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食国から伝わる
食の探求2023
漫画「孤独のグルメ」原作者　久住 昌之

料理研究家　かわごえ 直子
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
直子さんのお二人が敦賀若狭の旅と
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。
❖ 1/14（土）14:00～ 15:30　
3,190円（会員2,640円）

専属プロによるラウンドレッスン
プロゴルファー　加藤 淳

法人会員制「よみうりゴ
ルフ倶楽部」18ホールを
専属プロのレッスン付きで
回ります（1組4ホールず
つ帯同）。プレー後は映像
でおさらいもします。
❖ 2/15（水）、2/22（水）9:00～ 16:30
各23,100円（飲食代別。70歳未満は別途 利用税
1,200円）　よみうりゴルフ倶楽部（稲城市）集散

簡単おいしい！おうちでパンを焼こう
シニアおうちパンマスター ホームメイドクッキング師範

マイスター　大谷 裕美子
焼き時間最短7
分のミルクスティッ
クパンと米粉を加
えた生地でヘル
シーなハムチーズ
パンを作ります。
❖ 1/27（金）
10:30～ 12:30　
3,960円　教材費2,310円

花を描くミニ羽子板
フルール・ラポール主宰　Rohi

アクリル絵の具を使い、
ダリアか洋菊どちらかを、
ミニ羽子板に一筆で描い
ていきます。
❖ 12/18（日）
13:00～ 15:00
2,860円（会員2,310円）
教材費1,600円

怪の講座
怪談師 オカルト研究家　吉田 悠軌

怪談、心霊、都市伝説…多くを引き
付けてやまない怖くて不思議なオカル
トの世界をご案内します。「怪談の語
り方」「怪談における実話とは」「現代怪談史」など
ここでしか聞けないテーマで大好評の講座です。
荻窪第6弾！
❖ 2/23（木）17:30～ 19:00　3,740円

香る蒸留体験と
ヒノキのバスボム作り

AEAJ認定アロマセラピスト 
AEAJ認定アロマインストラクター　横関 保子

教室で水蒸気蒸留をし
ながら、和ハーブのお話
と抽出したヒノキのハー
ブウォーターを使ってバ
スボムを作ります。重曹
を使って作るのでバスタ
ブもピカピカになります。
❖ 2/25（土）
10:30～ 12:00
3,740円　教材費2,200円

春を書くインテリア書
書家　白川 香翠

和紙のはがきに「春」の文
字を書き、インテリアとして
飾ってみませんか。自由に楽
しく書に触れてみましょう。
❖ 1/28（土）10:30～ 12:00
3,740円　教材費250円

家康くん、がんばれ！
――応援団は母の於大の方と
家来の四天王 歴史家　菅野 俊輔
知られざる母と子の交流を中心に、天下人の階
段を登る家康の75年の生涯を熱く語ります!!
❖ 12/23（金）13:00～ 14:30
3,850円（会員3,300円）　教材費55円

だれでも簡単！たるみ解消！
プロが教えるセルフマッサージ

ビューティセラピスト　Ikuko Sugaya
毎日１分のリンパマッサージで、くすみ、むくみ、

たるみを改善して鏡の中のステキな笑顔のあなた
に出会いましょう。
❖1/18（水）10:30～ 12:00　3,850円　教材費1,320円

魅力度アップ！
パーソナルカラー個人診断

色彩生涯教育協会 認定講師
橋谷 英里（金）　芹澤 加奈子（日）

90分の個人レッスン。似合う色を味方につけ、
見た目年齢マイナス５歳を目指しましょう。
❖ 1/27（金）、3/24（金）10:30～ 15:45
各13,200円（会員各11,000円）
❖ 1/15（日）、3/5（日）10:30～ 15:45
各13,200円（会員各11,000円）

もふもふモスペットを作ろう
Kafca　伊藤 留利

頭に多肉植物
を植えて新感覚の
ペットのようなかわ
いいコケ玉作り！　
お水はどこから飲
むのでしょう？　お
楽しみに。3歳以
上対象。
❖ 12/11（日）13:30～ 15:00　3,300円　
教材費1,000～1,400円
各パーツ代100円～（希望者のみ）

子どもの書き初め
平成書道連盟師範　神田 凌華
「新年に向けて」という
気持ちで書き初めをしま
しょう。上手な字を書くポ
イントを分かりやすく指導
します。学校の宿題をお持
ちください。硬筆も可。小
学～中学生対象。

❖ 12/25（日）、12/27（火）13:00～ 15:00　
各3,740円（会員各3,190円）

こどもマジック教室
マジシャン　Mr.モロー

目の前で超不思議な現象が起
こります。手順通りにやれば大
丈夫！　小学生対象。保護者も
ご一緒に。
❖ 12/10（土）13:00～ 14:30
2,860円　教材費1,100円

見積書の甘い罠を徹底解剖！
新築・リフォーム 
正しい建築会社の選び方

住宅コンサルタント　栗原 浩文
ハウスメーカー、工務店、建築家、リフォーム会
社の特徴を詳しく解説。また、見積金額のチェック
ポイントや建築会社への価格交渉術もわかりやす
くお伝えします。
❖ 1/13（金）13:00～ 15:00　受講料無料（要予約）

エンカウンター・グループレッスン
日本カウンセリング研究会本部講師　

青木 涼子　山﨑 香織
カウンセラー養成講座の基本学習のひとつを体
験します。自己理解、他者理解を深めながら、率
直に語り合い聞き合いましょう。
❖1/22（日）13:30～ 15:30　3,300円　資料コピー代別

桜のミクロモザイク
日本モザイク協会認定講師　ミーナ

イタリア発祥の伝統ガラ
ス工芸です。桜の木枠に小
さなガラスパーツを詰めて
いきます。
❖ 3/5（日）13:00～ 15:00
3,300円　教材費2,750円

すずらんのフレーム作り
ハンドメイド作家　片山 智桂子
意外なテクニックですずら

ん柄のフレームを、ステンドグ
ラス風に作るレッスンです。
❖ 1/14（土）13:00~16:00
4,290円　教材費1,100円

癒やしのアロマキャンドルヨガ
ホワイトスワン式バレエヨガ®主宰　二宮 富士子
キャンドルの灯とアロマ
の香りで心身をリラックス
させます。ヨガの呼吸法
で骨盤を調整し、自律神
経のケアも。ご自身の心
と体に向き合い、癒やし
のひとときを過ごしませんか。
❖ 2/8（水）12:45～ 14:00　3,740円

美姿勢のための筋トレ＆ボディワーク
日本フィットネス協会公認インストラクター GFI　Rusie

体のくせやゆがみを確認し、肩甲
骨、骨盤まわりの筋肉を調整して美
姿勢を作ります。全身をバランスよ
くトレーニングし、加齢に負けない
しなやかな体を目指しましょう。
❖ 3/1（水）10:20～ 11:50　
4,070円（会員3,520円）

こんまりメソッドワークショップ
こんまり流片づけコンサルタント・インストラクター　

山本 朝子
こんまりが考え出した片づけのメ
ソッドのポイントを伝えます。
❖ 3/19（日）13:30～ 15:00　
3,850円（会員3,300円）　
教材費110円

手作りみそ
七代目 糀屋三郎右衛門　辻田 雅寛

昔ながらの方法で、４キロのみそを仕込む人気
の講座です。
❖ 2/9（木）、3/9（木）13:30～ 15:15
各3,850円（会員各3,300円）
教材費各5,453円（タル付き）

組紐でステキにアレンジ！ポチ袋
組紐細工士　高橋 美登里
色彩豊かな津久井紐

でのしを作って、市販
のポチ袋に世界に1つ
だけのアレンジをしま
せんか。用意するたく
さんのポチ袋や津久井
紐の中からお好きなも
のをお選びいただきま
す。色や柄の選び方の
コツもお伝えします。

❖12/17（土）10:30～ 12:00　3,630円　教材費500円

真珠屋さんに習う手作り
パールネックレス
KOBE PEARL COLLECTION 代表　所神根 孝二
真珠の街「神戸」で用意し

たさまざまな色のパール・天
然石でお好みのアクセサリー
を作ります。
❖ 1/25（水）13:30～ 16:00　
3,850円（会員3,300円）　
教材費3,000円～

サンタが飛び出すポップアップカード
クリスマスカードとして送

りましょう。サンタクロース
が飛び出します。
❖ 12/16（金）10:30～ 12:00
2,530円　教材費300円

生前整理の一歩・写真の整理編
最適な写真の量と選び方、写真

を活かす片付け方などこれからの時
代の写真整理術をお伝えします。
❖ 1/31（火）13:00～ 14:30　3,872円
（会員3,267円）　教材費55円

花が飛び出すポップアップカード
カードを開くと色とりどり
の7輪の花が現れます。お
好みでカラーを選べます。
入学、卒業、進級のお祝い
にも最適です。

❖ 3/5（日）13:00～ 15:30　2,530円　教材費300円

片付けから始める 生前整理
片付けが苦手でも気軽に実践できる思い出の
品や写真の片付け、情報を整理する方法をお教え
します。
❖3/7（火）10:30～ 12:00　3,872円（会員3,267円）　教材費55円

帯で作るミニ茶箱
お好みの帯を使って、カ

ルトナージュの技法で仕
上げます。ステキな和の
世界を楽しみましょう。
❖3/12（日）13:00～ 16:00
3,300円（会員2,750円）　
教材費3,000円

似合うメガネの見つけ方
お顔のカタチにぴったりなメガネを見つけましょ

う。ポイントをお伝えし、メガネ店を回ります。
❖ 12/19（月）10:30～ 12:00　
4,840円（会員4,290円）　教材費200円

アイメイクを中心に
メイクレッスン
アイメイクを中心のメイクレッ

スンでおしゃれを楽しみ、健康寿
命を延ばしましょう。
❖ 1/18（水）10:30～ 12:00　4,400円　
教材費1,650円

－5歳を作る肌作り
おしゃれを楽しみながら健康に若々しいメイク
のための-５歳を作る肌作りを紹介します。
❖ 2/1（水）10:30～ 12:00　4,400円
教材費1,650円

似合う帽子とストールを
みつけに行こう
似合う帽子やストールの色や柄をお好みに応じ

てお選びします。
❖ 12/19（月）13:30～ 15:00
4,840円（会員4,290円）　教材費200円

春のミニバスケット
ハートをイメージさせるデ

ザイン。ピンク系のバラ柄
が華やかです。
❖ 3/26（日）13:00～ 16:00　
3,300円（会員2,750円）　
教材費2,500円

1日で上達！オセロ入門
日本オセロ連盟公認指導員 九段　坂口 和大

オセロは四隅を取られて
も逆転できる、実に奥深い
ゲームです。勝利のコツを
伝授します。
❖ 2/18（土）11:00～ 12:30
3,080円

華麗なるオペラ座の歴史と魅力
舞台美術家 多摩美術大学他 兼任講師　上田 淳子
ロマン溢れる華やかなオペラ座の歴史と魅力に
ついて解説します。映画・ミュージカル作品にみ
られる関連シーンなども紹介し、非日常のひと時
が楽しめる講座です。
❖ 2/4（土）13:00～ 14:30　3,300円　教材費220円

クリスマスソングをうたいましょう！
武蔵野音楽大学声楽科卒　竹内 淳子
かわいらしくすてきな日本語訳
の歌詞が添えられたクリスマスソン
グを直訳やエピソードを学び、歌い
ます。

❖ 12/10（土）12:30～ 14:00　3,740円

切り絵作家　金子 朗子

生前整理アドバイザー 片付けコンサルタント　讃岐 峰子

アトリエＫスタイル主宰　吉田 恵子

カラークチュール服飾研究所 代表　髙橋 利予

メイクケアセラピスト　下川 セレナ

NEW  古布で作るがま口とバッグ
布作家　sova* イシカワ カオル

美しくモダンな古布を使い、がま口がかわいく
て、おしゃれな布小物やバッグを作ります。
❖ 第４木曜
13:00～
16:00　
３か月3回
13,200円　
1/26～

NEW  着物地で作るかんたん小物（少人数）
着物リメイクデザイナー　藤岡 幸子

タンスの中に眠っている着物や帯をオ
シャレな小物にリメイクしてみませんか。
手縫いでチクチクと仕上げていきます。
小さな端切れでも、工夫次第でステキな
作品になります。
❖ 第２木曜10:10～ 12:40
３か月3回13,530円　1/12～

NEW  身近な野鳥を友達に 野鳥観察入門
八王子･日野カワセミ会会長　粕谷 和夫
私たちの家の周りや公園でもカワセ

ミ、カモ、サギなど10種以上の野鳥に
会えます。身近にいる野鳥を観察しな
がら野鳥の名前を知り識別できる力を
身につけることを目指します。
❖ 第2木曜10:00～ 12:00　
3か月3回9,900円　1/12～

NEW  楽しく踊ろう！ 
こどもチアダンス
チアダンスインストラクター　サトウ ユカ

ストレッチなどの基礎を大切に、皆
でそろえて踊るチアの楽しさと、体を
動かすことで自分を表現する力を育
てます。ポンポンを持って笑顔で楽し
く踊りましょう！　小学生対象。
❖ 第1・3・5水曜18:00～ 19:00
3か月6回20,460円　1/18～
事前体験  12/21（水）3,410円

NEW  ラぺリスフラワー（石の花）基礎
アトリエ智 認定講師　水野 利枝

ラぺリスとはラテン語で石の花という意味です。陶花風、
ステンド風など意匠を凝らした作品を作ります。基礎クラス
修了後は上級クラスへ。
❖ 第１・３木曜10:15～ 12:15　３か月6回22,440円　1/5～
事前体験  12/15（木）3,740円　教材費1,000円

初歩からの日本画
日本画家　井上 明敏
初心者は写生、制

作手順、画材などの
基礎を学び、経験者
は自由題材の制作を
行います。

❖ 第２・４金曜16:00～ 18:30　３か月6回23,760円
1/13～ 

NEW  新・老活術で若返り人生
健康愛好家　武田 枝未

年齢に関係無く、気力活力を充満
させ、楽しみな毎日。その素晴らし
い生き方を学びましょう。
❖ 第4水曜13:00～ 14:30　
3か月3回11,550円　1/25～

NEW  はじめてのバリ舞踊
バリ舞踊家　富永 仙子

独特な動きで、肩こり解消や体
幹を鍛え、神秘の踊りで、心も体
もリフレッシュしましょう。
❖ 第１・３・５日曜11:45～ 13:00　
３か月6回22,440円　1/15～
事前体験  12/18（日）3,740円

NEW  BALLEVO®（バレボ）
BALLEVO®認定インストラクター　Chiharu

ボイストレーニングとバレエのメ
ソッドで、体を内側から温め、姿勢を
美しく整えます。誤嚥性肺炎予防、冷
え性改善、尿漏れ予防、自律神経調
整など、 さまざまな悩みにアプローチ
し、健康な体作りを目指します。
❖ 第1・3・5 月曜13:00～ 14:15
3か月6回22,440円　1/16～
事前体験  12/26（月）3,740円

NEW  からだスッキリヨガ
ヨガ・ピラティスインストラクター　佐宗 美鈴

深い呼吸とともに体を動かし、
凝り固まった筋肉をほぐして整え
ることで全身の血流を良くし、心
と体をスッキリさせていきます。
❖ 第２・４火曜15:35～ 16:50
３か月6回22,440円　1/10～
事前体験  12/27（火）3,740円

NEW  はじめてのローズウィンドウ
日本ローズウィンドウ協会認定講師　やなぎ みき
色用紙を使い光

と紙の色彩を楽し
む美しいペーパー
アートです。
❖ 第３火曜
10:30～ 12:30
３か月3回9,900円
1/17～

NEW  職人が教える手描き友禅
手描き友禅作家
笠原 以津子

300年の歴史を持つ伝
統工芸、手描き友禅を学び
ます。
❖ 第１月曜13:30～ 15:30
３か月3回9,900円
1/30～（1月のみ第5月曜）

NEW  ねんどで作る季節の飾りもの
おちゃっぴ公認講師

有川 依子
扱いやすい樹脂粘土を使

い、動物、人形、花などのか
わいらしい作品を作ります。
❖ 第２水曜13:00～ 15:00
３か月3回9,900円
1/11～

NEW  大人のための腹話術入門
プロ腹話術師　わがし

特技を身に付けたい人、
ボランティアなどで役立てた
い人、また保育園・幼稚園
の先生にもおすすめです。
❖ 第２土曜10:45～ 12:15
３か月3回11,715円
1/14～

NEW  ミニチュア盆栽
澪樹園園主 日本小品盆栽組合員 盆栽家

内田 佐智子
日本古来の盆栽を、ミニチュ

アサイズに仕上げます。お部屋
の中でも楽しめるサイズ感がか
わいらしく、お好みの苗と器でオ
リジナルを楽しめます。
❖ 第3水曜13:00～ 15:00
3か月2回6,600円　2/15～

NEW  初めての論語素読
論語塾講師　吉澤 久美子

論語の基本は、素読と言われ
る音読です。まず声に出して耳で
聞いて、論語を楽しみましょう。
❖ 第２火曜10:30～ 12:00
３か月3回11,715円　1/10～
事前体験  12/27（火）3,905円

NEW  二胡にチャレンジ（入門）
二胡の持ち方から、正

しいフォーム、正しい弓
の使い方をわかりやすく
指導します。

❖ 第１・３・５火曜11:30～ 12:30
３か月6回24,420円　1/17～
事前体験  12/20（火）4,070円

NEW  大人から始めるバレエ
無理に体を使わずに正しく使い、
美しい姿勢や動き、しなやかで強い
体を身につけましょう。
❖ 第２・４月曜12:40～ 14:10
３か月6回22,440円　1/9～

NEW  コンテンポラリーダンス入門
形にとらわれずに自由に身体
表現でき、バレエやジャズダンス
に通じる動きで、体と心を動かし
ます。
❖ 第２・４土曜10:15～ 11:45
３か月6回22,440円　1/14～

ソラーレニ胡合奏団主宰　岩本 薫美子

ダンサー インストラクター　今枝 亜利沙

NEW  東京で見つける江戸
歴史評論家　香原 斗志

江戸城、大名屋敷、寺社。意
外な場所に隠れている江戸遺産
を見つけましょう。教室での座
学講座です。
❖ 第1水曜 13:00～ 14:30
３か月3回11,880円　1/18～
（1月のみ第3水曜）

©平凡社新書

作って飾るインテリア書
書家　白川 香翠

インテリア書とは、
インテリアとして室内
に飾り鑑賞するため
の書作品のことです。
毎月テーマを決め、
和紙のはがきに文字
を書きます。日々の
生活に書を取り入れ、
お家での時間を楽し
みましょう。
❖ 第４土曜10:30～ 12:00　３か月3回11,220円
1/28～ 

すぐに役立つマジック
マジシャン　Mr.モロー

楽しいトークを交えなが
ら、すぐに実践できるマジッ
クを練習します。
❖ 第2・4土曜15:00～ 16:30
3か月６回23,100円
1/14～ 

月曜の社交ダンス
Ballroom Dancing Rondo　三浦 悟

コロナ禍を考慮した社
交ダンスで、楽しみなが
ら運動不足解消にどう
ぞ。初心者はもちろん、
昔、踊られていた人など、
また始めてみませんか。

❖ 入門・初級　毎週月曜14:00～ 15:30
３か月12回42,240円　1/9～ 
❖ 中級・上級　毎週月曜15:30～ 17:00
３か月12回43,560円　1/9～ 

クラシックギター入門
桐朋学園芸術短期大学ギター専修卒 ギタリスト

鈴木 亜理紗
穏やかな雰囲気の中、み

んなで高め合いながら、楽し
く仲良くレッスンしていきま
しょう。
❖ 第２・４火曜10:30～ 12:00
３か月6回22,440円
1/10～ 

癒やしのウクレレ入門
クウレイナニ・ポリネシアンカルチャースクール公認講師

アロヒラニ 鈴木
ウクレレの音色に癒やされながら
Alohaなひと時を過ごしましょう。
❖ 第２・４木曜13:00～ 14:15
３か月6回23,100円
1/12～ 

朝のさわやか
ヴォイストレーニング
日本オペラ協会会員 声楽家（ソプラノ）　小林 悦子

体を活性化し気分をアップ
したい朝に、体と呼吸を整え
心癒やされる美しい歌をさわ
やかに楽しく歌いましょう。
❖ 第２・４金曜11:00～ 12:30
３か月6回24,420円
1/13～ 

かな書道の創作いろは
読売書法会幹事 臨池会評議員　宮﨑 千草

古筆から展開して創作
を行います。オリジナルの
テキストを使用して創作の
いろはを学びます。初心
者、経験問わず受講でき
ます。
❖ 第２日曜10:30～ 12:00
３か月3回11,220円
1/8～ 

楽しい鼓
重要無形文化財長唄（総合認定）保持者

望月 太左衛 ほか
古代から受け継がれ

た日本伝統の打楽器・
小鼓に挑戦してみませ
んか。レンタルもあり
ます。
❖ 第１・３・５木曜
10:30～ 12:00
３か月7回30,800円　1/5～ 

茶道 大日本茶道学会
大日本茶道学会正教授　平野 麗樵

基礎の割稽古から
平点前まで、楽しい
雰囲気で詳しく勉強
していきます。
❖ 第１・３土曜
10:15～ 12:45
３か月6回22,440円
1/7～ 

二胡クリスマス演奏会
中国の民族楽器・二胡。講師と受講者が哀愁

おびた二胡の世界へ誘います。お申し込み不要で
す。皆様のご来場をお待ちしおります。
❖ 会場：ルミネ荻窪店5F　イベントスペース
12/11（日）14:00～ 14:30　 観覧無料

こどもチアダンス
チアダンスインストラクター　

NEW  櫻川流江戸芸かっぽれ踊り
櫻川流師範　櫻川 紫后　櫻川 紫優

楽しみながら、手軽にできて、
健康によい、粋な踊りで元気に
なりましょう。
❖ 第２・４月曜10:30～ 12:00
３か月6回22,440円　1/9～
事前体験  12/26（月）3,740円

櫻川流師範　

英語講師　ナオミ マキニー

NEW  世相を詠む「都々逸」
戯作者　松崎 菊也

都々逸とは七七七五で読む定
型詩。過去の名句を解説するとと
もに、皆さんで毎回お題に沿って
詠み合いましょう。
❖ 第2土曜13:00～ 14:30　
3か月3回11,550円　1/14～
事前体験  1/7（土）3,850円

自分に出会う現代短歌
歌人 現代歌人協会会員　畑 彩子

前半は実作の具体的な指
導、後半は名歌鑑賞や現代短
歌の魅力を講義します。
❖ 第３土曜
10:30～ 12:00
３か月3回11,715円
1/21～ 

音楽作品のバラエティ
作曲の師弟関係をさぐる

作曲家 元東京藝術大学講師　青島 広志
テノール歌手　小野 勉

作曲家の才能を
育て開花させる師弟
との関係を解説しま
す。青島広志さんの
ピアノ独奏と小野勉
さんの模範演唱も楽
しみな講座です。
❖ 第３木曜18:15～ 19:45　３か月3回17,490円　
1/19～ 

声と体の健康トレーニング
声とことばの力認定講師　平尾 麻衣子

安定した呼吸量を維持
し、健康的に声を出すた
めの腹式呼吸、体幹トレー
ニング中心の声出し体操
です。
❖ 第１・３・５金曜
10:30～ 11:30
３か月7回23,100円
1/6～ 

グランドピアノで
楽しいレッスン（個人）

名古屋芸術大学大学院音楽学部器楽（ピアノ）
専攻修士課程修了　直江 慶子

初めてのお子様に
は、音程やリズムを
基礎から。1枠30分
の個人レッスンです。
❖ 第２・４月曜
16:00～ 19:00
＜5歳～中学生＞
３か月6回23,100円
1/9～ 
＜大人＞
３か月6回27,720円
1/9～ 

ホワイトスワン式バレエヨガ®
ホワイトスワン式バレエヨガ®主宰　二宮 富士子

バレエの簡単な
動き、ヨガの呼吸
法で自律神経を
整え、骨盤を調整
することで体のゆ
がみを整えます。
アロマの香りでリ
ラックスなひとと
きを。

❖ 第２・４月曜14:00～ 15:15　３か月6回20,460円
1/9～ 

こどもの書道
読売書法会幹事 謙慎書道会理事　山本 昌子

子どもたちが楽
しく習字を学び、
正しくきちんとし
た字を書けるよう
に指導します。年
長～中学生対象。

❖ 第２・４水曜16:30～ 17:30
３か月6回18,480円　1/11～ 
❖ 第１・３・５金曜16:30～ 17:30　
３か月7回21,560円　1/6～ 

詩作であなたの言葉を見つけよう
詩人 現代詩手帖賞受賞　大久保 博則

詩の作り方、詩を書く
楽しさを教えます。朗読
もまじえ、詩の不思議な
魅力に浸りましょう。
❖ 第１金曜
13:00～ 14:30
３か月3回10,725円
1/6～ 

ジェンベを叩こう
タムタムマンディングジェンベアカデミー
ビギナーインストラクター　佐々木 秀人

西アフリカの伝統打楽器の
ジェンベ。基本のたたき方から
現地のリズムを学びましょう。
❖ 第１・３・５金曜
19:00～ 20:30
３か月7回25,872円
1/6～ 

NEW  はじめての津軽三味線（個人）
流派なしのお手軽レッスン講師 

北海道民津軽三味線奏者　三田 貴之
民謡からポッ

プス、クラシック
まで、男女問わ
ず、子どもから
大人まで、やさ
しくレッスンしま
す。レンタル楽
器もあるので、手ぶらで参加できます。１枠30分。
❖ 第２・４日曜10:15～ 11:55　
３か月6回26,400円　1/8～
事前体験  12/25（日）4,400円　レンタル代500円

NEW  生きるための
声と心のセミナー 3回完結

ヴォイスセラピスト メゾソプラノ 
音楽教室ルーエンデゼーレ　更科 寿子

声の出し方、話し方に自信がな
い人へ。あなたらしい声を気楽に
心配せずに出せるお手伝いをする
30分の個人セラピーです。発声
練習や歌は使いませんので、楽譜
が読めなくても、歌うことに恐れ
がある人も心配不要です。
❖ 第2月曜11:45～ 12:35　3か月3回15,840円　
1/9～

NEW  ローカル列車を描こう
日本美術家連盟会員 新童画代表 

日本児童美術家連盟会員　三國 芳郎
新象作家協会会員　三国 太郎

手軽に扱える水彩、
色鉛筆、アクリル絵の
具等で、ローカル列車
を描きます。
❖ 第１・３・５金曜
10:15～ 12:15
15:30～ 17:30
各３か月7回
29,260円　1/6～

NEW  相手に伝わる話し方
俳優 歌手　星 さいか

飽きさせない話し方のテクニッ
クなど、声に出しながら学びます。
❖ 第２・４月曜13:00～ 14:30　
３か月5回18,700円　1/23～
事前体験  1/9（月）3,740円

NEW  組紐アクセサリー
組紐細工士　高橋 美登里
色彩豊かな津久井紐を材
料にして、道具は使わずに手
だけで組み上げていきます。
組まれていく紐の美しい幾
何学模様からイメージを広げ
てイヤリングやペンダント、
ブローチなど、あなただけの

オリジナルアクセサリーを作りましょう。
❖ 第４土曜10:30～ 12:00　３か月3回10,890円　
1/28～

NEW   ３回完結！筆ペンで
上手に名前を書く

読売書法会幹事　齋藤 佳譽
まずは自分の
名前を上手に書く
ことから。のし袋
の書き方、はがき
や季節のあいさ
つ文など３回の講
座で集中して学
びます。
❖ 第１火曜11:00～ 12:30
３か月3回10,230円　1/31～（1月のみ第5火曜）

NEW  マナー・礼儀作法＆
日本の文化B（マナー）

小笠原流礼法宗家本部師範　赤川 澄子
冠婚葬祭、
年 中 行 事、
ビジネスマ
ナー、手紙な
ど、伝統的な
礼儀作法か
ら現代マナー
まで幅広く学
びます。

❖ 第4金曜10:30～ 12:00
３か月3回9,900円　1/27～

NEW  鼻歌からの作曲
ピアニスト 作編曲家　近藤 毬生

一緒にオリジナル曲を作っ
てみましょう。楽譜が読めな
くても、簡単な鼻歌から曲を
仕上げられます。
❖ 第2・4水曜10:30～ 12:00
3か月6回22,440円
1/11～

NEW  アガサ・クリスティー
短編集

アガサ・クリスティーの世界を
深く堪能したい人のための初級ク
ラスです。
❖ 第３火曜15:00～ 16:30　
３か月3回11,220円　1/17～

NEW  はじめてさんの麻雀教室
全日本競技麻雀連盟会会長　阪元 俊彦

はじめて麻雀をやる人の
ための入門クラスです。実
戦プレーをとおして上がり
役、点数計算などの基礎知
識から指導していきます。
❖ 第2・4水曜10:30～ 12:30
３か月6回21,120円　
1/11~

NEW  こども日本舞踊
藤間流師範　藤間 菊李

日本舞踊を通じてリズム感が養
われ、体幹が鍛えられます。ごあ
いさつやお行儀も自然と身に付き
ます。まずは洋服で踊ってみませ
んか。
❖ 第2・4火曜
＜3歳～未就学児＞15:30～ 16:30
＜小1～ 3年＞16:30～ 17:30
各3か月6回21,780円　1/10～
事前体験   12/27（火）15:00～ 16:00

（合同レッスン）3,630円

NEW  アクリル絵の具で描くボタニカルな花たち
フルール・ラポール

フルール・ラポール主宰　Rohi
身近にある花々を、アク

リル絵の具で模写をして
描くオリジナルデザインで
す。色を重ねて、立体感や
躍動感を表現します。
❖ 第4水曜13:00～ 15:00
3か月3回10,560円　1/25～

NEW  イギリスのステキなお繕い ダーニング
テキスタイルデザイナー　野口 光 監修
HIKARU NOGUCHI公認ダーニング講師

神山 彩子
キノコ型のダーニングマッシュルームとい

う道具を使って、洋服や小物、インテリア
の傷みを繕うヨーロッパの伝統的な修繕技
術です。あえて、カラフルな糸や生地に馴
染む糸を使って修繕することで、味わい深
い表情をもった世界でたったひとつの繕い
ものに仕上がります。
❖ 第2水曜10:30～ 12:30
３か月３回20,625円　1/11～

NEW  はじめての肖像画・似顔絵
（３回コース）

写真から家族や友人、
好きな芸能人を描きましょ
う。絵心があれば誰でも描
けるコツを指導します。3
回完結。
❖ 第３金曜
10:30～ 13:30
３か月3回10,725円
1/20～

NEW  パンチニードルで作るラグ小物
オックスフォードパンチニードル認定講師

ハラ サチコ
糸を通した専用の針を布に刺して、プス

プスと埋め込みます。もこもこと温かみの
ある刺しゅうで、日常で使えるラグ小物作
りを楽しみましょう。
❖ 第２木曜10:30～ 12:30
３か月3回12,210円　1/12～
事前体験
12/22（木）4,070円　
教材費1,500円

NEW  癒やしのぬり絵
画家　長沼 慧

動物、花、風景からさま
ざまなぬり絵を用意してい
ます。絵が苦手な人にもお
すすめです。
❖ 第3日曜13:00～ 15:00
3か月3回10,890円　
1/15～

NEW  やさしいピアノレッスン（個人）
桐朋学園音楽大学ピアノ科卒（子供のための音楽教室

元講師）　渡辺 才枝子
「あの曲が弾けたら」
という夢を実現できるよ
う、どんな年齢の人に
も希望に沿ったレッスン
をします。1枠30分。
❖ 毎週火曜
14:50～ 16:20
３か月12回59,400円
1/10～

NEW  カウンセラー養成
日本カウンセリング研究会本部講師
基礎・水曜（昼）　小林 栄子
基礎・水曜（夜）　青木 涼子

基礎・日曜　青木 涼子　山﨑 香織

人間関係などの悩みや不安に対処する技術を習
得します。単位認定証交付や資格取得（有料）も
可能です。
❖ 第１・３・５水曜12:45～ 15:15　
３か月5回17,160円　1/18～
無料説明会   12/7、12/21（水）15:30～ 16:00（要予約）

❖ 第１・３・５水曜18:45～ 20:45
３か月6回20,592円　1/18～
無料説明会   12/7、12/21（水）18:00～ 18:30（要予約）

❖ 毎週日曜10:15～ 12:45　
３か月11回37,752円　1/8～
無料説明会   12/25（日）13:00～ 13:30（要予約）

NEW  超入門フラダンス
ヒワラニポリネシアンダンススタジオ主宰 
プロダンサー 振付師　ヒワラニ トモコ

人気のため、増設
しました。運動経験
ゼロ、ダンス、体力に
自信がない人向けに
作られた初心者女性
のための講座です。
❖ 第２・４水曜
11:35～ 12:50
３か月6回22,440円
1/11～
事前体験
 12/28（水）3,740円

チャーミング・フラ
プアラニ・フラ・スタジオ主宰　川島 ふじ子

フラは美容と健康にも
良く、激しい動きは少な
いので年齢に関係なく楽
しめます。
❖ 毎週土曜
13:00～ 14:20
３か月12回40,920円
1/7～ 

NEW  骨ナビ体操
骨ナビインストラクター　降矢 秋子

骨ナビは骨と
関節を意識した
体操で、筋肉、
内臓、脳なども
ナビゲートされ、
バランスのとれ
た体を作ります。
代謝アップ、腰
痛、肩こりの改
善、ダイエットや
若返りも期待で
きます。

❖ 第１・３・５土曜14:20～ 15:35
3か月5回18,700円　1/21～
事前体験   1/7（土）3,740円

NEW  楽しくおどろう！
プレバレエ
元NBAバレエ団芸術監督 文化庁芸術祭受賞

安達 哲治 監修
ミタカアカデミー専属インストラクター　別府 春香
クラシックの音楽にのせ
て体を動かすことでリズム
感を養い、美しい姿勢と感
性を育てます。先生やお友
達と仲良く跳んだり回った
り、楽しく体を動かしましょ
う。4～ 6歳（未就学児）
対象。
❖ 毎週日曜11:55～ 12:55
3か月12回40,920円　1/8～

❖ 第2・4日曜11:55～ 12:55
3か月6回 21,780円　1/8～

NEW  小学校受験コース
こどもクラブ　専任講師

小学校受験に必要なすべての能力を養うカリ
キュラム構成です。少人数制で一人ひとりを細かく
指導し、しっかり学習します。2017年4月2日～
18年4月1日生まれ対象。
❖ 毎週木曜15:45～ 17:15　３か月10回49,500円
1/12～

NEW  こどものそろばん
珠算講師　芹澤 良一

そろばんは子どもの能力と人間性を高める学
習として注目されています。暗算力、早さ、正確
性、集中力を養いましょう。小学2～ 6年対象。
16:00からのクラスもあります。
❖ 毎週月曜17:00～ 18:00　3か月12回33,660円
1/9～

NEW  健身気功・太極養生杖
初級講座

全日本健身気功連合会会長　陳 崢
短い棍棒（杖）

を使ってツボを
按摩し、体の陰
と陽のバランス
を統合します。
杖を通じて経絡
に沿って気を流
し、健康促進を
目指します。初
心者、老若男女
どなたでも。
❖ 第１・３・５木曜
16:00～ 17:15
3か月7回23,100円　1/5～

NEW  美腸ストレッチ＆
セルフ整体術
美腸セラピスト（腸もみ施術者）　田中 道子

生涯替えのきかない自分
のカラダを簡単なセルフ整
体術と美腸ストレッチで整
えます。下がり腸、腸の働
きの低下などの不調を整え
て、内側と外側から改善を
目指しましょう。
❖ 第3月曜16:15～ 17:15
3か月3回11,550円　1/16～
事前体験   12/26（月）3,850円

NEW  スタイル画デッサン
絵を学ぶにはデッサ

ン力がつく人物画が
一番と言われていま
す。重心、顔、手足、
服のシワ、光と影等…
プロのモデルを10分
×12ポーズ描きます。
❖ 第4日曜
13:00～ 16:00
3か月3回10,395円
1/22～

NEW  家庭で作る中国点心
点心教室まいふぁん公認インストラクター　寿寿

身近な材料を使って、
体にやさしい中国点心を
皮から手作りします。生
地作りから蒸すまでの実
習レッスンです。
❖ 第３水曜14:00～ 17:00
３か月3回13,200円
1/18～

NEW  江戸怪異・都市伝説の現場検証
江戸の怪談や都市伝説の元ネタと現場

へ、古地図や芸能演目でタイムスリップしま
しょう。
❖ 第２日曜15:00～ 16:30　３か月3回 11,880円　
1/8～

【講師経歴】
江戸文化・伝統芸
能演芸の研究執筆
家。著書に「噺家の
女房が語る落語案内
帖」「江戸の怪談がい
かにして歌舞伎と落
語の名作となったか」
（笠間書院）がある。
噺家・三遊亭楽松の
女将としても活動中。

NEW  原文でたのしむ
三国志の世界

慶應義塾大学講師　平井 徹
原典の読解を通じて、
初心者にも楽しくわかり
やすく、「三国志」の世界
を紹介します。
❖ 第２土曜13:00～ 14:30
３か月3回11,550円　
1/14～

NEW  オリエント急行殺人事件
オリエント急行という豪華寝
台列車を舞台に、前代未聞のか
らくりで物語を展開させたクリス
ティの長編を味わってみません
か。中級クラスです。
❖ 第３火曜13:00～ 14:30　
３か月3回11,220円　
1/17～

「君もガリレオ！」
ワークショップ
～国立天文台望遠鏡キットで宇宙を探ろう～

国立天文台天文情報センター 准教授　縣 秀彦

幼い頃夢見た天体望遠鏡を子ども達に。国立
天文台では「実際の星空を見て学ぶ」、「星空観察
を起点に科学への興味を広げる」ことを目的に組
立式望遠鏡キットを頒布しています。望遠鏡を作っ
て、冬の夜空に輝く月、火星、木星などを実際に
自分の目で見てみませんか。三脚をご持参くださ
い。小学生、または小学生と大人1人対象。
※観察場所はルミネ荻窪屋上を予定しています。曇りや
雨などの悪天候時は、屋外観察は中止し、室内で望遠
鏡と三脚の使い方を練習します。
❖ 1/28（土）16:30～ 19:00　1,650円　
教材費5,280円（国立天文台望遠鏡キット）

美と健康に　歩き方教室
30分個人レッスン

MAUVE COLLEGE代表
三宅 紀子

自己流ではなく正しい歩行
を身に付け、いつまでも歩け
る身体を作りましょう。30分
の個人レッスン。
❖ 1/21（土）、3/18（土）
14:10～ 15:15　各4,950円

人体科学会学術会員 健康コンサルタント　岡田 人篤

新極美術協会専任講師　山下 雅文

江戸文化研究執筆家　櫻庭 由紀子

ハンドヒーリングの世界
手のひらを活用し、ヒーリング効果でリラックス

する方法を考えてみます。
❖ 3/7（火）10:30～ 12:00　3,740円

呪術・おまじない入門
プラセボ効果としての「呪術・
おまじない」を考えてみます。いろ
いろな種類のおまじないを紹介し
ます。
❖ 3/7（火）13:00～ 14:30　
3,740円

魅惑の江戸怪談の世界
江戸時代に人気を博した「四谷怪談」などの怪談

は、なぜ怖くて面白いのか。江戸の怪談の魅力を存
分に楽しみましょう。
❖ 2/11（土）16:00～ 17:30　3,300円　資料コピー代別©笠間書院

九星気学でみる
2023年の運勢
美運コンサルタント 社会運勢学会認定講師

廣木 佑実
2023年の1年の大きな流れ

と、九星それぞれの過ごし方の
コツをお伝えします。
❖ 1/17（火）13:30～ 15:30　
3,850円

もっと知ろう！
愛犬との暮らし方

ジャパンペット総合スクール理事長　勝俣 和悦
愛犬の病気、介護、住環
境など、年齢に応じた養育や
ケアの方法をペットの専門家
「勝っちゃん先生」がお話し
します。健康的に長く一緒に
過ごすためのヒントになる内
容です。今のお悩みにもお答
えする時間もあります。

❖ 2/5（日）13:30～ 15:30　3,300円（会員2,750円）癒やしのお香（インセンス）作り
薫物屋香楽認定 教授香司　青木 恵里子

香の歴史や原料・香りの特徴を学び、天然香料
を用いてコーン型
のお香を作ります。
❖ 1/19（木）
15:15～ 17:15
3,300円
教材費1,600円

新幹線物語
鉄道ジャーナリスト　梅原 淳
周年ラッシュの新幹線に

ついて解説します。新幹線
の現在・過去・未来を自
在に巡っていきましょう。
❖ 1/29（日）14:00～ 15:30
3,300円　資料コピー代別

骨盤ふりふり講座
「TAMAE H&B 研究所」代表

健康運動指導士 鍼灸整体美容家　谷 玉惠
人間の土台は「骨盤」

です。正しい骨盤の位置
を知り、良い姿勢を作る
ことで若い体作りを目指
します。軽いエクササイ
ズを取り入れながら筋肉
の解説もします。
❖ 1/30（月）13:30～
15:00　3,300円

©国立天文台©国立天文台

訶梨勒（カリロク）香袋
和布しぐれ主宰　櫻井 とも子

奈良時代にルーツを持ち祝い事や
邪気を払うために用いられる袋物で
す。「生まれ変わり」「再生」を意味す
る縁起の良いセミの形の香袋を作り
ます。
❖ 12/10（土）13:30～ 15:30　
3,740円　教材費1,100円

©Gakken Pub

©講談社英語文庫

©講談社英語文庫

文化センター　荻窪　１ｰ４面C M Y K

文化センター　荻窪　4面　ＣＭＹＫ文化センター　荻窪　1面　ＣＭＹＫ

読売新聞購読または購読予定の方には特典があります。70歳以上で読売新聞購読または購
読予定の方は、入会金が無料になるほか、受講料割引券 1,000 円分を進呈いたします。受
講料のほか維持費がかかります。維持費は新型コロナウイルス感染防止に必要な消耗品等
の調達、オンライン講座の実施環境整備、野外講座の運営、施設や道具の修繕などにあて
させていただきます。教材費、保険料等が必要な講座もあります。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入会金 5,500円

このチラシに掲載している受講料などはすべて消費税込みの金額です。1dayレッ
スンで会員料金の表示がない場合は、統一料金です。教材費などが必要な講座も
あります。ご予約をお願いします。「①③月」は、第１と第３月曜日のことです。

入会金、受講料などのお支払いは、受付
またはホームページで承ります。受付で

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カード一括払いをご利用いただ
けます。２期目以降の継続手続きは、銀行口座振替（自動引き落とし）もご利用いただけます。

入会金と受講料お支払いのご案内

してみませんか。
してみませんか。
1回受講しておうち時間を楽しめるように
なる講座も。会員料金の表示がない場合
は、統一料金です。受講料のほか維持費
がかかります。

入会金
不要

ワン

オンライン
講座はこちら

事業企画・大手町スクール事業企画・大手町スクール お申し込み・ 
お問い合わせ 03-3642-430103-3642-4301

◆2/3（金）13:00～15:30
◆2,750円（会員2,200円）

◆出演  中川晃教ほか
◆1/18（水）13:00開演
◆13,500円
　（会員13,000円）（S席）

　建て替えのため失われてしまう現在の国立
劇場。普段は入
れない舞台の
裏側や、案外気
づかないロビ
ーや客席の〝見
どころ〟を解説
付きで隅々まで
ご案内します。

　桜吹雪の入れ墨でご存じ“遠山の金さん”。“遠山桜”
の名裁きに、悪党たちの妖しい魅力を散りばめ、江戸
歌舞伎の粋の真髄を味わえます。今回の初春歌舞伎
公演が現・国立劇場で最後の初芝居となります。

　累計140万部突破の大ヒット
歴史漫画、待望のミュージカル
化！ ルネサンス期のヨーロッパを
舞台にした壮大な歴史絵巻が、
150周年を迎える明治座でミュ
ージカルとして誕生する！！ 終演
後に舞台裏解説が付きます。

国立劇場まるごと見学ツアー ■明治座 舞台裏解説付き
ミュージカル「チェーザレ 破壊の創造者」■国立劇場 事前レクチャー付き

　　　　　　　　　  

「通し狂言  遠
と お

山
や ま

桜
ざくら

天
て ん

保
ぽ う

日
に っ き

記」

◆１/15（日）12:00開演、事前レクチャー11:00
◆12,500円（会員12,000円）（１等席）
◆出演　尾上菊五郎　中村時蔵　尾上松緑　尾上菊之助ほか

 会場：読売新聞東京本社3階「新聞教室」

国立劇場提供

国立劇場提供

　茶道の魅力とは何か。茶道に触れ
てない方にも、「なぜ茶道を長く続
けている人が多いのか」をご理解い
ただけるようにお話します。
◆1/29（日）14:00～15:30
◆3,300円（会場、オンラインともに）

茶人だから知っている茶道の魅力
大日本茶道学会会長　田中仙堂

初春歌舞伎公演 　沖縄が1972年に日本に返還されてか
ら半世紀。記者時代の取材
をもとに、佐藤栄作首相が
沖縄返還で民間人を密使
に使い、アメリカと密約を
結んで実現した〝外交の私
物化〟の全貌を語ります。

◆12/17（土）13:30～15:00
◆3,850円（会員3,300円）、
　オンライン2,750円

沖縄返還と密使・密約外交
元読売新聞論説委員、認定NPO法人21世紀構想研究会理事長

馬場錬成

◆12/14（水）13:00～14:30
◆会場　東京証券会館ホール（地下鉄茅場町駅直結）
◆4,950円、オンライン 2,750円

　梨の妖精 
ふなっしーと、
京都国立博
物館の末兼
先生が奇跡の
対談！ 多数の
名品を所持す
る刀剣愛好家・ふなっしーの新たな一面がさく裂しま
す。受講者にはアーカイブ配信１週間付き。

■梨の妖精×刀剣マスタースペシャル対談
ふなっしーと末兼俊彦の
「いざ！ 刀剣の世界へ」

Ⓒ惣領冬実・講談社／
ミュージカル『チェーザレ　
破壊の創造者』製作委員会

デキシーランドジャズ入門
～生誕120年・サッチモの
　素晴らしき世界～

　ニューオリンズで生まれた
デキシーランドジャズの歴史
とジャズ界の巨人ルイ・アーム
ストロング（＝サッチモ）の魅
力を学びます。演奏付き。

Ⓒ『ルイ・アームスト
ロング…生誕120年没
50年に捧ぐ』外山喜雄・
恵子共著（冬青社刊）

◆12/24（土）14:00～15:30
◆3,850円（会員3,300円）

トランペット奏者  外山喜雄
バンジョー・ピアノ奏者  外山恵子

初代国立劇場さよなら公演

※別途、維持費がかかります。

荻窪駅直結 ルミネ６階

荻窪
☎03‒3392‒8891

ルミネ荻窪５階レス
トランでの割引やド
リンクサービス、読
響チケット20％割引
など多数あります。

会員
特典

定期講座の受講料（税抜き）200円につき1ポイント（クレジットカード
利用は400円で1ポイント）たまります。たまったポイントは定期講座
の受講料のお支払いにご利用いただけます。500ポイントたまると
500円を割引いたします。なお、現金との交換はできません。
早得ポイント  12月15日（木）までに初回から継続手続きをされた方
に100ポイントをお付けします。

よみカル
ポイント

講座の詳細は…

ogikubo@ync.ne.jp

検索よみカル荻窪

は新設講座です。　　　  は入会金不要の公開講座です。NEW


