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クラリネット個人レッスン
クラリネット奏者 五十嵐 優子

■第1・3金曜10:15～13:00  1枠30分
■3か月6回26,400円  1/20スタート
■事前体験会12/16（金） 4,851円

New

バイオリン個人レッスン
聖徳大学音楽研究センター講師　丹野 明子

■第2・4木曜17:00～20:00  1枠30分
■3か月6回24,420円
　1/12スタート
■事前体験会12/22（木）
4,521円

New

ＢＯＸＯＵＴ（ボクシングエクササイズ）
野口ボクシングジムトレーナー 野口 詩延
骨格を意

識して動か
し、ボクシン
グ動作で効
率良く体を
鍛えます。老
舗ボクシン
グジムの指
導者とエレ
ガント＆タフな、実年齢と反比
例の体に作り変えます。
■第1・3木曜12:30～13:30
■3か月6回18,150円
　1/5スタート
■事前体験会12/22（木） 3,421円

New 50歳からのＫ－ＰＯＰダンス（水曜）
ジャズシンガー 洪 載善（ホン・ジェソン）

振付は少し簡単
に、激しいモーショ
ンも抑えめにして、
好きな音楽のリズム
を体で楽しむダンス
レッスン。ストレス発
散、運動不足解消、
心も爽快に！
■第1・3水曜
　15:00～16:30
■3か月5回16,500円
　1/18スタート
■事前体験会12/21（水）
3,718円

New
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公開

はじめてのデジタルイラスト
イラストレーター 小塚 類子

キャラクターからリアルタッチまで。身
近になったタブレット端末でイラストを描
いてみましょう。デジタル作画は意外に
簡単。まずは事前体験会でお試しを！
■第1・3月曜10:15～12:15
■3か月6回19,800円
　1/16スタート
■事前体験会12/19（月）
3,685円

New

「花の水彩画」はじめませんか？ 初級コース
洋画家、日本美術家連盟会員 渡辺 三絵子

主題となる花に植物画のようなタッチを与え
つつ、全景で咲きそろう花を描く、講師独自の
「花ある世界」。透明水彩を使った作画のテク
ニックをお教えします。上級コースもあります。
■第1・3木曜10:10～12:00
■3か月6回21,450円　1/5スタート
■事前体験会12/15（木）
4,015円　 1,100円

New

和歌や俳句で楽しむ
日本の歳時記

和文化講師 加藤 澄江
季節に寄り

添いながら生き
た先人たち。そ
の暮らしを歳時
記と味わい深
い和歌や俳句
を通じてたどる
講座です。
■第4土曜13:00～14:30
■3か月3回10,890円
　1/28スタート
■事前体験会12/24（土）
4,015円　 別

New

楽しくはじめる
脳活音読＆滑舌講座

KOTOSE式脳活音読インストラクター

大和田 なおこ
「脳活音読」

は、文章や詩、早
口言葉などをリズ
ムや簡単なアク
ションを織り交ぜ
るユニークな音読
法。脳の活性化の
ほか、滑舌が良く
なることで、誤え
ん防止などにも効果が期待できます。
■第2・4木曜10:30～12:00
■3か月6回19,800円
　1/12スタート
■事前体験会12/22（木）
3,795円　 別

New

のどを鍛える
「健康声磨きⓇ」レッスン
日本声磨き普及協会認定インストラクター 間瀬 凛
のどの不調や声の
衰えは、誤嚥性（ご
えんせい）肺炎など
の危険につながりま
す。全国各地の自治
体などで開催されて
いる「健康声磨き
Ⓡ」トレーニングで
明日の健康を手に入
れましょう。
■第2・4月曜10:15～11:45
■3か月5回17,187円
　1/23スタート
■事前体験会1/9（月） 3,822円

New

エレガントな宮廷バレエ
ワガノワメソッド教授法ディプロマ取得講師

金子 珠美
基礎に忠実

に、ヨーロッパの
民族舞踊や宮廷
舞踊の優雅な動
きを加えたバレエ
を学びます。舞踊
の歴史もレッスン
を通じて体感する
ことができます。

■第1・3土曜
　12:45～14:00
■3か月5回16,500円
　1/7スタート
■事前体験会12/17（土）
3,762円

New

日本語で歌うシャンソンと世界の歌
日本シャンソン協会正会員 久野 惠み

講座のモットーは「いつまでも若く美し
く」。声を出すことは体と心の健康に効果
的です。ピアノ伴奏に合わせ、あなたの普段
の声で楽しく歌いましょう。
■第1・3木曜13:00～14:30
■3か月6回19,470円  1/5スタート
■事前体験会12/22（木）
3,696円

New

風美まい・昭和歌謡ヒットソングを歌おう
歌手・ボイスティーチャー 風美 まい

プロ歌手による、フィットネスとボイトレを
組み合わせたレッスンです。ブレスの方法・リ
ズムの取り方なども指導します。最初に取り組
むのは昭和を代表する名曲「時代」。3か月間
でじっくりと仕上げます。
■第1・3日曜13:00～14:30
■3か月6回21,120円  1/15スタート
■事前体験会12/18（日）
3,938円

New

［足・ひざ・腰・首］足から未病対策
カサハラ式認定講師 山本 雅典

体のバランスを保つ土台「足裏」から、全
身のバランスを整えるメソッドを指導。外反
内反・浮き足・足ヘバーデン（仮称）など、足
から始まる体の不調改善を目指します。

■第2金曜
　14:30～16:00
■3か月3回10,560円
　1/13スタート
4,950円

New

味も香りも、そして色合いも。多彩なクラフト
ビールが最近ブームです。どっしりとした味わい
から、柑橘系のさわやかな飲み口まで個性豊か
なクラフトビール数種類を飲み比べします。ビー
ルのうんちくを学びながら、あなたのお気に入り
を見つけましょう。会場は「つむぎ」。

■12/18（日）13:00～14:00
4,400円（会員3,850円）
550円（テイスティングセット）

はじめてのクラフトビール
「2階のクラフトビール屋つむぎ」オーナー

大江 信明さん

公開

　クリスマスを華やかに、ワインカクテルで彩りま
しょう。ムーディーなバーを会場に、プロおすすめ
のカクテルを試飲いただくほか、参加者一人ずつ
シェーカーを振る体
験も。自分が作った
カクテルを自分の舌
で味わいます。ご自

宅での作り方のコツをお伝えするほ
か、幅広いカクテルの魅力や、カクテ
ル文化の歴史なども紹介します。カク
テル4杯を味わうことができるお得な
講座です。

■12/3（土）または12/10（土）
　各回5人限定
　時間はいずれも17:00～18:30
4,400円（会員3,850円）
1,100円（カクテル4杯）

バーテンダーから教わる
カクテルの基本
「Bar Calma」オーナーバーテンダー

飯嶋 裕樹さん

公開

春かおるワイン講座
日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート
日本ワインマスター　 藤川 百々英

ロゼやオレンジなど、春カラーのワイン
の試飲を楽しみます。味わいは辛口から
甘口までさまざま。色とりどりの花々が咲
き出す季節、春の食材にぴったりなワイン
で乾杯しませんか？ 会場はよみカル柏。
■3/29（水）13:00～14:30
4,180円（会員3,630円）
1,650円（ワイン数種）

公開

★★
Bar Calma
　Calmaは［静けさ・のんびり・
ゆっくりと］との意味を持つ
ヨーロッパの方言。各種コンテ
ストで入賞歴を多数持つ飯嶋
裕樹さんが作るカクテルを求
め常連客が集う「大人の隠れ
家」のようなお店だ。柏駅東口
からハウディ―モールをまっす
ぐ徒歩7分。

クリスマステーブルツリー
風花プリザーブドフラワー協会代表

河原 由美
生のグリーンをたっぷり使用し

た「フレッシュモミのツリー」で、
シックなツリーアレンジをクリス
マスのテーブルに飾ってみましょ
う。作品サイズ＝高さ約25㎝
■12/12（月）13:00～15:00
3,850円（会員3,300円）
3,800円

公開

平安時代のお正月
香道直心流家元 松崎 雨香

お香と宮中行事を中心
に平安時代の貴族のお正
月について学びます。源氏
物語や枕草子などに描か
れた様子もご紹介しなが
ら、最後には「伽羅（きゃ
ら）」と「薫物」の香りも味わっていただきます。
■12/20（火）15:30～17:30
4,070円（会員3,520円） 660円

公開

こどもの書初め教室
東京書芸協会総師範

塚原 月華
冬休みの宿題

に対応します。講
師と一緒に作品を
仕上げます。毎年
人気。お早めにお
申し込みを。
■12/24（土）10:30～12:00 3,410円（会員2,860円）

公開

4回コース  着物リフォーム～道行コートをジャケットに
装道礼法きもの学院分院院長 駒井 ゆき子
着なくなった道行（みちゆき）
コートを、ほどかずに形を生かし
てジャケットに仕立て直します。
ラグランスリーブなので肩幅はフ
リーサイズ。和洋裁が苦手な方
でも簡単に作製できます。
■第1・3水曜15:15～17:15
■3か月4回12,980円　1/18スタート

New

駒井 ゆき子

3か月4回12,980円　1/18スタート

らくらくピアノⓇ
土曜クラス
全日本らくらくピアノ協会1級認定講師 庄司 由美子
指番号を使う独

自テキスト＆メソッ
ドで、誰でもピアノ
が弾けるようにな
ります。指先の運
動で脳を活性化、
シニアに好評のレッスンです。
■第2・4土曜10:15～14:00  1枠30分
■3か月6回24,420円
　1/14スタート
■事前体験会12/24（土）
4,521円　 別

New

日本舞踊藤間流・グループレッスン
藤間流勘右衞門派師範・日本舞踊協会会員 藤間 眞白
日本舞踊を学ぶことで、美しい立ち居振る舞いが

身につくほか、舞踊の中にある足腰の強化や体幹を
鍛える動きから、健康面での効果も期待できます。
初めは浴衣で気軽にご参加を。着付も学ぶことがで
きます。
■第1・3水曜12:15～14:15
■3か月5回16,500円　1/18スタート
■事前体験会1/18（水） 3,696円

New

お腹スッキリ骨盤エクササイズ
骨盤調整インストラクター さら

気持ちよく骨盤を動かしながら、お
腹周りもスッキリ。全身のゆがみを整
えることで、腰痛、冷え性、下半身太り
の解消も期待できます。
■第1・3火曜10:30～11:45
■3か月5回17,160円　1/17スタート
■事前体験会12/20（火） 3,817円

New

「練習法を伝授するピアノ」「大人のためのお勤め帰りピアノ」「リコーダー」
「トランペット」「ウクレレ＆ギター」「打楽器いろいろ」「カラオケ」など。

詳しくは裏面一覧表をご覧ください

ほかにもプライベートレッスンたくさん

★★
2階のクラフトビール屋つむぎ
　南柏駅西口ロータリーを左手に徒歩1
分、メガネ店の2階にひっそりとお店があ
る。「新しい味を知るワクワクと、ビールそ
のもののおいしさを提供したい」と笑顔
の大江信明さん。お店にはクラフトビー
ル用のビアサーバーがあり、選りすぐりの
8種類の樽出しビールが楽しめる。

新年を飾るいけばな
池坊華道会常任委員・
池坊教授・総華督 野木 美勢
お正月花を生けて、華や

かに新年を迎えましょう。

■12/28（水）
　10:15～12:15
3,740円（会員3,190円）
3,300円

公開

お正月花を生けて、華や

プリザーブドフラワーのお正月飾り
アトリエ「М’s」主宰・華道家元
池坊教授 正木 佑布子
お正月のテーブルを

華やかに。プリザーブドフ
ラワーに表情をつける技
術を学びます。
■12/24（土）15:30～17:00
3,300円（会員2,750円）
3,800円

公開

LA KEIKO　ミュージカル、ショーダンスなどの舞台出演とインストラクター経験した後
に渡米。ロサンゼルスでは5年間有名パフォーマンスチームに所属。帰国後、ダンスチーム
を主催し、ショーのほか振付師としても活動。日本ジャズダンス協会理事。

KEIKO先生とレッツダンス！

魅惑のバーレスクダンス

■第2・4土曜14:00～15:30
■3か月6回19,800円  1/14スタート
■事前体験会12/10（土） 3,718円

New ジャズダンス

■毎週月曜15:00～16:30
■3か月11回36,300円  1/16スタート
■事前体験会12/19（月） 3,718円

New

松井玲穏　立体パズル専門店TORIBO®アンバサダー。パズルの魅力を伝える広報
大使として精力的に活動。現在、東京大学大学院博士課程（精密工学専攻）在学中。

気軽に脳トレ
キューブパズル六面攻略
昭和50年代に大流行したあの玩具です。立方体の六

面の色を揃える速さを競う楽しみだけでなく、近年は「大人
の脳トレ」道具としても注目されています。バラバラになっ
た面をじっくり観察し、考えながら手を動かします。難しそう
ですが、8つの手順を覚えるだけで誰でも簡単に六面完成

をすることがで
きます。お友達
に披露する一芸
にも最適です。
■第2日曜10:30～12:00
■3か月3回11,055円
　1/8スタート

New

松井玲穏
大使として精力的に活動。現在、東京大学大学院博士課程（精密工学専攻）在学中。 　前回、大好評をいただいた敦賀若狭講座を2023年

も実施します！「孤独のグルメ」の漫画原作者である
久住昌之さんと料理研究家のかわごえ直子さんの名
コンビが戻ってきます。御食国とは、古くから皇室や
朝廷へ食材を貢いだ国のことで、福井県の敦賀若狭
地域は若狭湾の豊富な海産物を提供してきました。今
回もお二人から敦賀若狭の旅と食、地元食材を使っ
た料理のメニューなどを
紹介します。地元特産品の
お土産付き。
■3/18（土）12:15～13:45
3,190円（会員2,640円）

風光明媚な若狭湾沿いを走る「小浜線」 イメージ風光明媚な若狭湾沿いを走る「小浜線」 イメージ

はじめてのケーナ
ケーナ奏者 吹野 邦博

名曲「コンドルは飛んでいく」の主旋律
を奏でる楽器です。南米アンデス地方の
縦笛ですが、私たち日本人の心にも響き
ます。癒やしの音色を奏でませんか？
■第2・4日曜14:00～16:00
■3か月6回19,800円  1/8スタート
■事前体験会12/25（日）
3,751円　 別

New

「Hark！The Herald Angels Sing＆Gloria」を歌う
この時期にぴったりのゴスペル。おためししませんか？
■12/14（水）15:00～16:30 4,070円（会員3,520円）

公開

Let’s！ゴスペル
日本ゴスペル音楽協会認定指導員・東邦音楽大学卒 阪本 理恵
体をスイングさせながらリズムに乗って。みんなでハー
モニーを作り、歌うことはとても楽しく爽快なものです。
あなたもかっこいいゴスペルの世界を体験し
ませんか？
■第2・4水曜15:00～16:30
■3か月6回21,120円　1/11スタート

New

切り絵で
2023年カレンダーを作ろう

剪画アート＆スペース主宰 小野寺 マヤノ
切り絵であなただけのカ

レンダーを。干支のウサギ
＝卯（う）には、「一周期の
始まり・物事のスタート」と
いう意味があるといいま
す。手作りのカレンダーで
よい一年を過ごしません
か。作品サイズ＝A3見当
■12/19（月）13:00～15:00
3,960円（会員3,410円） 600円

公開
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東京湾一周・
　乗り物の旅を楽しむ

千葉地理学会元会長 鎌田 正男
好評開講中の野外講座「おもしろ半

島ちば」の番外編です。内房のローカ
ル線でトコトコと浜金谷へ。千葉県唯一
のロープウェーで鋸山に登り、山頂から
遠く富士山を望む雄大な景色を楽しみ
ます。金谷港で自由に昼食を楽しんだ
後は、東京湾クルーズです。対岸の久
里浜は、黒船来航の地。ペリーの事績
や幕末の歴史も学びます。帰路は、赤
い電車・京急と総武快速線で千葉を目
指します。
■3/23（木）8:30千葉駅集合、16:00ご
ろ千葉駅（久里浜以降、お好きなところ
で解散可）
5,500円（会員4,950円） 550円

※交通費・食事代などは各自別途負担

公開

　エベレスト。言わずと知れた世界最
高峰で、「世界の頂」とも呼ばれてい
ます。多くの冒険家を強烈に惹きつ
けてやまないその山に、上田優紀さん
は写真家として2021年登頂を果たし
ました。険しい道のり、そこから見えた
言葉を失うほどの絶景、登頂後に感
じたこと・・。様々な困難に打ち勝ち、
命を懸けて挑んだエベレストの全貌
を、写真や映像とともに語ります。

上田　優紀（うえだ・ゆうき） ネイチャーフォトグラファー。1988
年生まれ、和歌山県出身。世界中の極地、僻地を旅しながら撮影
を行う。近年はヒマラヤにて8000m峰を中心に撮影。近著に『エ
ベレストの空』（光文社新書）、『空と大地の間、夢と現の境界線 
─EVEREST─』（玄光社写真集）。

■1/29（日）13:00～14:30 3,850円（会員3,300円）
※講師はオンラインで出演します。

©上田優紀

―EVEREST―世界の頂に魅せられて 公開

スワッグで作るお正月飾り
マミフラワーデザインスクール講師

池田 美千代
ドイツの壁飾り「スワッグ」。リースと
同じように壁やドアをおしゃれに演出し
ます。水引やドライフラワーなどを使っ
て作ります。水引を取れば、お正月を過
ぎてもお使いいただけます。
■12/18（日）14:30～17:00
3,740円（会員3,190円） 3,000円

公開

「詩吟」入門
千葉県吟剣詩舞道総連盟理事長 石井 桃苑

漢詩や和歌などの詩歌に節をつけて詠（うた）い
ます。深い呼吸で大きな声を出すことで心身の健康
維持に役立ちます。また、美しい日本語と正しいアク
セントも身につきます。作者の生涯や、作品の時代
背景といった歴史も学ぶことができます。
■第1・3月曜10:30～12:30
■3か月4回13,200円　2/6スタート
■事前体験会1/16（月） 3,696円

New

柏駅「ビックカメラ」が入るビル８Ｆ

☎04‒7164‒3151
柏

入会金とお支払いのご案内
▽入会金は5,500円で、会員資格は生涯有効です。優待の併用はできません。
▽70歳以上と小学生以下のお子様は入会金無料です。
▽小学生以下を除く入会金無料の対象者で、読売新聞購読、または購読予定の
方に受講料割引券1,000円分を進呈します。
▽受講料のほか維持費がかかります。教材費、保険料等が必要な講座もあります。
▽維持費は、講座１回あたり385～440円です。新型コロナウイルス感染防止に
必要な消耗品類の調達、オンライン受講環境の整備、野外講座の運営、施設
や道具の修繕などにあてる費用です。
▽表示の受講料などはすべて消費税込みの金額です。
▽入会金、受講料などのお支払いは、窓口またはホームページで承ります。窓口
では現金かクレジットカード一括払い、ホームページではクレジット一括払いを
ご利用いただけます。2期目以降の受講継続のお支払いは、銀行口座振替（自
動引き落とし）をご利用できます。

（例）第1・3月曜13:00～／3か月6回16,200円＝講座が毎月1と3の月曜日の13:00
から開かれていて、3か月の間に6回の講座日があり6回分の受講料が16,200円

この冬から新しく始まる講座
現在開かれていて途中から
お入りいただける講座
会員でない方も受講いただ
ける講座（一部会員割引あり）

チラシの見方

よみうりカルチャー柏 検索講座の詳細、受講予約はウェブでもどうぞ！

開催日時に参加
講座会場で参加

オンライン上で「ZOOM」を
活用します。会場と生中継が
選べる講座もあります。

1枠30分・集中して学ぶ
プライベートレッスン

冬の新設講座のご案内 ・別途維持費、講座によって教材費などがかかります
・申し込みの人数が少ない場合、開講できないことがあります
・別途維持費、講座によって教材費などがかかります
・申し込みの人数が少ない場合、開講できないことがあります
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スマートフォンで
読み取ると動画が
ご覧いただけます。

二次元コード
　講座見学
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