
■オスマン帝国と女性
～後宮《ハレム》の「女人の統治」の世界
オスマン 帝 国
（1299-1922） 
は、中東・バルカ
ン地域を中心に
600 年にわたり
統治した長命な
王朝でした。18
世紀欧州におけ
るトルコ趣味の
流行に代表され
る「オリエンタリズム」の源泉となったオスマン
宮廷とその女性たちの実像に光をあてます。
【日　時】7月25日（土）13:30 ～15:00
【会　場】読売新聞東京本社3階

「新聞教室」（大手町）
【講　師】お茶の水女子大学非常勤講師・

CS放送「オスマン帝国外伝」
日本語版監修　松尾有里子

【受講料】会員、一般ともに2,750円

申し込みは事業担当
（03-3642-4301）広域講座

■ 西国三十三所　法話とスイーツ巡礼
西国三十三所は、近畿圏や岐阜の観音霊場をめぐる、日本で最
も古いといわれる聖地巡礼です。巡礼に親しんでもらおうと「ス
イーツ巡礼」という取り組みも。お寺認定の巡礼スイーツを味わ
いながら、遠く巡礼地に思いを馳せましょう。
【日時・講師】７月4日（土）

13:00 ～14:30
圓教寺執事長　大樹玄承
8月22日（土）
13:00 ～14:30
壷阪寺執事　喜多昭真
9月26日（土）
13:00 ～14:30
石山寺責任役員　鷲尾龍華

【会　場】読売新聞東京本社3階
「新聞教室」（大手町）

【受講料】会員、一般ともに各回2,530円

■古美術修復入門
「文化財修復よもやま話」
京都在住の講師が、貴重な文化財の修
復や保存技術について詳しく話します。
【日　時】6月27日（土）

13:00 ～14:30
【会　場】読売新聞東京本社3階

「新聞教室」（大手町）
【講　師】 日本表装研究会会長　

綜芸舎主宰　薮田夏秋
【受講料】会員、一般ともに2,200円

■「新しい韓国文学の
楽しみ方」

今、日本では、韓国作品
が次々に翻訳され、空前
のブームとなっていま
す。韓国文学を深く味わ
うために、韓国の社会や
家族、時代背景などを熱
く、楽しく解説。お薦め
の小説も紹介します。
【日　時】9月11日（金）

19:00～
20:15

【会　場】読売新聞
東京本社3階
「新聞教室」(大手町)

【講　師】㈱ＣＵＯＮ代表、
ブックカフェＣＨＥＫＣＣＯＲＩ店主　
金承福

【受講料】会員・一般ともに2,750円

撮影：安藤博祥

写真提供：トルコ共和国大使館・
文化広報参事官室
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入会金と受講料お支払いのご案内

●入会金５,５００円
●６５歳以上と小学生以下のお子様は入会金無料
●読売新聞購読の方、購読予定の方に入会金の特
典があります（購読の方で、入会金無料の６５歳
以上の方には、受講料割引券１,０００円分を進呈）

●公開講座は入会金不要です
●表示の入会金、受講料などは消費税込みの金額
です
★入会金と受講料のお支払いは、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、ホームページではクレジットカード払いを
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）もご利用いただけます

定期講座の受講料200円（税抜き）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）がたまります。詳しくは窓口でお尋ねください。

受講でためて、お得に活用！ 「よみカル・ポイント」 よみうりカルチャー恵比寿 検 索

●入会金不要 ●要予約

オリジナルデコパージュ　
ル・グラン
オリジナルデコパージュ
ル・グラン本部講師　
伊藤 悦子
デコパージュは切り
抜く、貼る、塗るの三要
素で木材、ガラス、タイ
ルに応用できます。
★7/25（土）
13:00～15:00
★受講料　 会員2,860円　一般3,190円
　教材費1,000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　森下 明
ハウスメーカー、工務店、
建築家の特徴を解説、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
も分かりやすく伝えます。
★7/5（日）
13:00～15:00
★受講料　無料（要予約）

夏休みに作る！万華鏡教室
日本万華鏡博物館館長　
大熊 進一
子どもも大人も楽し
める美しい反射を出す
鏡を使った本格的な万
華鏡を手作りします。
★8/6（火）
　10:30～12:00
★ 受講料　
 会員・一般2,750円

教材費　 Aキット2,500円　
Bキット7,000円（限定５名）

※対象は小学生から大人。５歳以下の場合は保護
者同伴。

一日笑顔講座＆表情筋レッスン
ビューティライフプロデューサー　
吉丸 美枝子
美しく健康になる笑顔レッ
スンをやりましょう！
★ 7/10（金）
16:00～17:15
★受講料　 会員2,750円

一般3,080円

 英語で紹介する日本
全国通訳案内士・英語講師（英検1級保有）　佐治 博

日本の生活習
慣を簡単な英語
で説明するコミュ
ニケーションを学
びます。
★ 第２・４土曜
10:30～12:00

★ ３か月6回
18,480円　
★7/11～

 大人のたしなみ
～和の世界への誘い～
京都観光おもてなし大使　西川 影戀
日本人として知っておくべき和の作
法、伝統芸能について、大人のたしなみ
として楽しく学びます。京都観光おも
てなし大使である講師のレアな京都の
お話も、お愉しみいただきます。
★第３木曜13:00～14:30
★３か月3回
9,900円
★7/16～

 殺陣師（たてし）が贈る、
女性のための護身術講座

林流総合武術　最高師範　オフィス・リバティ代表　
山野 亜紀（女邦史朗）
映画やテレビ

の劇中の芝 居
で、ケンカなどの
乱闘、暴漢に襲
われるシーンを
振付、指導する
のは、実は殺陣
師の仕事です。
★第１・３日曜15:30～17:00
★３か月4回11,000円　★7/19～
★事前体験会7/5　受講料1,100円

 ドイツ＆パリスタイル
フローラルデザイン

Flowerdesign angelique主宰　フラワー装飾技能士　
高野 容子
パリのエスプリを感じるアレンジや花束、
ブーケを作ります。年に数回、アートなど他
の花材も使います。
★第１水曜10:30～12:30
★３か月2回5,500円　
★8/5～
★事前体験会7/1　受講料1,100円

 季節を描くはがき絵
アトリエMoeru主宰　
濱野 萌留
四季折々の題材を素直
な気持ちで表現しましょ
う。分かりやすい手本で、
基本的な筆遣い、構図な
どを学びます。
★第２・４火曜
10:30～12:30
★３か月5回14,850円
★7/14～

 ボタニカルアート
日本植物画倶楽部会員　
植物画家　藤田 惠子
花や野菜、果物を観察
し、アートとして仕上げま
す。植物の思いがけない奥
深さに出会えます。描くポイ
ントを基礎から学べます。
★第３火曜10:30～12:30
★３か月3回8,580円　
★7/21～

 中高生向けの
初めての韓国語講座

ウィルビー 英会話スクール講師
ハングル文字の読
み書き、発音、あいさ
つから始まって、韓国
旅行を楽しめるレベ
ルを目指します。
★金曜18:00～19:30

★ ３か月11回33,880円　★7/3～

 本多厚美のピアノと歌
（個人30分）

声楽家・二期会会員・インターナショナルディクション
ヴォイスコーチ　本多 厚美

ピアノ演奏は、歌の呼吸を
知ることで、もっと楽しく美
しく弾けます。渡欧して著
名な伴奏者とともに演奏し
てきた声楽家が、歌の歌い
方とピアノの弾き方を伝授
します。アツミメソード®
★第２・４土曜10:30～14:30
★３か月６回37,620円　
★7/11～

 仏像彫刻と木彫り
台東伝統文化振興会　から草会　仏師　田中 慎二
彫刻刀で余分なとこ
ろを取り除き、木の中に
いらっしゃる仏様にお
出ましいただく。これが
仏像彫刻です。あなた
の歩調に合わせ、仏足、
仏手、仏面、仏頭と、階
段を一歩づつ登るよう
にお手伝いしていきま
すので、どなたでも立派
な仏像が彫れるように
なります。
★ 第２・４金曜10:30～12:30　★３か月5回15,400円　★7/10～

 ねこの切り絵
切り絵画家　高木 亮
著書『ねこ切り絵』(誠文堂新
光社刊)シリーズのキャラクター
を用いたテキストを使用し、オ
リジナル図案で作る、四季折々
の猫の切り絵。カッターで紙の
中から生き生きとした猫の姿を
現します。紙を切るだけなの
に、繊細なものから大胆で力強
い表現まで生み出せる、そんな
切り絵の魅力を伝えます。
★第１・３水曜10:30～12:00
★３か月6回17,160円　
★7/1～

 絽刺（ろざ）し
日本手工芸指導協会理事・「花と絽刺し」主宰　
黒川 朋子
1200年の歴史
ある「絽刺し」は、
絹の絽に美しい
絹糸で織りなす
刺しゅうです。
★第２金曜
10:30～12:30
★３か月2回6,820円　★7/10～

 アラビア書道
日本アラビア書道協会　事務局長　
山岡 幸一
竹筆と墨汁を使い、独特の筆法
でゆっくりと書いていきます。
アラビア語のアルファベットから
単語、文章へと順次進めていき
ます。
★第１・３火曜10:30～12:30
★３か月6回17,160円　
★7/7～

 健康に楽しく踊る
盆踊り

＜監修＞日本民謡協会教授　鳳蝶 美成
日本民謡協会講師　日本民踊鳳蝶流教師　飯島 美慧成
馴染みのある民謡、昭和
歌謡、J-POPなどを聴きな
がら、楽しく上手に踊れるコ
ツを教えます。
★第１・３・５木曜
13:00～14:30
★３か月6回17,820円　
★7/16～
★事前体験会7/2　受講料1,100円

 パンフルート（ナイ）・
個人30分

パンフルート奏者　櫻岡 史子
パンフルートは、パイプオ
ルガンのご先祖様とも言わ
れ、素朴で美しい音色を奏で
ることができます。
★第２・４木曜
18:30～21:00
★３か月6回
19,800円
★7/9～

 ３回で好みの声が
出せる魔法

ヴォイスセラピスト　音楽教室ルーエンデゼーレ主宰　
声の魔法使い　更科 寿子

過去に苦い思い
をした等々・・・。
更科講師の「魔法」
でそんな思いを一
掃して楽しく歌って
みませんか？
★ 第４日曜
10:10～12:10

★３か月3回11,550円　★7/26～

 魅惑のクロマチック
ハーモニカ

中西クロマチックハーモニカ教室　
代表　中西 顕士
シャープの音も出せるクロ
マチックハーモニカ。一本でど
んな曲も楽しめます。一緒に
奏でましょう。
★第２・４水曜18:30～19:30
★３か月6回13,860円　
★7/8～

 アルゼンチンタンゴを
歌いましょう！

俳優座女優・タンゴ歌手　
長浜 奈津子
舞台女優と一緒にアルゼ
ンチンタンゴの名曲を、スペ
イン語でドラマチックに歌
いましょう。
★第２・４日曜15:00～16:30
★３か月5回15,950円　
★7/26～
★事前体験会7/12　受講料1,100円

 カサハラ式　
足裏バランス改善法【実践編】
カサハラフットケア整体　横浜本院・専属講師　
三浦 たけし

足に関心がないのは、
健康に関心がないのと
同じです！ 現代人に激
増する「外反内反」、「浮
き指」、「アーチ不足」。
足裏のバランスを整える
ことで、足、ひざ、腰、首
の痛みや不調も改善で
きます。

★第２水曜10:30～12:00
★３か月3回8,250円　★7/8～

 注目業界への分散投資
を学ぶ講座（中級）

日本テクニカルアナリスト協会 
認定テクニカルアナリスト（CMTA®）　川田 英利

様々な業界における企
業の業績や順位、提携関
係などを地図にして分かり
やすく解説していきます。
今後、注目される業界を
「楽しく、深く、広く」知
るのに最適な講座です。

★第２・４金曜10:30～12:00
★３か月3回8,250円　★7/10～
★事前体験会6/26　受講料1,100円

 腰痛予防
ストレッチ体操

骨盤スタイリスト　さら
体全体をほぐしなが
ら、腰痛予防に必要な
お腹周りの筋肉を無理
なく鍛えることができ
ます。
★ 第２・４火曜
13:45～15:00

★３か月5回12,650円
★7/28～
★ 事前体験会7/14　
受講料1,100円

 あなたがあなたで輝くための
「ヒューマンデザイン
マイ・プログラム」

フローリーディング研究所　主宰　中村 彩祐子
誰もが持っている
人生の設計図を目
に見えるカタチに変
換して、「マイ・プロ
グラム」を見つけま
しょう。
★ 第1土曜
15:30～17:00

★3か月3回11,400円　★7/4～

 怪談「諸国百物語」を
読む

聖徳大学　非常勤講師　博士
（学術）　塚野 晶子
江戸時代初期に刊行さ
れた作者不詳の「諸国百
物語」。妖怪や幽霊の跋扈
（ばっこ）する本書の魅力
を味わいましょう。
★第３火曜13:00～14:30
★３か月3回8,580円　
★7/21～

 ゼロから始める英会話
ウィルビー英会話スクール専任講師
まったくはじ
めて英会話を学
ぶ方が、英語に
慣れるためのク
ラスです。
★第１・３水曜
15:30～17:00
★３か月6回
18,480円　★7/1～

 そのまま使える
ボランティア英会話

ウィルビー英会話スクール　カナダ人講師　
ポール・ドゥセット
海外からのお客様をボ
ランティアの心でサポート
できるように、すぐに役立
つやさしい英会話を学び
ます。
★日曜14:00～15:30
★３か月12回36,960円　
★7/5～

 英会話
個人レッスン（40分）

ウィルビー 英会話スクール講師
日常会話、海外旅
行、ビジネス英会話
など、要望に応えな
がら進める、あなた
だけのオリジナル
レッスンです。
★第1・３火曜
16:00～20:00
★３か月6回39,600円　★7/7～

 はじめてのパソコン／
スキルアップパソコン
日曜クラス（個人45分）

よみうりカルチャー講師　山田 潤子
学びたい内容のリ
クエストに応えなが
ら、生活や仕事で活
かせるパソコンスキ
ルを身に付けます。
★第１・３日曜
10:30～16:15
★３か月6回29,700円
★7/5～

 超入門！ベリーダンス
ベリーダンサー　
Leshy
初心者向けに、スト
レッチや基礎からレッ
スンを行います。一緒
に、音楽とともに楽しみ
ましょう！
★第２・４水曜
19:30～20:45
★３か月5回13,750円
★7/22～
★事前体験会7/8　
受講料1,100円

魔法のストレッチ
柔軟性改善ストレッチ　インストラクター　大村 佳子
～前屈・股関節編～
1日で体が柔らかくなる！魔法のストレッチ講座で
前屈や股関節の可動域を改善します。今までのスト
レッチの概念が変わると評判の講座です。
★7/26（日）15:00～16:30
★受講料　
会員・一般4,070円
～開脚編～
効果抜群のオリジナルのス

トレッチは、1回で開脚をぐん
と開脚できるようになります。
★8/23（日）
15:00～16:30
★受講料　
会員・一般4,070円

お仏壇にお供えする
プリザーブドフラワー

ShuShu主宰　
三浦 智子
お盆を迎える季節に
生花を加工し、水やりの
不要な夏に最適なプリ
ザーブドフラワーで仏様
へお供え花を手作りしま
せんか？
★ 7/11（土）
13:00～15:00
★受講料　 会員2,640円

一般2,970円
　教材費3,500円イメージ

真珠屋さんに習う
パールネックレス
KOBE　PEARL COLLECTION代表　所神根 孝二
真珠の街「神戸」
の講師が用意した
様々な色のパール・
天然石でお好みの
アクセサリーを作り
ます。
★7/29（水）
13:30～16:30
★受講料　会員2,750円　一般3,080円
教材費3,000円から

イメージ

はじめてのスマホ体験
スマートフォンアドバイザー
ガラケーが終わるって聞いたけど不安…、興
味はあるけど使えるか心配…と思っている方、
実際にスマートフォンを触って体験してみましょ
う。基本的な使い方を分かりやすく楽しく伝え
ます。
■ 超入門編　7/30（木）13:00～15:00
■ 基本編　8/12（水）10:30～12:30
■ 超入門編　9/9（水） 10:30～12:30
★受講料　各回　会員・一般1,100円

 断捨離®

ベーシック3回講座
やましたひでこ公認断捨離®トレーナー　新井 みづゑ

断捨離とは、単純にモノ
を整理したり、捨てたりす
る、ということではありませ
ん。ベーシック3回講座で、
住まいとココロのもやもや
を解決していきましょう！
★第２月曜13:00～14:30
★３か月3回8,250円　
★7/13～

 お勤め帰りの
英会話入門

よみうりカルチャー講師　ルイス アンドレード
「聞く・話す」を中心に会
話力のアップを目指します。
少しずつ自分の言葉で表現
できる自信をつけていきま
しょう。
★第１・３火曜19:00～20:30
★３か月6回19,140円　
★7/7～

 バレエ・ストレッチ
谷桃子バレエ団団員　
平野 彩
バレエの要素を取り入れ
たストレッチを通して自分
の体を知り、整え、美しい
姿勢を目指しませんか。
★第２・４月曜
19:00～20:00
★３か月5回13,750円　
★7/27～
★事前体験会7/13　
受講料1,100円

 歌を楽しむヴォーカル
レッスン（月１回クラス）

日本オペラ協会会員　声楽家（ソプラノ）　小林 悦子
歌を楽しく歌いながら、
美しい声の出し方を学び
ます。何気なく出している
声もトレーニングによっ
て、ひときわ美しく響いて
いくでしょう。
★第１火曜10:30～11:30
★３か月3回9,240円　
★7/7～

 WEBネット麻雀入門
マージャンカフェ楽 主宰　
白井 新悟
３密にならずに麻雀
を。無料ネット麻雀サ
イト「天鳳」の登録か
ら使い方まで、さらに
基本の「役」や攻め方
を伝え、安心して楽し
めるよう動画で３回に
分けて解説します。

★７/1～7/15まで配信　★３編1,650円（１編10分）

ⓒ天鳳

よみうりカルチャー創業40年
講座やイベント　集う６万人
未来へ紡ぐストーリー
チャチャ丸も応援中！

JR恵比寿駅ビル アトレ7F

☎03‒3473‒5005
2020年7月期

読売・日本テレビ文化センター

恵比寿
 は新設講座です

掲載している講座は、新型コロナウイルスの影響で、休講または
延期する場合があります。ご了承ください。

C M Y K 文化センター恵比寿　1面

文化センター恵比寿　1面　ＣＭＹＫ 文化センター恵比寿　1面　ＣＭＹＫ


