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タブレット純の
昭和歌謡案内

撮影：御堂義乘

コゲラ  撮影 : 半澤正樹

ボタニカルアート
（植物画）

ボタニカルアーティスト　渡邉  雅子 

は4月期新設講座

もっと好きになる
台湾中国語（超入門）★

中国語入門★

やさしい中国語★★

ハングル文字を
学びましょう（全6回）★

台北大学卒  張文馨（チョウブンケイ） 
　台湾中国語をやさしく手ほどき
します。発音の基礎から始めます。
台湾の習慣や文化紹介も。
◆第２・４日曜 10:00 ～ 11:30
◆３か月６回 20,592円 ◆4/9 ～
◆事前体験 3/26

中国語講師　古川  由美 
　語学レベルと目的に合わせて、
学習カリキュラムを提案します。
◆第２・４火曜 19:00 ～ 20:30
◆３か月6回 19,800円　◆4/11 ～

よみうりカルチャー講師　楊敏（ヨウビン） 
　発音や文法の基礎を復習しなが
ら、進んでいきます。
◆第１・３・５木曜 19:00 ～ 20:30
◆３か月7 回 23,100 円 ◆4/6 ～
◆事前体験 3/2、16，30

よみうりカルチャー講師　朴 恵景（パクヘギョン） 
　ハングル文字とその発音を一か
ら学びます。読み書きができない
人、もう一度しっかり身につけた
い人に最適です。
◆第 1・3 月曜 13:00 ～ 14:30
◆３か月6回 20,592円　◆4/3 ～

ビーズと糸で描く
Cotoha の動物刺繍
ペチャネコ刺繍 brooch

刺繍作家　小川  千絵
　キラキラのビーズや小花のスパンコールと温
かい糸刺繍を組み合わせて、ブローチを制作し
ます。毛並みの刺し方やブローチへの仕立て方
法を丁寧にお教えします。
◆4/22（土）13:00 ～ 15:30
◆4,510円（会員 3,960円）
◆教材費 3,300円

競馬芸人　競馬ユーチューバー
メイクデビューやまだ
　初めての競馬体験を楽しみませんか？ゴール
地点が目の前の来賓室で初心者レクチャー＆
レースを楽しんでいただきます。
◆5/15（月）、5/16（火）どちらか1日
　14:00 ～ 21:00
◆5,280円（会員 4,730円）
◆保険料 100 円

～シマエナガの魅力と秘密～～シマエナガの魅力と秘密～

雪の妖精シマエナガの12か月雪の妖精シマエナガの12か月
自然写真家　シマエナガの伝道師自然写真家　シマエナガの伝道師　　山本  光一山本  光一

　まんまるで真っ白、その愛らしい風貌
やしぐさから「雪の妖精」の愛称を持つ「シ
マエナガ」。今最も人気のあるこの鳥に一
目会いたい！と生息地の北海道まで訪れ
る人も多い。自然写真家の山本光一さん
は北海道阿寒の森でシマエナガを撮り続
けている。その生態と魅力を写真や映像
と共に解説いたします。撮影テクニック
などにも触れます。
※お申込みの方全員にシマエナガオリジ
ナルグッズを差し上げます。お楽しみに！
◆4/23（日）13:00 ～ 14:30
◆3,850円（中学生以下 2,200円）

講師プロフィル
1965年京都府生まれ。京都府警察本部勤務を経て、阿寒湖畔に移住。
阿寒の森で紡がれる生命を写真で伝え続けている。著書に「まるご
としまえなが」「しまえながのきもち」など。

　水彩画で身近な草花をありのままに描いてみ
ましょう。水彩の技法や植物の知識を楽しみな
がら学びます。
◆第 2・4 水曜 13:00 ～ 15:00
◆3か月6回 19,800円　◆4/12 ～
◆事前体験 3/29

国産ナチュラルチーズを
楽しもう！

100ネエサン刺しゅう

ドイツ＆パリスタイル
フローラルデザイン

色鉛筆で楽しむ細密画

ワイン＆チーズ Salon de C tamagawa 主宰
チーズプロフェッショナル　松井  千尋
　日本のチーズの進化は凄まじく、海外のコン
テストで賞をとる工房も増えています。毎月全
国各地から取り寄せた選りすぐりのチーズを紹
介します。美味しいチーズとの出会いを楽しみ
ましょう。
◆第3土曜 13:00 ～ 14:30
◆6か月5回 16,500円　◆5/20 ～

手芸作家　中島  一恵
　生地に描かれた女の子（ネエサン）を、刺繍
でスタイリングします。基本的な技法を学びな
がら、型にハマらず自由な発想で楽しみましょ
う。手芸初心者の方も、お気軽にご参加いただ
けます。
◆第３金曜 10:30 ～ 12:30
◆６か月6回 23,760円　◆4/21 ～

flower design angelique 主宰　高野  容子
　4 月は、春の薔薇
や、珍しい小花など
を束ねて、可愛らし
い花束を作ります。
好評につき増設しま
した。
◆第３木曜
　13:30～16:00
◆６か月6回
　19,140円
◆4/20 ～
◆事前体験 3/30

イラストレーター　河合 ひとみ
　塗り方の基本から
複雑な色の出し方ま
で、ぬりえ方式のテ
キストで一歩ずつ学
んでいきます。
◆第２土曜
　13:00 ～ 15:00
◆6か月6回
　22,440 円
◆4/8 ～
◆事前体験
　3/11

「百人一首」の
世界に親しむ

書きたいのに書けない
人のための小説講座

かわいいミニチュア
フード（基礎）

ナンタケットバスケット

フルーツ＆ベジタブル、
ソープ・カービング

はじめてのボサノヴァ

囲碁教室 入門

レディース麻雀
沖縄三線入門

尺八教室（個人）

アイドルダンス

野鳥を知り、自然を知る

Zumba® GOLD
（ズンバゴールド）

手作り日傘に挑戦

歩こう！ 神奈川の魅力

Flower Party の
アレンジメント

人気花屋さんが教える
フラワーアレンジメント

はじめての水墨画

楽しく描く似顔絵教室

生ピアノで歌う
Jazz Vocal

フラ・エクササイズ

中高年の
バレエエクササイズ

顔トレーニングで
輝く笑顔をつくろう

歌おう！ソウル＆ポップス

正調安来節
どじょうすくい踊り

ゴスペル超入門

仏像彫刻 

おしゃれ帽子

本格手織り

ブライスサイズドールの
スチームパンク帽子と小物

わかりやすい株式投資

「開運巡り」
神社・寺院参拝

はじめての写経

誤えん防止ボイスサイズ ®

大人のためのマンガ講座

「吾妻鏡」の謎
昭和学院短期大学元教授　佐藤  智広
　小倉百人一首
の選者は誰なの
か、なぜ「小倉」
と呼ぶのでしょ
うか？著名な歌
の意味を深く掘
り下げ意外な一
面もお伝えしま
す。昨年のドラ
マで注目された源実朝の
歌も学びます。
◆第１・３水曜 10:30 ～ 12:00
◆３か月6回 19,800円　◆4/5 ～

公募ガイド元編集長　黒田  清
　月刊公募ガイドの小説特集を執
筆してきた知見と百名以上に上る
作家取材経験をもとに、小説の書
き方をわかりやすく教えます。
◆第２・４日曜 10:00 ～ 12:00
◆３か月６回 21,780円　◆4/9 ～
◆事前体験 3/19

監修：日本ミニチュアフード協会代表　野津 礼奈
日本ミニチュアフード協会認定講師　佐野 さやか
　樹脂粘土で作るキュー
トなミニチュアフードの
数々。粘土の扱いや成型
の仕方まで。自分のアイ
ディアを生かして作品を
作りましょう。
◆第４土曜 13:00 ～ 14:30
◆６か月6回 21,384円　◆4/22 ～

手芸作家　吉川  雅子
　うさ耳がキュートな帽
子は、レザー調サテン生
地と牛革を使用したハー
ドなデザインです。ゴー
グルやビスチェと合わ
せて、人形をスタイリッ
シュに飾りましょう。
◆第３土曜 10:00 ～ 12:30
◆３か月3回 11,550円　◆4/15 ～

ドレスデザイナー　秋山  祐子
　好きな生地で日傘をつ
くりませんか？撥水生地
で晴雨兼用の日傘を作る
こともできます。
◆第２日曜 13:00 ～ 15:00
◆３か月3回 9,900円
◆4/9 ～ 日本似顔絵検定協会公認似顔絵師　吉村  眞由美

　似せるコツを描きながら
覚えていきます。
◆第３土曜 16:30 ～ 18:00
◆6 か月6回 19,140円
◆4/15 ～
◆事前体験 3/18

ガイド　今泉  順子
　「ゆる山歩き」での
んびり楽しく、神奈
川県の自然を満喫し
ましょう。
◆第４火曜
　10:30 ～ 14:30
◆６か月5回 19,800円　◆4/25 ～
◆事前体験 3/28

Flower Party 講師　小菅  操
　上質の花材を使って、フ
ラワーデザインを学びます。
◆第４水曜 12:30 ～ 14:30
◆６か月6回 19,008円
◆4/26 ～　◆事前体験 3/22

野口美知子インテリアフラワーズ　佐々木  久満
　月刊誌「花時間」などでお
なじみのフラワーデザイナー
が教えます。他では手に入ら
ない花材を使用するのも花屋
を営む講師ならではです。
◆第２・４金曜 10:30 ～ 12:00
◆３か月６回 21,450円
◆4/14 ～
◆事前体験 3/10　14:00 〜 15:00

国際墨友会　　　　小林  東雲監修
国際墨友会評議員　三木  東幸
　美しい墨の色を生かし表
現する水墨画。調墨や様々
な技法を学びましょう。
◆第４日曜 10:30 ～ 12:30
◆６か月6回 20,460円
◆4/23 ～　◆事前体験 3/26

トキワミュージック代表　常盤  正徳
　スウィングしながらジャ
ズの名曲を楽しく歌いま
しょう。発声法や英語の発
音、リズムの取り方などの
基礎から学びます。
◆第 1・3 火曜 15:00 ～ 16:30
◆３か月6回 20,460 円　◆4/4 ～
◆事前体験 3/21

Hiwalani 主宰　Hiromi 
　爽やかなハワイアンミュー
ジックを BGM に、緩やかに身
体を動かしてみませんか？
◆第２・４水曜 10:30 ～ 12:00
◆３か月6回 19,800円  ◆4/12 ～
◆事前体験 3/22

ユキ・バレエアート・アソシエーション　石井 あゆ 
　思い切り体をのばして動いてみま
しょう。自然に足腰が鍛えられ、健康
で美しい体へ変わっていきます。
◆第 1・3 金曜 10:30 ～ 11:50
◆3か月6回 19,800円　◆4/7 ～
◆事前体験 3/31

ソシエテヴィザージュ認定講師　長山  明美 
　表情筋を鍛え引き締まった
若々しい顔を作るエクササイズ
です。
◆第４火曜 10:30 ～ 12:00
◆６か月6回 19,800円  ◆4/25 ～
◆事前体験 3/28

コーラスグループ「ソウル＆ポップス」代表　こーま
　誰もが知っている懐かし
のソウル＆ポップスミュー
ジックを、英語でかっこよ
く元気に歌います。
◆第 2・4 月曜 10:00 ～ 11:30
◆３か月6回 19,800円
◆4/10 ～　◆事前体験 3/27

安来節保存会　男踊り師範　金子  誠一
　軽快な安来節の三味線のリ
ズムに合わせて力強くユーモ
アたっぷりに踊ります。
◆第２・４月曜 12:00 ～ 13:30
◆３か月6回 18,480円
◆4/10 ～

ゴスペルトレーナー　Nico 
　譜面が読めなくても、英語が
出来なくても大丈夫。仲間との
ハーモニーを楽しみましょう。
◆第２・４金曜 15:00 ～ 16:30
◆３か月6回 19,800円 ◆4/14 ～
◆事前体験 3/10、24、31

からくさ会彫刻科講師　高瀬  恒夫
　仏像彫刻のイロハから伝統技
法までを指導します。精魂込め
て彫り上げた仏像は、優しく美
しいものです。
◆第 1・3 月曜 10:00 ～ 12:00 / 13:00 ～ 15:00
◆３か月6 回 24,420円　◆4/3 ～

Carving Bee 主宰　村上  恵子
　カービングナイフ 1 本で
仕上げていく野菜果物、石
鹸の彫刻です。
◆第２土曜 15:00 ～ 17:00
◆６か月6回 23,100円　◆4/8 ～

ボサノヴァボーカリスト　池尻  範子
　南国の心地よいリズムと優し
い魅力にあふれた曲を、ギター
伴奏にのせて歌いましょう。
◆第４水曜 14:00 ～ 15:30
◆６か月6回 21,120円
◆4/26 ～　◆事前体験 3/22

日本棋院アマ七段・日本棋院普及指導員　宮島 和夫
　講義と実践（対局）を中心に、仲間達と楽し
みながら上達を目指します。
◆第２・４金曜 13:00 ～ 15:00
◆３か月6回 19,800円 ◆4/14 ～
◆事前体験 3/10、24

日本健康麻将協会認定レッスンプロ　石原  秀晃
　マージャンは年齢に関係な
く楽しめる健康的な知的ゲー
ムです。レベルにあわせて指
導いたします。
◆第１・３・５金曜13:00～15:30
◆３か月7回 23,100円　◆4/7 ～
◆事前体験 3/3、17、31

沖縄三線音楽奏者　眞境名  幸輝
　青い空青い海。独自の文化を
育んだ中から生まれた沖縄三線。
島唄のメロディーを弾いてみま
しょう。
◆第１・３木曜 10:30 ～ 12:00
◆３か月6回 22,275円
◆4/6 ～　◆事前体験 3/2、16

琴古流尺八奏者　小濱  明人
　流派・ジャンル問わずご希望に
応じてレッスンいたします。
◆第２・４水曜 14:30 ～ 19:00
◆３か月6回 21,450円 ◆4/12 ～　
◆事前体験 3/8、22

ダンスインストラクター　みのり
　日本や韓国で活動中の男性・女
性アイドルグループの曲を、楽
しく踊ります。ダンス初心者の
方も大歓迎です。
◆第１・３土曜 10:30 ～ 11:40
◆３か月5 回 16,500円  ◆4/1 ～
◆事前体験 3/4、18

（公財）日本野鳥の会　参与　安西  英明
　 野 鳥 の 見 つ け 方、 見 分 け
方、聞き分け方を学びバード
ウォッチングにも出かけます。
◆第 4 木曜 13:30 ～ 15:00
◆6 か月6回21,450円
◆4/27 ～

OFFICIAL ZUMBA INSTRUCTOR
宮崎  淑子
　ラテンのリズムに合わせて
ゆっくりと進めていきます。
◆第１・３金曜 19:00 ～ 20:00
◆3 か月6回 18,480円
◆4/7 ～　◆事前体験 3/3、17

New England Nantucket Basket Association
公認インストラクター
咲花  一恵
　ナンタケット島の伝統的技法
で編まれている美しいバスケッ
トです。
◆第1 火曜 13:00 ～ 15:00
◆6か月6回 33,000円　◆4/4 ～

東京アートセンター講師
深尾  雅子
　本格的な織機を使って、
綾織りや様々な技法を学ん
でいきます。
◆火曜 12:30 ～ 16:30
◆３か月11回 45,012円　◆4/4 ～

帽子の学校スダシャポー学院　手縫い帽子講師正会員
菅原  まり子
　手縫いで基本からていね
いに仕上げていきます。
◆第２・４金曜
　13:00 ～ 15:00
◆３か月6回 19,008円
◆4/14 ～

マーケットストラテジスト　田口  れん太
　株式投資の初心者の方向けの講
座です。やさしく、わかりやすく
株式投資をお教えします。
◆第3土曜 13:00 ～ 14:30
◆３か月3回 9,900円　◆4/15 ～

フローリーディング研究所主宰　中村  彩祐子
　開運の為の神社・
寺院参拝法をご案内
します。パワースポッ
トも巡ります。
◆第1 火曜
　10:30 ～ 12:30
◆３か月3回 11,220円　◆4/4 ～

漫画家　今谷  鉄柱
　マンガを描く技術を身につけ
ます。ストーリーを考え、キャ
ラクターを描いていきます。
◆第１・３火曜 19:00 ～ 20:30
◆３か月6回 19,800円
◆4/4 ～

立正大学（特任）講師　佐々木  一憲
　写経することの意義や
経典の内容についても学
びます。
◆第３土曜 10:30 ～ 12:00
◆６か月6回 19,008円
◆4/15 ～

国際薬膳師　北里  多恵子
　季節の変化や体調の不
具合を考え、スーパーに
ある食材を使って薬膳料
理を作ります。
◆第3月曜 11:00 ～ 13:00
◆６か月6回 20,460円
◆4/17 ～

だしソムリエ認定講師　山根  正充
　お味噌汁からとって
おきの料理まで、自分
の料理に生かせるお出
汁の教室です。実際に
出汁を取り味わってい
ただきます。
◆第3日曜 10:30 ～ 12:00
◆６か月6回 19,800円　◆4/16 ～

カサハラフットケア整体　横浜本院・専属講師
みうら  たけし
　足・ひざ・腰・首の痛みや不
調（未病）を自分で改善すること
を目指します。
◆第４火曜 13:30 ～ 15:00
◆３か月3回 10,560円  ◆4/25 ～
◆事前体験 3/28

ボイスサイズ® 講師
川原 光貴／村治 亜斗夢ほか
　声がかすれる、こもりがち、食べ物が飲み
込みづらくなった、などでお悩みの方にぴっ
たりの発声エクササイズの講座です。
◆第 1・3 火曜 10:30 ～ 11:30
◆3か月6回 19,800円　◆4/4 ～
◆事前体験
　3/7、21

日本声磨き普及協会認定インストラクター
浅井  卓弥
　のどの不調や声の衰えが気になる方におす
すめです。顔のたるみや歪み・姿勢の改善、
誤嚥の予防にも。
◆第 1・3 水曜
　13:00 ～ 14:30
◆3か月6回20,460円
◆4/5 ～
◆事前体験 3/1、15

北条氏研究会副代表　久保田  和彦
　「吾妻鏡」は鎌
倉幕府の公式記録
で、NHK の ド ラ
マでも「吾妻鏡」
を根拠として制作
されていました。

「吾妻鏡」には解
き明かされていない多くの謎があります。こ
の講座では原文を読みながら、同時代の資料

「平家物語」や貴族の日記「玉葉」などと比
較してその謎に迫ります。
◆第２土曜 13:00 ～ 14:30
◆６か月6回 23,100円　◆4/8 ～

【オンライン】講座も同時募集します。

まだまだ知りたい「鎌倉殿」

オシャレで素敵な
かんたんバッグ
CHIC FLIC® インストラクター　田中  利恵
　エレガントで高級感あふれるバッグを作りま
しょう。軽くて実用的なバッグです。
◆第 2・4 火曜 10:00 ～ 12:00
◆各3回 11,550 円
◆トートバッグ　4/11、4/25、5/9
◆ミニショルダーバッグ　5/23、6/13、6/27

暮らしを楽しむ
ワイヤークラフト

〜算数が好きになる〜
楽しい算数の世界

日本ワイヤークラフト協会“グランディール”
エキスパート講師　狩谷  梨栄子ほか
　ラジオペンチを
使ってワイヤーを
曲げたり、カール
させて作品を作り
ます。線の美しい
平面作品や、立体
作品、お好みの雑
貨やアクセサリー
も作ります。
◆第3日曜
　10:30 ～ 12:30
◆6 か月6 回19,800円　◆4/16 ～

桜美林大学 リベラルアーツ学群教授
芳沢  光雄

　クイズなどを通じ
て、数やデータを扱
う面白さを伝えます。
生活の中で楽しめる
数の世界を探求しま
しょう。

（対象：小4 ～小6）
◆第１・３土曜
　15:00 ～ 16:30
◆３か月６回16,500円
◆4/1 ～

身近のおもしろ算数

競馬レクチャー＆レース体験
川崎競馬場 
はじめての競馬デビュー

　全国の小中学校で出前授業した講師が、
算数、数学の楽しい世界を紹介します。

（対象：小4 ～小6）
◆3/18（土）15:00 ～ 16:30
◆2,750 円（親子1組）
　兄弟・姉妹の参加希望の場合は
　追加1,375円（1 人）

歌手・芸人
タブレット純
　 昭 和 の 名 曲 の
ディープな知識をレ
クチャーします。独
唱を交えながら、昭
和歌謡の系譜、曲に
まつわるエピソード
などを解説します。
◆5/3（水）
　13:00 ～ 14:30
◆4,180 円

のどを鍛える
「健康声磨き®」レッスン

薬膳料理

お出汁（だし）教室

[ 足・ひざ・腰・首 ]
あなたの足大丈夫ですか？
足から未病対策

パン屋さんみたいな
パンを作ろう！
パン教室主宰　三谷  良子
　手ごねで作る焼き
立てパンの講座です。
パン生地を持ち帰り、
家でも焼き立てを楽
しめます。
◆第2日曜 10:00 ～ 12:00
◆６か月6回 18,480円　◆4/9 ～

junior

©︎KOICHI YAMAMOTO

トートバッグ ミニショルダーバッグ
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