅行英会話 エリザベス・
キーン

第2･4金曜
12:00～13:20 43,156円 ⑫

旅とくらしの英会話
 （レベル2） 後藤英子 毎水曜

10:30～11:50 46,753円 ⑬

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
46,753円

教材費 280円 ⑬

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

21,578円
教材費 64円 ⑥

Let's Talk about Japan!
（レベル3）

ラリー・
ニフィング

毎木曜
15:00～16:20

43,156円
教材費 259円 ⑫

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 43,156円 ⑫

イタリアの小説を読む
カルミネ・アバーテ 白崎容子 毎土曜

10:40～12:10 32,367円 ⑨

 美術で学ぶイタリア語
『L'ITALIANO DELL'ARTE』

チンツィア
ミーナ

毎木曜
15:00～16:20 35,964円 ⑩

スペイン語

 やさしいスペイン語入門
ピラール
フェルナンデス

毎水曜
15:15～16:35 46,753円 ⑬

 もういちどやり直す　   スペイン語 入門
与那嶺
ディエゴフェ
ルナンド

毎金曜
18：40～20:00 28,771円 ⑧

スペイン語会話 

初級 ピラール
フェルナンデス

毎金曜
15:00～16:20

43,156円 ⑫
中級 マルタ

タナカ

毎金曜
10:30～11:50

中上級 第1･3･5金曜
13:30～14:50 46,753円 ⑬

中国語

 
この春
はじめよう
中国語

A 入門 秦 敏 毎水曜
12:00～13:20 43,156円 ⑫

B 入門

林 波

毎土曜
12:00～13:20 35,964円 ⑩

中国語で学ぶニッポン 入門 第1･3･5土曜
10:30～11:50 21,578円 ⑥

中国語の基礎の基礎 初級 毎土曜
15:10～16:30 39,560円 ⑪

 話すための中国語 初中級 ～まず、中国人の思考を知ろう～
毎金曜

10:30～11:50 39,560円 ⑪

听力&口語 中国語 初中級
リスニング&スピーキング

毎土曜
16:40～18:00 39,560円 ⑪

 会話のための中国語発音レッスン 中級 秦 敏 毎水曜
10:30～11:50 43,156円 ⑫

中国語会話  中級
虞 織文 毎月曜

13:30～14:50
43,156円 ⑫

徐 曼 毎木曜
10:30～11:50

中国語青山遊学 中級 林 波 毎土曜
13:30～14:50 39,560円 ⑪

ハングル

やさしくしっかり
学ぶハングル

 A 入門
李 柱憲

毎水曜
19:20～20:40 43,156円 ⑫

B 入門 毎水曜
18:10～19:10 46,753円 ⑬

【4名限定】60分間ショート
レッスン ハングル初級

朴 三植
（パク・サムシク）

毎木曜
12:15～13:15 39,560円 ⑪

ハングル 

初中級 朴 三植
（パク・サムシク）

毎火曜
12:00～13:20

39,560円 ⑪
初中級 毎木曜

13:30～14:50

中級 金 裕鴻
（キム・ユウコウ）

毎木曜
12:00～13:20 43,156円 ⑫

中上級

朴 三植
（パク・サムシク）

毎火曜
15:00～16:20

39,560円 ⑪

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

上級 毎木曜
19:40～21:00

ハングル演習　　上級 金 裕鴻
（キム・ユウコウ）

毎土曜
15:00～17:00 48,600円 ⑫

その他
【3名限定】45分間
楽しく学ぶ、ロシア語 初級 タマーラ 原

毎水曜
12:30～13:15

46,753円 ⑬
ロシア語会話 初中級 毎水曜

15:00～16:20

ラテン語原書講読 逸身喜一郎 毎土曜
15:00～16:20 39,312円 ⑩

 旅のインドネシア語－3ヶ月－ 入門 アイ
クスハヤティー

毎月曜
19:00～20:20 35,380円

教材費 324円 ⑨
インドネシア語
 初級～中級

毎水曜
19:00～20:20

 挨拶からはじめるタイ語 入門

中島マリン

第1･3･4･5土曜
17:00～18:20

30,326円 ⑨
やさしいタイ語 初級 第1･3･4土曜

13:30～15:00

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 中級 第1･3･4土曜
10:00～11:30

 フランス語 入門A

フランス語会話 初級Ａ

 ドイツ語 入門

 イタリア語 入門

 挨拶からはじめるタイ語 入門

英語で伝えたい！まるごと日本

 はじめての英会話
ビギナークラス

 シニアのためのゆっくり英会話
レベル1

 ラリーの
フリートーク英会話   レベル3

原書で味わう読み聞かせの世界
レベル３

 英会話エリザベスクラス 初級
British Englishのテキストを使って

 中学英文法のきほん 単語力アップ！の英会話高校英文法のきほん

 アナウンサー直伝！
伝わる英語プレゼンテーション

 フランス語 入門B

 名作フランスミュージカルを学ぶ
「シェルブールの雨傘」 中級

 名作『モンテ・クリスト伯』を読む
仏検2～ 3級対策 中級

 ドイツ語講読 中級
A.シュニッツラー『TRAUMNOVELLE』

 もういちどやり直すスペイン語
入門

 会話のための中国語
　 『発音』レッスン 中級

 この春はじめよう中国語B
入門クラス

 この春はじめよう中国語A
入門クラス

 やさしくしっかり学ぶ
　 ハングル 入門

 ドイツ語 現代文学翻訳工房 中上級
『Der Mittagstisch』

 美術で学ぶイタリア語
    『L'ITALIANO DELL'ARTE』

 旅のインドネシア語3ヶ月 入門

 フランス語 入門C

 やさしいスペイン語 入門

ラテン語原書購読

 タイ語で買い物をしてみよう

 英語は朗読でうまくなる！
　 英語朗読入門

英会話 テッドクラス  初中級
映画・音楽・芸術からみつけるユーモア

 英会話上級 レベル4～ 5 TIMEを読む レベル５

 トラベル英会話【初級】

■ 毎火曜 12:00～13:20
■ 4/17から11回 （4～6月）
■ 39,560円

■ 毎金曜 15:00～16:20
■ 4/6から12回 （4～6月）
■ 43,156円

■ 毎月曜 10:30～11:50
■ 4/2から12回 （4～6月）
■ 43,156円

■ 毎火曜 14:00～15:20
■ 4/10から11回 （4～6月）
■ 39,560円

■ 第1･3･4･5土曜 17:00～18:20
■ 4/14から9回 （4～6月）
■ 30,326円

■ 第2･4水曜
　 19:00～20:20
■ 4/11から12回 （4～6月） ■ 43,156円

■ 毎月曜 10:30～11:50
■ 4/9から12回 （4～6月） ■ 43,156円

■ 毎金曜 10:30～11:50
■ 4/6から11回 （4～6月）
■ 39,560円

■ 毎木曜 13:30～14:50
■ 4/12から11回 （4～6月）
■ 39,560円  3/29（木）

■ 第2･4土曜 10:15～11:45
■ 4/14から12回 （4～9月） ■ 43,156円

■ 毎月曜 12:00～13:20
■ 4/9から12回 （4～6月）
■ 43,156円  3/26（月）

■ 毎金曜 12:00～13:20
■ 4/6から12回 （4～6月）
■ 43,156円 教材費 259円

■ 毎金曜
　 初級 12:00～13:20
　 中級 13:30～14:50
■ 4/6から12回（4～6月） ■ 43,156円

■ 毎金曜 10:30～11:50
■ 4/6から12回 （4～6月）
■ 43,156円 教材費 259円

■ 指定水曜 19:00～21:00
■ 5/16から4回 （5～6月）
■ 会員 14,385円 一般 17,107円

■ 毎土曜 13:30～14:50
■ 4/7から12回 （4～6月）
■ 43,156円

■ 毎火曜 10:30～11:50
■ 4/17から11回 （4～6月） ■ 39,560円

■ 毎水曜 10:30～11:50
■ 4/4から13回 （4～6月） ■ 46,753円

■ 第1･3･5土曜 12:00～13:20
■ 4/21から10回 （4～9月） ■ 38,232円 教材費 1,080円

■ 毎金曜 18:40～20:00
■ 4/6から8回 （4～6月） ■ 28,771円

■ 毎水曜 10:30～11:50
■ 4/4から12回 （4～6月） ■ 43,156円

■ 毎土曜 12:00～13:20
■ 4/14から10回 （4～6月） ■ 35,964円

■ 毎水曜 12:00～13:20
■ 4/4から12回 （4～6月） ■ 43,156円

■ 毎水曜 19:20～20:40
■ 4/11から12回（4～9月） ■ 43,156円

■ 第2･4土曜 13:30～15:30
■ 4/14から6回 （4～6月） ■ 26,956円

■ 毎木曜 15:00～16:20
■ 4/12から10回 （4～6月）
■ 35,964円

■ 毎月曜 19:00～20:20
■ 4/9から9回 （4～6月）
■ 35,380円 教材費 324円

■ 毎水曜 15:00～16:20
■ 4/4から12回 （4～6月）
■ 43,156円

■ 毎水曜 15:15～16:35
■ 4/4から13回 （4～6月）
■ 46,753円

■ 毎土曜 15:00～16:20
■ 4/7から10回（4～6月）
■ 39,312円

■ 3/24（土） 17:00～18:20
■ 会員・一般とも3,369円

■ 指定水曜 19:00～21:00
■ 4/11から6回 （4～6月）
■ 21,578円

■ 第2･4土曜
　 12:00～13:20
■ 4/28から12回 （4～9月）
■ 43,156円

■ 毎金曜 19:00～20:20
■ 4/13から11回（4～6月）
■ 39,560円

 3/30（金）

■ 毎土曜
　 12:50～14:50
■ 4/7から12回 （4～6月）
■ 47,174円

■ 第1･3･5木曜 12:00～13:20
■ 4/5から12回 （4～9月）
■ 43,156円

フランス語を初めて学ぶ方が対
象。半年で仏検 4級程度、一
年で仏検3級程度のレベルにな
ります。

日常会話を指導します。基本と
なる文法、語彙、そして難しい
発音を確認しながらゆっくり基
礎を固めていきます。

初めてドイツ語を学ぶ方を対象
に、発音・基礎文法・簡単な
会話を中心に学びます。繰り返
し復習し、ゆっくりと進めます。

初めてイタリア語を学ぶ方対象
に基礎文法、発音、簡単な会
話を分かりやすく指導します。

ゼロからタイ語の学習を始めたい方を対象
とした入門のクラスです。クラスでは声調、
基本文法、文の構成などを学び、簡単な
文を作成し、会話の練習を繰り返します。

日本のことを簡単な英語フレー
ズで紹介するコツを参加型で学
びます。ボランティア英語ガイ
ドを目指す方にもおすすめ。

これからはじめてみたい方、英
語が苦手な方限定のクラスです。
ゆっくり楽しくレッスンします。

無理のないペースでゆっくり
やさしく会話を習得していき
ましょう。

国内外の話題や日常の身近なテーマ
をとりあげて、フリートークを楽しみ
ながら表現力アップを目指します。

英語をブラッシュアップしなが
ら、イギリス文化も学べます。
今期は『あひるのジマイマのお
はなし』を題材に楽しみます。

イギリス人講師による初級クラ
ス。イギリスの日常の話題にも
ふれながら、たのしくレッスンし
ます。

中学英文法には、英語の基本
がつまっています。きちんと理
解すれば、英会話の力が着実
にアップ。英語の勉強を再開し
たい方にもぴったりです。

日常会話に役立つ短い会話から語
彙力アップを目指す初級クラス。学
んだ単語を使って文章を作る練習か
ら会話上達を目指す中級クラス。

中学の復習もしつつ、「日本語
で考えてから英語に変える」で
はなく「英語は英語で考えて分
かりやすい文章を作る」を楽し
みながら学びます。

人前で自信をもって英語で話すテク
ニックを伝授。プレゼンの基本から
質疑応答や時間調整、アドリブ対応
のコツまで、演習をまじえ指導します。

初めてフランス語を学ぶ方対
象。フランスの世界遺産や食文
化をテーマにしたテキストで、楽
しく文法や会話を学びます。

全シナリオを読み、詳しく解説します。
簡単な日常会話のみで書かれている
ため、語学の教材としても最適です。

アレクサンドル・デュマの不朽の名作『モ
ンテ・クリスト伯』を読み味わいながら、読
解に必要な文法力を身につけていきます。

映画『アイズ・ワイド・シャット』の
原作としても知られ、繊細な心理描
写が印象的な作品を味読します。

もう一度スペイン語の基礎をは
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。

発音が難しいといわれる中国語。それは音
の多さにあるといえます。2020年オリンピッ
クに向けて発音を集中的にレッスンします。

中国語を初めて習われる方を対象。2020
年オリンピックに向けて簡単なコミュニケー
ションが出来るようになる事を目指します。

中国語を初めて習われる方を
対象に発音から丁寧に指導しま
す。

ハングル語を初めて習われる方
を対象に発音から丁寧に指導し
ます。

ドイツの現代ベストセラー小説で
読みやすいものを扱い、ゆっくり
丁寧に翻訳、推敲していきます。

イタリア美術作品の詳細や、背景
にある歴史をイタリア語で学び、
表現できるように指導します。

インドネシアに旅行したいけれど、まったく分
からない。習ってみたいけれど、むずかしそ
う。そういう方を対象に簡単なコミュニケー
ションができるようになる事を目指します。

フランス語を学ぶ方対象。文法
基礎から発音までネイティブが
丁寧に指導します。

スペイン語の書き方・読み方か
ら、基本文法・会話・発音など、
スペイン語の基礎を習得しま
す。

基礎文法を終えた方のクラスで
す。４月～９月には韻文作品をひ
とつ選んで、いろいろな著作に
親しめるようにします。

タイを旅行したいけれど、タイ語
がまったく分からない。習ってみ
たいけれど、むずかしそう。そう
いう方を対象とした体験レッス
ンです。

詩や物語を英語という言語の
持つリズムや音を感じながら読
み、味わいます。英語の表現力
を磨きたい方にもおすすめ。

映画や音楽を題材に海外の
文化に触れながら、いきい
きとした英語を学びます。

ニュース、映画、音楽などを用
いて、海外文化や英語につい
ての視野を広げることでコミュ
ニケーション力を高めます。

国際的なニュース記事を扱う上級ディスカッ
ションクラス。難解なフレー
ズが習得可能。経験豊富な
講師と様々な意見交換ができ
ます。

空港、ホテル、買い物など旅先
でよく使う会話表現を中心に、
繰り返し学びます。海外旅行に
役立ち、日常会話力もアップ！

佐野 剛

アンドレ・K・D・アダ

関 幸子
関 幸子

松浦弘明

中島マリン

フィリップ・ブロッシェン

佐野 剛 鈴木順子

渡辺真理

秦 敏

林 波秦 敏 李 柱憲

与那嶺ディエゴフェルナンド

チンツィア・ミーナ
逸身喜一郎

アイ・クスハヤティー中島マリン

江口裕之

エリザベス・キーン
ダグラス・ピッカート ラリー・ニフィング

青谷優子

エリック・ブルディエ

ピラール・フェルナンデス

テッド・クウォック

テッド・クウォック

宮島瑞穂 エリザベス・キーン

後藤英子 ジェフリー・スイガム後藤英子

マーク・ドリューニアク ほか

斉藤早智子
青谷優子

中央大学講師

成城大学講師

成城大学講師

多摩美術大学教授

通訳・翻訳家

専修大学講師

中央大学講師 東京大学講師

ドイツ語通訳翻訳者

獨協大学講師 青山学院大学非常勤講師

獨協大学講師

東京大学名誉教授

上智大学講師通訳・翻訳家

元 恵泉女学園
大学教授

元 恵泉女学園
大学教授

昭和女子大学講師

昭和女子大学講師Ｅテレ「トラッドジャパン」講師（2009～2012年度）
通訳案内士

元NHKWORLD 英語アナウンサー・バイリンガル朗読家

元NHKWORLD 英語アナウンサー・バイリンガル朗読家
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青山の定番！人気講座

学びを笑顔に

くらしをいろどる

現地で学ぼう

食を楽しむ

おとなの音楽大学

 開講時間が18時以降の講座。

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

お申し込みの手順

※予約後2週間以内支払手続き　窓口・振込（郵便局・コンビニ）
〔受付〕月～金 9:30～20:00／土 9:30～17:30／日 9:30～16:00
〔休業日〕4/29（日）、5/3（木）、5/4（金）、5/5（土）

東京メトロ
半蔵門線・銀座線
都営大江戸線

「青山一丁目駅」
直結の好アクセス！

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

TEL.03-3475-1151電話で予約

ホームページにて
※ 24時間受付中　クレジットカード支払

NHKカルチャー 青山

よくわかる楽典入門
楽譜の基本知識と楽典分析

囲碁サロン夜 ３ケ月速習 

クラシック入門 名曲サロン

初めての玉の道「キュボロ」に挑戦

ワインとチーズでめぐる 
クラシック音楽～イタリア編

江の島 表さんぽ裏さんぽ

ローマ歌劇場 「マノン・レスコー」公演講座

ベートーヴェン生誕250年に向けて
ピアノソナタ全曲シリーズ（第5回～ 8回）

庭園デザイナー 石原和幸
英国チェルシーフラワーショーへの挑戦

英国物語
英国式サマー・ティーパーティ付

野の花 植物写真を撮ろうピアノ伴奏つき童話朗読講座

人生を変えるコミュニケーション術

「はだか麦」おいしいヘルシーRecipe

ドールカスタム
自分で描くドールのお顔

きもの髪
美人度が上がる髪型の法則

おいしさ広がる！
ヨーグルト活用法

幸せ美人になる方法 
メイクの基礎知識

シコトレ
お相撲さんから学ぶ一生元気な体づくり

春から楽しむ多肉植物

女性限定♪ 日本酒と料理のおいしい組み合わせ 

復活！鎌坪商店
鎌田・坪郷ふれあいトークin青山

同世代と圧倒的に差がつく
シニアのビューティーメイク

今田美奈子さんの
お話とＪ・コンドルの建築を楽しむ午餐会

刺繍で楽しむ雲ブローチと雨粒ガマグチ

下町職人町工場めぐり
地元経営者と名人に会いに行く

帝国ホテル、伝統の味とサービスを楽しむ都内のオープンガーデンに行きましょう！

駐日ラオス人民民主共和国
大使館を訪ねる

駐日ドミニカ共和国
大使館を訪ねる

駐日ベネズエラ共和国
大使公邸を訪ねる

はじめてのバードウォッチング！
葛西臨海公園を訪ねて

イチから学ぶタロットとカバラ 
「生命の木」を理解する

ガイドに役立つ 英語でニッポン紹介メイクボランティア入門
笑顔を引き出すお手伝い

誤嚥を防ぐ！
クリコ流ふわふわ希望ごはん 知られざる演奏家たち

より美しく生きるための
プロトコールマナー （前編） 

N響を100倍楽しむ
定期公演講座イヤホン解説付きリハーサル見学＋講座 

ジャズ喫茶の楽しみ方入門

誰でもできる対話の場の作り方
ファシリテーション講座 

川紀行パートⅡ 神田川いいとこどり”桜”紀行

健康寿命は「飲みこみ力」で決まる！
嚥下障害を予防する方法

里山歩き 春・夏・秋・冬

駐日デンマーク王国大使公邸で
学ぶ料理教室

彩り映えるおもてなし 幸也飯

はじめての酵素シロップ

奥田政行のだし in The World 
だしでつながる世界のUMAMI

新村友季子の体にしみる料理教室
日本料理は食べるパーソナルトレーナー

鏡リュウジの占星術入門 
ユング心理学と占星術

プレゼン＆コミュニケーション術

続・広告コピーに学ぶ言葉術 

トレーナー山口絵里加の美コア集中講座 
免疫力と代謝をUPする5つの方法伝授！

顔ヨガ 口角アップで幸せ顔に！

家族や大切な人の為に知っておきたい
リンパ＆ツボケア

食べてみたい！ が叶う。
缶詰博士お墨付き! 本当にグルメな缶詰 

誰でも簡単！開脚 フロアバレエという魔法

ほめられレシピ

ずっと使える焼き菓子レシピ ガトーバスク

おもちゃドクター養成講座

みのたけ製菓のアイスボックスクッキー くま

はじめての正午の茶事

無添加の有機味噌づくり

生花のレイメイキング 
ラフィアで巻き編むWILIスタイルで南国の花でLEI PO’Oを作る

究極のハーブ ハーブのある暮らし
食からクラフトまで

夫はホテルオークラ元総料理長、妻は料理家
ふたりのごはん 出版記念 特別講座 

宝塚歌劇へ誘う７つの扉
④宝塚×バレエ

色彩診断パーソナルカラー【応用】

主催：NHK交響楽団

■ 第2金曜 10:30～12:00
■ 4/13から12回 （4～3月） ■ 45,360円 教材費 1,944円

＜室内楽編＞ 毎回多彩なゲストを迎えて
■ 第1火曜 13:30～15:00 ■ 4/3から6回 （4～9月） ■ 20,217円
＜ピアノ編＞ ウィーン古典派三大巨匠の魅力
■ 第3･5火曜 13:30～15:00 ■ 4/17から7回 （4～9月） ■ 23,587円

■ 6/17（日） A 10:30～11:30 3～7歳親子
B 13:00～14:00 こども（8歳～）

■ A 会員親子 5,054円 一般親子 5,734円 
　 B 3,369円 ABとも教材費 864円

■ 9/14（金）午後【予定】
　 ゲネプロ見学+講義 場所:神奈川県民ホール
■ 公演 ①9/16（日）15:00神奈川県民ホール

②9/20（木）15:00東京文化会館
③9/22（土）15:00東京文化会館

■ 各日 S席 58,320円 A席 51,320円 B席 44,319円

■ 6/14、9/13、11/8、2/14（木） 13:30～ 15:00
■ 14,385円 1回受講 4,384円

■ 6/9（土） 15:30～17:00 
■ 会員 3,823円 一般 4,492円

■ 4/16、5/14、6/11（月）14:00～15:30
■ 会員 10,108円 一般 12,150円 教材費 9,720円

■ 第1月曜 15:20～16:50
■ 4/16から6回（4～9月） ■ 20,217円

■ 3/16（金） 13:00～16:00 
■ 会員 4,946円 一般 5,616円

■ 6/2（土） 15:30～17:00
■ 会員 5,616円 一般 6,739円

■ 5/30（水） 
　 A 14:00～16:00 B 18:30～20:30
■ AB会員・一般とも 2,808円 教材費 1,080円

■ 4/1（日） 12:30～16:00 
■ 会員 4,600円 一般 5,000円 教材費 1,200円

■ 4/4（水） 13:30～15:30 
■ 会員 5,616円 一般 6,739円 教材費 2,484円

■ 5/11（金） 13:15～14:45
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

■ 5/23、6/27（水） 19:00～20:15 
■ 会員 11,232円 一般 13,478円

■ 4/15（日）
　 A 10:30～12:30
 B 14:30～16:30
■ ABとも 会員 3,596円 一般 4,276円 教材費 5,400円

■ 4/9、4/23（月） 14:45～16:15
■ 会員 6,739円 一般 8,100円

■ 4/19、5/17、6/21（木）
　 19:00～20:30
■ 会員 10,108円 一般 12,150円 教材費 7,452円

■ 6/16（土） 15:30～17:00 
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

■ 4/12（木） 10:30～12:30 
■ 会員 4,492円 一般 5,173円

■ 6/12（火）11:00～15:00
■ 会員 23,760円 一般 25,920円（お食事代含）

■ 第2･4土曜 10:00～12:30 
■ 4/14から5回 （4～6月） 
■ 会員 17,982円 一般 21,384円 教材費 8,640円

■ 第2火曜 13:00～16:00 
■ 4/10から6回 （4～9月） ■ 24,300円

■ 5/17（木） 13:30～15:30 
■ 会員 12,960円 一般 13,608円

■ 講義 4/17（火） 13:00～14:30
　 現地 5/9(水)、15（火） 9:45～14:00頃
■ 会員 14,580円 一般 16,524円 教材費 6,264円

■ 3/9（金）
　 11:00～14:00
■ 会員 15,660円
　 一般 17,280円（飲食代含）
　 会場：西麻布

■ 3/19（月）
　 11:00～14:00
■ 会員 15,660円
　 一般 17,282円（飲食代含）
　 会場：西麻布

■ 4/5（木）
　 11:00～14:00
■ 会員 15,660円
　 一般 17,282円（飲食代含）
　 会場：南麻布

■ 5/17（木） 10:30～12:30 
■ 会員 3,456円 一般 4,104円

■ 5/25（金） 19:00～21:00
■ 会員 4,493円 一般 5,173円

■ 第2･4月曜 13:30～14:50 
■ 4/9から12回 （4～9月） 
■ 43,156円 教材費 648円

■ 4/28、5/12（土） 13:00～15:00 
　 5/26（土） 14:30～
■ 会員 11,469円 一般 13,478円

■ 5/13（日） 14:00～16:00
■ 会員 3,596円 一般 4,276円 教材費 540円

■ 指定月曜 13:30～15:00
■ 4/16から6回（4～2月） ■ 26,956円

■ 10:30～14:00 リハーサル見学+講義 18:00定期公演（各自）
■ S席 13,300円 A席 11,800円 B席 10,200円

■ 5/19（土） 14:00～15:30
■ 会員 3,780円 一般 4,428円 教材費 756円（ワンドリンク付）

■ 第1水曜 10:00～15:00 
■ 4/4から4回 （4～12月） ■ 20,304円

■ 3/30（金） 12:30～16:00
■ 会員 5,184円 一般 5,832円

■ 4/7（土）、5/3（木）祝、6/9（土） 11:00～14:30
■ 会員 46,980円 一般 51,840円（飲食代含）
　 会場：代官山 （1回受講可）

■ 第1火曜 13:30～15:00
■ 4/3から6回 （4～9月）
■ 24,300円 教材費別途 （1回受講可）

■ 4/20（金） 13:00～15:30 
■ 会員 11,232円
　 一般 11,880円
　 会場:TOTOショールーム（新宿）

■ 6/17（日） 
　 A 10:30～12:30 B 14:00～16:00
■ ABとも会員 3,369円 一般 4,050円 教材費 1,620円

■ 4/13、5/11、6/1（金） 19:00～21:00
　 5月のみ11:00～14:00
■ 16,848円 教材費別途 （1回受講可）
　 5月・6月は別会場

■ 4/23、5/28（月）13:00～15:00
■ 10,800円 教材費 6,480円
　 （1回受講可）
　 会場：ＦＬＵＸ ＣＡＦＥ（代官山）

■ 4/16（月） 19:00～20:30 
■ 会員 3,823円 一般 4,492円

■ 指定日曜 10:30～12:00 
■ 4/1から6回 （4～6月） ■ 20,217円

■ 第3木曜 19:30～21:00 
■ 4/19から6回 （4～9月） ■ 20,217円

■ A 4/25（水） 19:00～20:30
　 B 5/22（火） 13:00～14:30
■ ABとも 会員 4,492円 一般 5,173円

■ 5/27（日） 左右開脚編 15:00～16:00 
前後開脚編 16:10～17:10 

■ 会員 3,034円 一般 3,715円

■ 4/20（金）19:00～20:30 ■ 会員 3,596円 一般 4,276円

■ 5/21（月） 13:00～16:00 
■ 会員 10,108円 一般 11,232円

■ A 5/10 B 6/14（木） 10:00～12:00 
■ ABとも会員 3,369円 一般 4,050円 教材費 2,376円

■ 6/18（月）13:30～15:30
■ 会員 3,434円 一般 4,104円 教材費 1,944円

■ 5/19（土） 18:00～20:00 
■ 会員 6,739円 一般 7,862円

■ 4/18、5/16、6/20、7/18（水） 19:00～20:30
■ 会員 13,478円 一般 16,200円

■ 4/11、5/9、6/13（水） 19:00～21:00 
■ 50,544円 教材費 3,240円 （1回受講可）

■ 4/2（月） A 10:00～12:30 
B 14:00～16:30 

■ 会員 3,391円 一般 4,611円 教材費 1,944円

■ 6/1（金） 13:00～14:30 
■ 会員 3,369円 一般 4,050円

■ 第2･4月曜 14:00～16:00 
■ 4/9から6回 （4～6月） ■ 20,217円 教材費 4,080円

■ 3/27（火） 13:30～16:00 
■ 会員 3,596円 一般 4,276円 教材費 2,484円

■ 4/10（火） 11:00～14:30 
■ 会員 25,920円 一般 28,080円
　 飲食代含む

■ 4/9（月） 11:00～14:30
■ 会員 11,340円 一般 12,420円
　 会場:TOTOショールーム（新宿）

■ 6/5（火） 19:00～21:00
■ 会員 3,369円 一般 4,050円 教材費 4,320円

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

【講義】 4/8（日） 13:30～15:00
　 ＠青山教室

【観劇】 月組公演
 『カンパニー -努力、情熱、そして仲間たち-』 
 『BADDY－悪党は月からやって来る－』

① 4/15 （日） 15:30公演
② 4/17 （火） 18:30公演
③ 4/18 （水） 13:30公演
　 ＠東京宝塚劇場

■ 4/5（木） 19:00～20:30
■ 会員 3,369円 一般 4,050円 教材費 2,667円

■ 5/25（金） 10:00～14:30
■ 会員 5,184円 一般 5,832円 教材費 3,888円

■ 5/31（木）13:00～15:00
■ 会員 4,050円 一般 4,611円 教材費 432円

■ 6/7（木）14:00～16:00
■ 会員 4,158円 一般 4,838円 教材費 864円

■ 毎金曜 入門 18:30～20:15
経験者 19:15～21:00

■ 4/6から12回 （4～6月）
■ 入門 40,435円 経験者 44,582円 教材費 518円

楽譜のルールや読み方を学びます。名曲の楽譜の裏に
隠されたメッセージや色彩、構成を紐解いて行きます。
対象:楽譜が読める方 【準備講座】4/13(金)10:30～ 12:00

イタリアのワインと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します。

“楽しく分かりやすく”をモットーに生演奏を身近で聴く優雅なひととき。

「散歩の達人」執筆ライターが素顔の江
の島をご案内！江島神社をはじめ江戸明
治以降続く旅館や土産物店、漁師町。
生活の場としての一面も垣間みます。

演出はリッカルド・ムーティの娘、
キアラ・ムーティ。「チケット」＋「イ
ヤホン解説付きゲネプロ見学＆講
義」セットのプランが実現！

空間能力が身につくと話題になってい
るキュボロ。しっかりと遊びこむことで、
より楽しく取り組み、発想力、直観力、
集中力、社会性を伸ばすことができます。

ベートーヴェンの悲喜交々の思いが込め
られた32曲を、生演奏とお話で楽しみま
しょう。（2020年3月まで12回開催予定）

最高峰の国際ガーデニングショーで
“世界一”を手に入れた石原さん。華やか
なショーの世界、これまでの挑戦、夢を語
り続けることの大切さをお話いただきます。

アンティーク、紅茶、
料理、旅行など英国
文化についてのお話
しをティータイムとと
もにお楽しみくださ
い。

世界各地で活躍する交渉とコ
ミュニケーションの達人が、仕
事や家庭などあらゆる場で役立
つコミュニケーション術や目的
を達成するコツを伝授します。

『伝わる』読み方を学び、
音楽に合わせて詩、童話、
絵本の選書、読み方、手
遊びなどについても指導し
ます。

初心者向けの野の花の写
真の撮り方講座です。室
内レクチャーと街を散歩し
ながらの実践撮影の二つ
を半日で行います。スマホ
から一眼デジカメまでＯＫ。

毎日おいしく健康に！
食物繊維たっぷりの
「はだか麦」を使った
簡単レシピを紹介しま
す。お土産つき。
協力：讃岐はだか麦本舗

小さな頃遊んだ着せ替え
人形を自分で作ってみま
せんか？好きな目の色、
表情の貴方だけのドール
がうまれます。

「髪が決まってこそ、女は
美人」それは、きもの姿に
も当てはまる、綺麗のルー
ル。私が輝く、きものも引
き立つ黒田啓蔵の「きもの
髪」。おひとりおひとりワン
ポイントアドバイスつき。

人気のヨーグルト。スイーツや
普段のお食事に取り入れられる
水切りヨーグルトの活用法を中
心にご紹介。チーズとの違いに
も触れます。※お土産付
【協力】小岩井乳業株式会社

メイクの基本、ファンデーションの選び方、塗り
かた、コンプレックスをメイクでカバーする方法
などを解説します。スペシャルブックプレゼント。

四股は股関節や膝、足腰
を丈夫にしてくれます。ゆっ
くりした動きでご自宅でも
できる運動を学びます。

さまざまな多肉植物の魅
力をご紹介しながら、お手
入れ法などの基本をレク
チャー。寄せ植え作り（陶器
鉢）を楽しみます。

日本酒に合う酒肴を味わい
ながら学びます。最終回は
蔵元による酒造りの話や、
自慢の日本酒と酒肴をお楽
しみいただきます。

ＮＨＫラジオ「歌の日曜散歩」パーソナリ
ティーの２人「鎌坪商店」の、番組の裏話を
交えた息の合ったトークをお楽しみください。

シニア女性に話題沸騰の講
師に、自宅でできる上品ア
カ抜けメイクを学びます。
皆さんのやわらかい自然な
笑顔を引き出します。

洋菓子研究家として40 年の今田美奈子さん。
湯河原にある別荘で、ジョサイア・コンドルの建
築に触れ、海辺を楽しむお料理をいただきます。
【会場】今田美奈子さん別荘「銀河館」神奈川県・湯河原

刺繍糸とビーズを使っ
て色の組み合わせや立
体感を楽しむ刺繍講座。
セットでお洒落に身につ
けられるデザインです。

地元メーカー経営者で観光協会理事の講
師と路地裏を散策しながら生産現場や企業
ミュージアムを訪問。ほとんどの場所で、写
真撮影、SNS投稿、お土産購入ができます。

開業以来、伝統の味とサービスで世
界のＶＩＰをもてなしてきた帝国ホテ
ル。世界に通用するテーブルマナー
を、お食事を楽しみながら学びます。

見ておきましょう！ 今後見られなく
なる日本一美しい個人庭も拝見しま
す。お庭づくりや暮らしのヒントが
きっと見つかります。

バードウォッチングに興味はあるけれど近寄
りがたいと思っている方、ぜひご参加くださ
い。葛西臨海公園を訪ねる講座です。

現代のタロットを本格的に学
ぶための基礎知識となるカバ
ラの「生命の木」と呼ばれる
図について、誰にでもわかる
ように分かりやすく解説。

試食とお土産で缶詰計6種、お酒も赤・白・泡3種予定。

日本の魅力を外国人に紹介でき
るように、文化や慣習、観光名
所を英語でどのように表現する
かを学びます。現地実習も。

A 行楽弁当にもぴったり！主役になれる持ちよりレシピ
B 夏を乗り切る！おうちでかんたん中華のごちそう

高齢者施設などでメイクとコミュニケーションを
楽しんでいただくメイクボランティア。教室でメ
イク術や心構えを学び、最終回は施設で実践。

噛む力を失った夫の食事作り
から考案。噛みにくくムセや
すい方のための「いつまでも
おいしく食べられる食事」を簡
単調理のコツも交えご紹介。

フランスバスク地方の銘菓。プレゼント付！

マロさんが名演奏家たちを
熱く語ります。邦人演奏家・
来日演奏家・女流演奏家・
プシホダ・ザイデル・コハ
ンスキ・オーマンディなど。

■ 6/9（土） ■ 場所：NHKホール
[指揮] ウラディーミル・アシュケナージ
[ピアノ] ジャン・エフラム・バヴゼ
～ドビュッシー没後100年～
ドビュッシー／牧神の午後への前奏曲　交響詩「海」他

四谷の老舗ジャズ喫茶の店主にお店の歴史と変遷、
とっておきのジャズ喫茶の楽しみ方、お勧めナン
バーを教えていただきます。【会場】いーぐる（四谷）

神田川源流から井の頭公園 , 吉
祥寺、東中野から , 神田川四季
の道をゆく。小滝橋から早稲田、
江戸川橋へ桜を追ってゆっくり旅
しましょう。

多摩地区を中心に、丘陵地の公
園や低山を訪れ、四季折々の動
植物との出会いを楽しむ里山歩き
の講座です。

デンマーク料理の他、今
回はスパイスについても
学びます。全3回修了後、
ティラク氏のCertificate
をお渡しします。

ＮＨＫワールドで紹介されるほど素
敵な手作りハーブガーデンを日本
に作った先駆者である講師に究極
のハーブについて学びます。

今話題のケータリング
‘幸也飯’。簡単に作れ
て華やかに見える、そし
て身体が喜ぶおもてなし
料理と、魅力的な盛り付
けのコツを学びます。

フルーツやハーブを自然
にある発酵菌や常在菌
で発酵させて作る酵素
シロップ。爽やかな梅を
ベースにした季節の酵
素シロップを作ります。

相手に恥をかかせないために、あなたならどう振
る舞いますか？世界最高峰マナーのエッセンスを
散りばめた、直ぐに役立つ社交術を学びます。

鰹や昆布からフレンチ、中華まで、
世界のだしを操る超絶奥田マジック！

日本料理は心身のコンディショニング
に最適！ 手軽なエクササイズとおばん
ざいで内から外から健康に。

誰でもオープンに話し合える場
を作りたい！でもどうすればいい
の？という人のための、シンプ
ルで確かな技法を学ぶ講座。

嚥下障害は誤嚥性肺炎や
窒息の原因で、大きな社会
問題に。嚥下について幅広
く解説し、嚥下障害の予防
法を分かりやすく伝授しま
す。

機械修理が初めての方でも大丈夫です。
3ケ月の受講後、希望者にはおもちゃド
クターとして活躍できる場所をご紹介しま
す。卒業生は、おもちゃ病院で活躍中です。

まったく初めての方のための茶事入
門。三友居の主人が茶事の基礎を
解説しながら進めていきます。

食を極めたふたりの絶品レシピ 50
品の中からおふたりにデモンストレー
ションをしていただきます。

歌舞伎・ミュージカルなど7つの舞台ジャ
ンルと比べながら宝塚の魅力を探求してい
くシリーズ。第 4回はバレエをテーマに。

入門者には３ケ月で対局できるまで
めざし、経験者は上達をめざし、プ
ロ棋士高段者が直接指導します。
数字に強くなり、ビジネス戦略にも
つながる囲碁を楽しみましょう。

藤田 篤

中山博之

信田成仁

ビルマン聡平 ほか

堀内 修

後藤 泉

眞鍋じゅんこ

大前知誇

石原和幸

小関由美

高橋 修茂木亜希子

島田久仁彦

高畑実代子

ｎｉｃｏ/竜田

黒田啓蔵

有村実樹

齊藤淑泰

松田哲博

中山博之

赤坂 渉

坪郷佳英子

今田美奈子

鎌田正幸

森田ＭｉＷ

久米信行

特別講師
小糸則夫

森山みちこ

駐日ラオス人民民主共和国大使館 駐日ドミニカ共和国大使館 駐日ベネズエラ共和国大使館

伊泉龍一

鈴木由利子
西奈まるか

砂川聖子

クリコ （保森千枝） 篠崎史紀（マロさん）奥田佳道

梶谷真司

浦長瀬昌宏

後藤雅洋

松本太郎

内野秀重

駐日デンマーク王国大使館

寺井幸也

杉本雅代

奥田政行

新村友季子

鏡 リュウジ

八代華代子

渡辺潤平

山口絵里加

篠原もとこ

佐々木達也

渡辺佳子 ほか

黒川勇人

馬場香織

木村幸子

嶋田弘史

山本 勝

河村愛子

松山美紗

河崎紘一郎

根岸規雄

清永真理子

大谷幸生

北川やちよ 吉岡洋子

越乃リュウ
中本千晶

中山知州子

石原洋子

大石和美

（公財）日本鳥類保護連盟

作曲家（東京藝術大学出身）

日本棋院六段 棋士

作曲家・ピアニスト

フリーライター

ピアニスト

チェリスト・料理家・ソムリエ

日本知育玩具協会・
木のおもちゃカルテット

講義・見学：音楽評論家

庭園デザイナー

イギリス文化研究家

植物写真家
ピアニスト

国際交渉人

讃岐はだか麦本舗店主

ドールカスタマー

ヘア＆メイクアップアーティスト

ヴァィオリン(ゲスト)

小岩井乳業株式会社 バチェラーオブチーズ（チーズ学士）

高砂部屋マネージャー/元・一ノ矢

モデル

えがお写真館メイクアップアーティスト

フリーアナウンサー

洋菓子研究家・食卓芸術家

元NHKアナウンサー

画家・刺繍作家

帝国ホテルレストラン部
コーディネーター

協力 協力 協力

占い研究家

一般社団法人日本ファインライフ協会 代表理事

通訳案内士

N響コンサートマスター

公益社団法人 顔と心と体研究会 正会員

東京大学教授

神鋼記念病院 耳鼻咽喉科科長

料理研究家

植物研究家 八王子市長池公園園長

協力

幸せ料理研究家

酵素シロップ家

『アルケッチァーノ』オーナーシェフ

ＦＬＵＸ ＣＡＦＥ プロデューサー

占星術研究家

元TVジャパンアナウンサー（N.Y.）
NHK Cosmomedia America,Inc.

コピーライター

スポーツトレーナー

顔ヨガ講師

元東京バレエ団

経絡リンパマッサージ協会代表理事

缶詰博士

料理研究家

洋菓子研究家

日本おもちゃ病院協会理事

三友居

みのたけ製菓

いーぐる代表 音楽評論家
久米繊維工業 会長/墨田区観光協会 理事

マルカワみそ専務取締役

元ＮＨＫ放送博物館館長 オープンガーデン専門家

UMAHANA

solxsolクリエイティブディレクター

元オークラ総料理長

５代目酒サムライ・利き酒師

ハーブ研究家

（ゲスト）元宝塚歌劇団月組組長

元ＮＨＫキャスター

（講師）演劇ジャーナリスト料理研究家

(社)日本カラリスト協会

講師:音楽評論家

調査研究室・普及啓発室

©宝塚歌劇団 

写真：鴇田康則

スペシャル ■ 5/27（日） 10:00～13:00 
メイクレッスン ■ 会員 16,848円 一般 17,971円 教材費 3,780円

photo : Silvia Lelli / TOR

煎茶の茶事 ■ 3/13（火） 11：00～ 14：00

©Keith Saunders

色彩・骨格診断パーソナルカラー
5～10歳若返る【基礎】
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