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体験日 講　座　名 曜　日 時間
9/6 和食でできる料理のコツ ①木13:30
9/20 デコ巻きずし ③木13:30

★フルーツカッティング ③木19:00
★日本酒の魅力を味わう ①木19:30
タイの家庭料理 ②金19:00
「おとう飯カレー」を作ろう ②土10:30
★年末年始のおもてなしレシピ ①土13:15
◆江戸流手打ちそば ④土16:00

9/1 讃岐うどんを打つ ①土17:30
★あんこプレゼンターの世にもかわいい和菓子講座 ③日10:30

　キャリアアップ・実務
9/11 ラッピングコーディネーター養成（本科） ②④火19:00

使える！ラッピング ②火17:45
使える！ラッピング（夜クラス） ②火19:00
手話（上級） 木19:00

9/8、22 はじめてのパソコン（個人45分） ②④土13:30
9/8、22 スキルアップパソコン（個人45分） ②④土13:30
9/15、29 新しい自分を発見するコーチング ①③⑤土16:00

　ジュニア・親子
9/10、24 こども日舞　藤間流（3歳～小学生） 月17:30
9/11 こどもの絵と工作教室（3歳から小6） ②火16:00

★キッズ文章表現クラス（小2～小6） ①③火17:30
◆ジャイナンツヴィーナスダンススクールリトルクラス（小学生） 火18:00

9/19、26  Ｊ（水・幼児） 水15:50
9/19、26 クラシック・バレエ  Ｋ（水・児童初級） 水16:50
9/19、26  Ｌ（水・児童中級） 水17:50
9/5、19 こども書道教室（小・中学生） ①③水16:45

★こどもAloha!フラ&タヒチアン（3歳～7歳） 水17:00
★こども卓球教室（小1～中3） 水17:00
小学生の理科＆実験教室（小1～小6） ②水17:00

9/26 ★篠笛こども教室（小3～中3） ④水17:30
9/20、27 チアダンス（5歳～小6） 木17:15
9/21 ＫＡＭＯＮこども絵画自由教室（3歳～小6） ③金16:00

9/21、28 クラシック・バレエ Ｎ（金・幼児） 金15:30
9/21、28  Ｏ（金・児童初級） 金16:30
9/21、28  Ｐ（金・児童中級） 金17:30
9/21 ★子どものそろばん・暗算教室（小2～小6） 金17:30

本多厚美のインターナショナルヴォイストレーニング・
キッズクラス（個人30分）（小・中学生）

②④土11:00
◆ ④土11:00

9/22、29  Ｂ（土・幼児） 土13:30
9/22、29 クラシック・バレエ  Ｃ（土・児童初級） 土14:30
9/22、29  Ｄ（土・児童中級） 土15:30
9/22、29  Ｅ（土・児童上級） 土16:30

 （小1～小2） ②土16:30
算数・理科実験教室 （小3～小4） ②土17:40
 （小5～小6） ②土18:50

★英語でチアダンス
 （園児） 日15:00

 （小学生） 日16:00

よみカル体験日▶9月1日㈯～9月30日㈰よみカル体験日

恵比寿センター ☎03ｰ3473ｰ5005

「定期講座を申し込む前に体験してみたい」という方におすすめです。ほとんどの
講座が指定の日に通常の半額程度の1,080円でお試しいただけます。指定の日は
全講座一覧表の「体験日」欄をご覧ください。一部対象外の講座や、教材費が別
にかかる講座があります。当日のお申し込みではお受けいただけないこともありま
すので、必ず前もってお申し込みください。チラシの折込日により終了している場
合はご容赦ください。あわせてホームページもご覧ください。

※講座によっては教材費などが別途必要です。事前にお問い合わせください。要予約。

体験日 講　座　名 曜　日 時間

　文芸・教養
9/17 朗読劇のたのしみ ①③⑤月10:30
9/10 坐禅に学ぶ ②月10:30

短歌実作 ②月13:00
9/17 俳句<星野教室> ③月13:00

幕末から明治へ　維新の痕跡巡り ③火10:00
◆歴史と出会う東京の散歩道 ②火10:30
季語で読む古典 ③火10:30
上野歩の書き方のツボ ②④火10:30

9/11、25 源氏物語に親しむ ②④火11:00
9/11、25 楽しい歌舞伎の世界 ②④火13:00

心で読む「古事記」 ④火13:00
文学の小径を歩く ④火13:00
俳句＜アキラ教室＞ ②火13:30

9/4、18 朗読セラピー ①③火13:30
9/25 歌舞伎に親しむ ④火13:30

9/11、25 詩の時間 ②④火15:00
★松本清張を旅する ②火15:00
古文書解読実践教室上級 ①③火15:30

9/25 古代の祝詞（のりと）を読む ④火15:00
★ご一緒に江戸っ子あるき ④水10:00
◆俳句を楽しむ ①水10:30
たのしい童話の読み語り ①水10:30
朗読を楽しむ ①③水10:30

★イチから始める古文書 ②④水10:30
9/5、19 ステップアップ古文書教室 ①③水10:30
9/19 名陶の美～その歴史と文化 ③水10:30

★江戸っ子絵地図師と下町散歩 ③水11:00
9/26 響きあって川柳 ④水13:00

沖ななもの短歌教室 ①水12:30
星と宇宙への誘い ①水13:00

9/12 詩をつくる ②水15:30
★「文豪の東京」を歩く ②木10:30
★江戸の大名屋敷を歩く ③木10:30
千利休と侘び茶の世界 ③木10:30

9/20 俳句で学ぶ日本の四季 ③木10:30
★ちょっといい漢詩 ②木10:30

9/27 もう一度学ぶ日本史 ④木10:30
東京の隠れた歴史散歩 ④木10:30

9/27 やさしい短歌・古谷教室 ④木10:30
★東京今昔・歴史文化めぐりと美味ランチ＜第2木曜日＞ ②木10:30
◆東京今昔・歴史文化めぐりと美味ランチ ③木11:00
西洋美術の巨匠たち ①木13:00
古文書くらぶ ②④木13:00

◆短歌<篠教室> ②木13:00
★はんなり京都塾 ③木13:00
★東京の名美術館を訪ねて楽しむ西洋美術入門 ③木13:00
沖ななもの短歌教室 ④木13:30

9/27 運命を拓く　中村天風の教え ④水15:10
9/13 白洲正子の人物論 ②木15:15
9/7、21 朗読上達への近道 ①③金10:30

体験日 講　座　名 曜　日 時間
9/16 季節のハーブで料理＆アロマ ③日13:00

　音　楽
フルート（個人30分） ①③⑤月10:30
癒しのオカリナ個人レッスン（30分）①③⑤月10:30

★陽気にカンツォーネ ①③月10:30
9/10、24 シャンソン・カンツォーネを歌う ②④月11:00

楽しく上達！ヴァイオリンレッスン（個人30分）①③⑤月13:00
★実践ジャズヴォーカル ①③月13:00
楽しいシャンソン ②④月13:00

★みんなで歌おう！世界の名曲 ①③⑤月15:00
9/10、24 マンドリン入門 ②④月15:00

フルートＣ（個人30分） ②④月16:30
9/17、24 初めてのギター 月16:40
9/3、17 ラテン・パーカッション ①③⑤月18:30
9/3、17 ライアー ①③⑤月19:00
9/11、25 リコーダー （Ａ） ②④火10:10

◆ （Ｂ） ②④火11:10
みちがえるヴォイスレッスン（個人30分）①③⑤火10:30

9/4、18 歌おう！世界の名曲 ①③⑤火10:30
★原語で歌うイタリアオペラ ②④火10:30

9/18 えびすＨＡＰＰＹ！オーケストラ ③火10:30
9/11、25 楽しく歌おう！ ②④火12:45
9/4、18 体幹・健康ヴォイストレーニング ①③⑤火13:00
9/4、18 ヴォイストレーニングと歌唱法 ①③⑤火13:00
9/11、25 青木FUKIシャンソン＆カンツォーネ ②④火13:00

◆メキメキ上達する歌唱レッスン（個人30分）①③⑤火13:15
フェイス・リフティング・ヴォイス ②④火14:30

9/4、18 グループ・ソロの声楽 ①③⑤火15:00
9/18、25 好きな歌を歌おうよ！歌謡教室～ポップスから演歌まで～ 火15:00

クラリネット（個人45分） ②④火15:30
9/11、25 大人のオカリナ教室 ②④火15:45

楽しいカラオケ教室Ａ ①③⑤火17:00
9/4、18 ピアノで素敵な時を（個人30分） ①③⑤火17:45

二胡（中国胡弓）（個人30分） ①③⑤火18:00
◆はじめての声楽（個人45分） ①③⑤水10:20
親しむピアノ（個人30分） ①③⑤水10:30

9/12、26 ハワイの歌を楽しく唄おう ②④水10:30
9/12、26 歌を楽しむヴォーカルレッスン ②④水10:30
9/5、19 生ピアノで歌う魅惑のジャズボーカルレッスン①③⑤水11:00

女性の歌謡講座 ②④水12:15
◆シニアのためのピアノ弾き語り＆ヴォイストレーニング（個人40分） ②④水12:20

9/5、19 気軽に合唱・ヴォイストレーニング講座①③⑤水12:45
9/12、26 はじめて唄うシャンソン ②④水13:00
9/5、19 初めてのシャンソン＆カンツォーネ①③⑤水15:15
9/19、26 ギター （Ａ） 水16:00
9/19、26  （Ｂ） 水18:30
9/19、26

ウクレレ ソロ入門
水16:00

9/19、26 水18:30
9/12、26 日本の抒情歌、世界抒情歌をみんなで歌おう ②④水15:00

日本語で歌うミュージカル・歌曲・映画音楽・世界の抒情（個人30分） ②④水17:00
オラトリオを歌う 水19:00

9/6、20 童謡・唱歌・ポピュラーソング ①③木10:30
9/13、27 開成出身の歌手が教えるヴォイストレーニング ②④木11:00
9/6、20 シャンソンを楽しく歌いましょう ①③木12:00

ポピュラーピアノ（個人30分） 木12:00
シニア向け　混声で楽しく歌おう！ ③木14:00
美しい声を出すためのヴォイストレーニング（個人30分） ③木16:10
日比健治郎のリコーダー（30分個人） ②④木13:00

9/13、27 洋楽・英語曲を歌う ②④木13:00
9/6 思い出のラブソング ①木15:00

ヴィタリの音楽サロン ②④木15:00
「ラテンの名曲」を歌いましょう ②④木15:30
ウィーンスペシャル女声合唱団 ②④木16:30
気軽に楽しく歌いましょう ①木19:10
歌おうミュージカル ①木20:30

9/7、21  A①③⑤金10:30
9/7、21 はじめての「ライアー」（竪琴） C①③⑤金13:00
9/7、21  B①③⑤金15:30

体験日 講　座　名 曜　日 時間
9/14、28 初歩から学べるシナリオ講座 ②④金10:30

詳しくわかる！世界遺産講座 ②金10:30
◆小さな美術館・博物館めぐり ②金10:30
白洲正子と歩く近江古社寺巡礼 ④金10:30
琵琶湖の水辺 ④金13:00
朗読、語りの楽しみ ①③⑤金13:00
西洋アンティークを紐解く ①金13:00

★神社開運法と開運のポイント ③金13:00
9/7 エッセイ・サロン ①金13:30
9/21 ★大人のそろばん・暗算教室 ①③金14:30
9/7、21 朗読・ナレーション ①③⑤金19:00

鈴木健.ｔｘｔの体感文法講座 ②④金19:30
◆地図と地形で探る東京今昔散歩 ①土10:00

9/1、15 古文書を読む ①③土10:30
9/1 ”記録と伝承””新自分史”講座 ①土10:30

漢詩を楽しむ ②④土10:30
東京の寺めぐり ③土10:30

★天皇の日本史～日本人にとって天皇とは何か ①土13:00
★作家・津原泰水が教える「文章術」 ①③土13:00

9/15 俳句はじめてみませんか ③土13:00
伝わる文章・エッセイ教室！ ③土13:00

ＴＳ演劇ワークショップ （研究） ①③土19:00
9/1、15  （基礎） ①③土18:30

能の魅力 ④日13:00
地図と地形でブラッと歩き ③日10:00

◆江戸「それホント？」めぐり～日曜コース～ ①日10:30
★大人の哲学入門 ①③日10:30

　外国語
9/10、24 ☆若葉マークのスペイン語 ②④月10:30
9/10、24 ☆～☆☆ファン先生の楽しい英会話 月10:30
9/10、17 ☆～☆☆ダミアンの簡単英会話 月10:30
9/3、17 ☆中学英語でおとなの表現 ①③月13:00
9/10、24 ☆やさしいドイツ語入門 ②④月15:30
9/18、25 ☆☆☆ゆっくり学ぶ英会話 火10:30
9/18、25 ☆シニアのための英会話入門 火13:00
9/12、26 ゆっくり学ぶ台湾中国語サロン ②④水10:30
9/19、26 ☆～☆☆おもてなしの英会話（水） 水13:30
9/20、27 ☆はじめての海外旅行英会話 木10:30
9/13 名曲から学ぶハワイ語 ②木12:45

9/13、27 ☆はじめよう！フランス語 ②④木13:30
9/7、21 ☆ゼロから始める　たのしい英会話①③⑤金15:00

【語学プログラム受講の主な目安】
☆ （基礎） 初歩からやり直したい方
☆☆ （初級A）  挨拶程度ができる方

ヒアリングに自信のない方
☆☆☆ （初級B）  基本会話は理解できるが、

話すことに自信のない方
☆☆☆☆ （中級）  会話のほとんどが理解でき、

自分の言いたいことが通じる方

体験日 講　座　名 曜　日 時間
ヘルマンハープを楽しむ ①③金10:30

9/14、28 大人の歌って輝くヴォイストレーニング ②④金11:00
五城美穂のカラオケ教室 金10:30

金曜ピアノ（個人40分）
①③⑤金10:35
②④金10:35
金10:35

スタンダード・ジャズ・ヴォーカル①③⑤金13:00
9/14、28 アルゼンチンタンゴを歌う ②④金13:00

ヴァイオリン（個人40分） ①③⑤金15:00
9/14、28 ナポリターナとカンツォーネ ②④金15:30
9/14 お勤め帰りのピアノ教室 （個人30分） ②④金18:30

楽しいカラオケ教室Ｂ ①③金18:30
カンツォーネとイタリア歌曲の楽しみ①③⑤土10:15
ピアノを弾こう（個人30分） ①③⑤土10:30

9/8、22 エスプラナードオーケストラ ②④土10:30
9/8、22 体幹ヴォイストレーニング ②④土10:30
9/15、29 シャンソン・カンツォーネ・ポップス①③⑤土11:00

本多厚美のiインターナショナルヴォイストレーニング（個人30分） ②④土12:00
歌う喜びをあなたに！（個人40分）①③⑤土13:00
シャンソン 風の音譜（個人30分） ①③⑤土13:00
ヨーデルを歌おう ②④土13:00

9/8、22 はじめてのウクレレ教室 ②④土13:30
9/1、15 シャンソン＆ポピュラー ①③⑤土15:00

歌を作ってみませんか ①③⑤土15:30
9/8、22 ゴスペル クワイヤー ②④土15:30

歌曲を歌おう！ ②④土17:00
9/8 やさしいジャズヴォーカル ②土17:30

ジャズ伴奏でホームソングを歌う ②日10:10
初心者限定　低中音域の
ヴォイストレーニング（個人30分）

②日12:15
④日10:10

日曜日のピアノ（個人30分） ①③⑤日10:30
9/16、30 日曜マンドリン教室 ①③⑤日10:30

★3回で好みの声が出せる魔法 ④日10:45

スティールパン B①③⑤日12:40
 C①③⑤日14:15
バラライカ ②④日10:30
ヴォーカル・レッスン（個人40分） ①③⑤日12:30

9/9、23 休日の愛のシャンソン ②④日13:00
うたをとことん楽しむ ②日13:00
好きな歌を自分らしくうたおう ④日13:00

　ダンシング
えまお　ゆう　の若さを保つシアターダンス①③⑤月15:00

9/3、10 タップダンス 月20:25
9/4、18 リズムジャズダンス入門 ①③⑤火10:30
9/4、11 井上ケイのアロハフラ 中級 火10:30
9/4、11  初級 火12:05
9/4、18 カントリーラインダンス ①③⑤火14:20

カントリーラインダンス中上級 ①③⑤火16:00
9/4、18 社交ダンス初級～それから～ 火15:45

◆ジャイアンツヴィーナスダンススクール（育成クラス）火曜 火19:30
9/11、25 ボリウッドダンス ②④火20:00
9/4、18 楽しくみんなでベリーダンス ①③⑤火20:10
9/5、12 ビューティフルフラ 水13:30
9/5、12 蘭このみ フラメンコ教室  入門・初級 水18:50
9/5、12  中級 水19:40
9/5、19 メキシカンダンス ①③⑤水19:30
9/5、19 ソウル＆ディスコダンス ①③⑤水19:30
9/13、27 基本から学べる社交ダンス<個人20分> ②④木10:10
9/20、27 踊ろう！フォークダンス 木12:45
9/6、13 社交ダンス　初級　～基本のその一歩～ 木17:15
9/6、13 社交ダンスいろいろ 木18:30
9/6、13 初めて踊るベリーダンス 木18:30
9/13、20 タヒチアンで美ボディ作り 木20:00
9/21、28 大人のバレエ 金12:10
9/7、14 エンジョイ　フラダンス 金13:00
9/7、14 優雅なブライト・フラ 金13:50
9/21、28 カレイナニ早川のお勤め帰りのフラダンス 金18:45
9/7、14 安達哲治監修　クラシック・バレエ 金18:50

体験日 講　座　名 曜　日 時間

　絵　画
9/10 ハガキ絵と中国水墨画 ②④月10:10
9/3、17

俳画と書

①③⑤月10:30
9/10、24 ②④月10:30
9/3、17 ①③⑤月15:30
9/10、24 ②④月15:30
9/3、17 南画・水墨画 ①③⑤月10:30

★パステルなごみアート ③月10:30
9/3、17 水彩画教室 ①③月13:00
9/17、24 初めての油絵 月13:00
9/17、24 月曜水彩画 月15:30
9/18 水彩画（松田教室） ③火10:30

東京・横浜スケッチ散歩 ①③火10:30
9/4 はじめての俳画 ①火10:30

9/11、25 季節を描くはがき絵 ②④火10:30
9/11、25 絵手紙入門 ②④火10:30

鈴木紅鷗の俳画と俳句とかな書 ②火10:30
9/25 俳画を楽しむ ④火10:30
9/4、18 人物画・静物画を描く ①③⑤火13:00
9/4 楽しい現代水墨画 ①火13:00
9/4 月1回の色えんぴつ画 ①火13:00

9/11、25 アトリエ ド パステル ②④火13:00
9/4、18 油絵＜高岡教室＞ ①③⑤火15:30
9/4、18 色えんぴつ画 ①③⑤火15:30
9/4、18 夜の基礎絵画 ①③⑤火18:30
9/18、25 大作を描く 火18:30
9/11、25 素描・デッサン ②④火18:45
9/18 はじめてのデッサン ③火19:00

仏を描く ④水10:30
★東洋水墨画 ①水13:00

9/12、26 やさしい日本画 ②④水13:00
9/12、26 はじめてのチョークアート ②④水13:00
9/6、20 絵手紙 ①③⑤木10:30
9/13 小さな水彩画 ②木10:30
9/6 楽しい水彩画　 ①③⑤木13:00

9/20、27
日本画（仲教室）

木13:00
9/7、21 ①③⑤金10:10
9/14、28 ５０歳からの基礎絵画 ②④金10:30
9/14、28 パステル画 ②④金10:30
9/14、28 犬、猫、ペットを描こう ②④金10:30
9/14、28 日本画を描こう Ａ ②④金15:00
9/14、28  Ｂ ②④金13:00
9/28 はじめての花の水彩画 ④金14:00

★美しい透明水彩画入門 ①③金19:00
9/1、15 水彩画を描こう ①③土10:30

★はじめての絵画 ①③土10:30
◆日本画・琳派大和絵塾と水彩 ②④土10:30
筆でスケッチ ②④土10:30

9/8 初歩からの木版画 ②土10:30
9/8、22 土曜俳画 ②④土12:45
9/8、22 若沖と琳派から始める水墨画と水彩 ②④土13:00

体験日 講　座　名 曜　日 時間
◆ジャイアンツヴィーナスダンススクール（育成クラス）金曜 金20:10

9/22、29 クラシック・バレエ （Ａ） 土10:30
9/15、22  （Ｆ） 土18:00
9/22、29 マダムのためのクラシック・バレエ 土12:00
9/1、15 情熱のアルゼンチン・タンゴ・ダンス①③⑤土15:30
9/8、22 Ole! みんなでフラメンコ！ ②④土16:15
9/22、29 趣味のフラメンコ 入門・初級 土17:20
9/22、29 　 初中級 土18:30
9/2、30 ときめきフラ ①③⑤日10:30
9/2、16 谷桃子バレエ団のバレエ・ストレッチ①③⑤日10:30
9/9、23 クラシック・バレエⓇ ②④日10:30
9/2、9 ☆Girls Free Style☆ 日13:00
9/2、16 カリマ直子のフラダンス 日13:00
9/16、30 Ｆｕｎｋ a Ｓｔｅｐ 日14:45

　スポーツ・健康
9/10、24 中高年のリフレッシュ体操 月13:00
9/24 ★調和道丹田呼吸健康法 月13:00

9/10、24 体幹ビューティエクササイズ ②④月15:00
9/3、10 ピラティスを用いたボディコンディショニング 月19:30
9/11、25 ＮＹ発！　ヤムナボディローリング ②④火10:30
9/4、11 ストレッチ＆音楽体操 火12:30
9/4 心と体の若返りエクササイズ ①火13:30
9/25 ★背骨コンディショニング ②④火14:00

9/11、25 スポーツ吹矢 ②④火14:20
9/18、25 健康気功 導引養生功 火18:20
9/4、11 阿部　自彊術 火18:40
9/19、26 沈再平の気功法・太極拳 水10:30
9/5、19 ６０歳からの健康体操 水10:30
9/19、26 陳氏太極拳・棒術 水12:05
9/19、26 フラメンコ入門＆ストレッチ 水12:20
9/19、26 水曜ストレッチヨーガ 水13:45
9/5、12 太極拳＆気功 水15:00
9/5、26 お勤め帰りのゆったりヨーガ 水19:00
9/20、27 楽しい卓球 木10:30
9/13、27 美ボディ骨盤エクササイズ 木10:30
9/6、20

はじめての呼吸ヨーガ
①③木13:45

9/13、20 木13:45
9/20、27 やさしい気功 木14:30
9/13、27 心とからだの癒しのヨガ ②④木15:30
9/6、13 花架拳・花架扇 木19:00
9/13、20 心とからだの癒しのヨガ 木19:00
9/13、20 合気道（木曜） 木20:00
9/14、21 居合道入門 金10:30
9/7、21 経絡ケア・ボディバランスストレッチ ①③金10:30
9/7、21 太極拳入門 ①③⑤金19:00
9/14、28 ヨーガ＆呼吸術（金） ②④金19:00
9/7、21 ｂｕｄｏｋｏｎ～武道魂～ 金20:30
9/1、15 ストレッチ・エクササイズ ①③⑤土10:30

★中高年のリフレッシュ体操【土曜コース】 ②④土10:30
9/1、15

YOGA＆ストレッチ
①③⑤土13:15

9/8、22 ②④土13:15
9/1、8 土13:15
9/1、15 何歳でも動けるからだをつくる骨呼吸エクササイズ ①③土15:00

★カサハラ式　実践講座　足裏バランス改善法 ②土15:00
9/8 病の原因「炎症」を運動と栄養で防ぐ ②土16:00

9/2、16 合気道（日曜） 日10:30
9/2、16 居合道（柳生新陰流）入門 ①③日13:30
9/9、23 時代劇でおなじみの立ち回り殺陣道 ②④日15:00
9/9、23 神道夢想流杖道入門 ②④日15:15

　工　芸
トール＆デコラティヴペインティング ②④月10:30
鎌倉彫 ①③月10:30

9/3、17
陶芸（月）

月13:00
9/3、17 ①③⑤月13:00
9/3、17 月15:30

★ミニチュアペーパーワーク ③月13:00
革工房サロン ②月13:30

体験日 講　座　名 曜　日 時間
9/15 大人のための「塗り絵」教室 ③土13:00
9/1、15 似顔絵トラの巻 ①③土15:10

基礎からの日本画 ②④土15:30
楽しく描ける人物画教室 ②④日10:10

★アニメ背景の技法で描く風景画 ①③⑤日10:30
9/9、30 やさしい水墨画 ②④日13:00
9/16 ガリ版アート ③日13:00

ボブ・ロス画法（研修科）（日） ③日13:30
9/23、30 日本画（仲教室） 日13:30

　書道・ペン字
かなに親しむ ①③月15:30

9/10、24 暮らしに役立つペン習字 ②④月10:30
★カリグラフィー ②④月10:30

9/10、24 かな書道・ペン字 ②④月13:00
9/4 書を楽しむ ①③火13:00

かな書道（百人一首で学ぶ） ①③火13:00
9/11、25 書道（初級A） ②④火13:00

かなと実用書道 ①③火15:30
9/4、18 ペン字・かな書道 ①③火18:30
9/5、19 書道（塙） ①③⑤水10:30
9/5、19 漢字・かな・破体書道 ①③⑤水10:30
9/12、26 実用毛筆 ②④水10:30
9/5、19 暮らしの書 ①③⑤水15:15

書道 （中級）②③④水15:30
9/19、26  （初級B）②③④水18:00

日常の書道
②水18:00
②④水18:00

★色とぼかしのおしゃれ書道 ②④木10:30
9/13、27 初心者向き実用書道 ②④木13:00
9/7、21 美しいペン字・筆ペン字 ①③金10:30
9/14、28 書道教室（美しいかな） ②④金10:30
9/7、21 デザイン書道 ①③⑤金10:30
9/7、21 実用筆ペン・ボールペン字 ①③金10:30
9/14、28 楽しい書道（毛筆・筆ペン・ペン習字） ②④金13:00

大人の品格　美文字講座 ③金19:00
9/15 伝統花押と文字学 ③土10:30

てん刻 ①③土15:30
9/22 開運「花文字」を描こう ②④土10:30

日曜書道 ①③⑤日10:30

　茶道・生け花・フラワー
9/24 シック・フラワーアレンジメント ④月13:00
9/3、10

ヨーロッパ・花のデザイン
①③⑤月13:00
③月13:00

9/3、17 草月流＆アレンジブーケ ①③⑤月15:30
9/3 草月流いけばな ①③月19:00
9/4 朝のいけばな（草月流） ①火10:15
9/18 基礎から学ぶ多肉植物アレンジメント ①火10:30
9/4、18 いけばな草月流&フラワーコーディネート①③⑤火18:30
9/25 嵯峨御流 ④火18:30
9/4、18 茶の湯と生け花を楽しむ ①③火18:00

体験日 講　座　名 曜　日 時間
9/10、24 芹洋子と楽しむガラス工芸 ②④月13:30
9/24 ★デコクレイクラフト ②④月16:00

グラスリッツェン（Ａ） ②④月18:30
9/11、25 オランダ　ザンス　フォークアート ②④火10:30

山葡萄で作る一生ものの手作りかごバック ①③火13:30
9/4、18

陶芸（火）
火18:30

9/4、18 ①③⑤火18:30
9/12 絵付を楽しむ ②水10:15
9/19 シャドーボックス（ソリッドアート） ③水10:15

フランス額装の愉しみ ①水10:30
9/19 カラフル和紙の華やか切り絵 ③水10:30
9/26 ねんどで作る季節の飾りもの ②④水10:30

蒔絵 ①③水13:00
9/19 ファブリックアート ③水13:00

9/12、26 書画の裏打ちと表装技術 ②④水15:30
9/26 小さなどうぶつたち ④水15:30
9/26 伊勢型紙と型染教室 ④水14:00

★かわいいミニチュアフード（基礎） ①水19:00
かわいいミニチュアフード（応用） ②水19:00
何でも裏打ち専科 ①③⑤木10:15
表装入門 ①③⑤木10:15

9/13 布でつくる野菜 ②木10:30
9/13、27 エッグアート ②④木10:30
9/20 スペインタイル絵付け ③木10:30

9/13、27 松本恭子のパーチメントクラフト ②④木10:30
9/27 カルトナージュ＜田島クラス＞ ④木10:30
9/6、20 天然皮革で作るミニチュアクラフト①③⑤木13:00
9/13 箔アレンジメント（箔の技法） ②木13:00

ステンドグラス ②④木13:00
9/6、20 マルチローディングで描くフラワートールペイント ①③木15:30
9/20 金継ぎ ③木17:30

「金継ぎ」講師養成講座【初級】 ③木17:30
9/7、21

金曜陶芸

金15:30
9/7、21 ①③⑤金10:30
9/7、21 金13:00
9/7、21 ①③⑤金13:00

漆工芸 ②④金10:30
グラスリッツェン（Ｂ） ②④金10:30

9/14 永田みどりのオリジナル・デコパージュ ②金13:00
9/14、28 インテリア茶箱 ②金13:00
9/14 フレンチメゾンデコール ②金13:00
9/7 ステンドグラス＆グラスアクセサリー ①金18:00

9/8、22 ②④土10:10
9/8 ツチトテ　～暮らしの陶芸～ ②土10:10
9/22 ④土10:10
9/8 ロボピース（電子パーツアクセサリー） ②土10:30

はじめての蒼山日菜のレース切り絵 ②土13:00
9/8、22 土曜陶芸 ②④土13:00
9/22 ④土13:00
9/8、22 ②④土15:30
9/8 遊々陶芸 ②土15:30
9/22 ④土15:30
9/22 松本恭子のパーチメントクラフト（月１回） ④土13:00
9/1 伝統の竹細工 ①土14:00

9/9、23 木彫 ②④日10:15
9/2、23 日曜陶芸 ②④日13:00

タイルモザイク ①日13:00
能面を打つ ③日13:00

9/2 スターチねんどで作るミニチュアフード ①日15:00

　手　芸
9/3 ボビンレース ①月10:30
9/24 やさしい手編み ②④月10:30

上級者のための手編み ①月10:30
コスチュームジュエリー ①月10:30

★畳縁ハンドメイド講座 ①月13:00
景色の刺しゅう ④月13:00
キラキラジュエルワイヤーバック ④月13:00
やさしいパッチワーク・キルト ②④月13:00

体験日 講　座　名 曜　日 時間
9/26 ★手作りフラワーギフトレッスン ④水10:30
9/19 ★テーブルで点てるゼロからの茶道＜武者小路千家＞ ③水19:00
9/6 四季の茶花と茶趣の花（木曜） ①木10:30

9/6、20 草月流いけばな ①③⑤木13:00
9/6 草月流いけばな（月1） ①木13:00

9/6、20 タエコ・マーヴェリーフラワースクール ①③木10:30
9/13、27 四季の花　ローズ＆マム　ベーシッククラス ②④木10:30
9/13

いけばな池坊（木曜）
②木13:30

9/13 ②木16:00
9/13 ②木19:00
9/20 トロッケンゲビンデ ③木13:30
9/6、20 野の花・山の花広山流いけ花 ①③木18:30

 （月1回クラス） ③木18:30
9/13 ★レイメイキング ②木19:00
9/28 ニューヨークフラワーデザイン＆テーブルデコレーション（初中級） ②④金10:30
9/28 ニューヨークフラワーデザイン＆テーブルデコレーション ②④金13:00
9/21 ★茶の湯ことはじめ・入門クラス ③金13:00

9/14、28 お仕事帰りの生け花入門 ②④金18:30
9/14 四季の茶花と茶趣の花 ②金18:30
9/1 イス席で楽しむ茶の湯 ①土11:00
9/22 ハーバリウムフラワーや色々花材でアレンジメント ④土13:00
9/1 池坊・選花教室　（土曜） ①土13:00
9/15 暮らしにそえる和の薫り ③土13:00
9/15 Flower Party のレッスン ベーシックマスタークラス ③土13:00

Flower Party のレッスン（インストラクター養成コース） ③土13:00
FlowerPartyのレッスンプロフェッショナル ③土15:00

9/22 ★プリザーブドフラワーで作るわんちゃんファミリー ④土13:00
9/22 和を楽しむ古流の花入門 ④土15:30
9/15 ６か月で覚える花の基礎講座 ③土15:30
9/1、15 いけ花　池坊 ①③⑤土18:00
9/1 いけ花　池坊（月1回クラス） ①土18:00
9/2 いけばな池坊（日曜クラス） ①日10:45

池坊・立花クラス ①日13:00
9/9 池坊・選花教室 ②日13:00

　邦　楽
9/10、17 長唄・三味線（個人20分～ 30分） 月10:30
9/17、24 櫻川流　江戸芸かっぽれ踊り 月11:00
9/3、17 舞を楽しむ「平安の舞」 ①③月13:00
9/3、17 地唄舞 ①③月15:30
9/10、24 日本舞踊　紫派藤間流 月16:10
9/4、18 三藤祥素女のやさしい新舞踊 ①③⑤火10:30
9/11、25 江戸端唄・俗曲（唄と三味線）個人30分 ②④火10:30
9/11、25 新舞踊・藤川流 ②④火11:00
9/18 よくわかる狂言教室 ③火13:40

日本舞踊を楽しむ 火15:30
◆日本舞踊を楽しむ（個人30分） ②④火17:00

9/11、25 尺八（個人30分） ②④火18:00
9/19、26 長唄教室　一科目・二科目 水13:00
9/5、19 今藤流　長唄・三味線 ①③⑤水15:00
9/5、19 山田流お箏（こと）（個人30分） ①③⑤水15:30
9/5、19 端唄・俗曲・三味線 ①③水18:30
9/26 篠笛（しのぶえ）入門・夜 ④水19:00

9/12、26 お勤め帰りの日本舞踊 ②④水20:00
9/6、20 観世流　謡曲・仕舞（仕舞） ①③⑤木10:15
9/6、20 観世流　謡曲・仕舞（謡曲） ①③⑤木11:15
9/6、20 端唄・小唄・三味線（個人20分～ 30分）①③⑤木12:00
9/6、20 能楽入門・観世流初歩の謡曲 ①③木13:00
9/27 篠笛（しのぶえ）入門・朝 ④木10:30
9/6、20 やさしい、楽しい粋な三味線（個人30分） ①③木15:00
9/13、27 やさしいおこと・三味線（生田流　個人30分） ②④木16:30

★端唄・小唄・三味線（夜の部個人30分）①③⑤木17:00
9/21、28 高輪派・清元教室（個人30分） 金10:15
9/7、21 やさしい民謡 ①③金10:30
9/21、28 日本舞踊　宗家藤間流 金14:30
9/14、28 生田流お琴･三味線（個人20分）　 ②④金15:30

★はじめての大正琴（午後） ①③金16:00
★はじめての大正琴（夜） ①③金18:30

9/8、22 小鼓と太鼓（個人30分） ②④土12:00

体験日 講　座　名 曜　日 時間
9/10 ボードウィービング ②月13:00

★ベネチアンガラスで作る大人のアクセサリー ②月13:00
キモノ工房・和裁と寸法直し講座 ①③⑤月13:00

9/4 クロスステッチの布小物 ①火10:30
ヨーロッパ刺繍 ①③火10:30
楽しい手編み ①③火10:30
羊毛フェルトde小鳥図鑑 ①火10:30
ハワイアン・リボンレイ ②火10:30
ハーダンガー刺しゅうとアジュール刺しゅう ②④火10:30

◆ポジャギ ③火10:30
9/11、25 色あそびパッチワーク ②④火10:30

キラキラジュエルDeCoRe ③火10:30
9/18 こぎん刺し ③火10:30

ちりめんつるし飾り ②火13:00
マイペースでつくる和裁教室 ①③⑤火13:00

9/11、25 香りの花石けん ②④火13:00
Ａｉａｉビーズジュエリー ①火13:00
ビーズ刺繍 ③火13:00

アントフォーの創作人形 ②④火13:20
②④火15:20

9/18 NYスタイル天然石ビーズアクセサリー ③火15:00
ドールBagチャーム　ルルベちゃん ①水10:15
ナチュラル押し花 ③水10:30

9/19 ナチュラル押し花　入門 ③水10:30
◆戸塚刺しゅう ②④水10:30
ワンポイント刺しゅう ①水10:30

9/19 楽しい手織り絵～ウィービング教室～ ③水10:30
江戸つまみ細工 ①水13:00

★縫わない貼るだけバッグ ①水13:00
タティング・レース ②④水10:30
タティング・レース（研究科） ②水13:00
ウィーンの刺繍プチポアン ②水13:00
創作・アンティークドールと市松人形 ②④水13:00
オートクチュールビーズ刺繍ジュエリー ②④水13:00
オブジェ　ドール ①③⑤水13:00
羊毛フェルトで作るかわいいペットたち ③水13:00

9/13、27 押し絵　木目込み人形 ②④木10:30
スモック刺繍 ①木10:30

9/6 はじめての創作レース ①木10:30
9/20 魔法の一本針 ③木10:30

羊毛フェルトのミニチュアDogと仲間達 ④木13:00
佐藤法雪のウチの子そっくり羊毛人形 ①木13:00
はっぴぃ布ぞうり ③木13:00
麻と絹のつながり　ポジャギ ④木13:00
てまり ②④木14:30
韓国刺繍 ④木15:10
韓国の針仕事　ポジャギ ②木19:00

9/7、21 スパンコール刺しゅう ①③⑤金10:15
9/7、21 モロッコフェズ刺繍 ①③⑤金10:15
9/28 サコタカコ創作ビーズ織り ④金10:30

9/14、28 マクラメ結び ②④金13:00
9/7 ノッティングワーク ①金13:00

9/14、28 英国ニードルポイント　 ②④金13:00
日本刺繍　 ①③⑤金13:30

9/22 ナチュラル押し花　入門 ④土10:30
9/1、15 人形・ぬいぐるみの洋服作り ①③⑤土10:30

袋もの ③土10:30
ストーンデザインジュエリー ②土12:30

9/1 アジアンノットアクセサリー ①土13:00
9/1 月1回の押花入門時間 ①土13:00

★ハンドメイドで作る「オリジナルバッグ＆小物」 ②④日10:30
★作る楽しさ着ける喜びアクセアリー作り ②日10:30
かわいいかぎ針編み ②日13:00

　料　理
英国紅茶サロン ④月13:00
つくりおきイタリアン ③水13:00

9/12 メキシコ料理をご家庭で ②水13:00
ワインと食事を楽しむ ④水19:00

体験日 講　座　名 曜　日 時間
市川流　日本舞踊 ②④土13:30
琵琶をひいてみよう（グループ） ①③土13:00

◆琵琶をひいてみよう（個人） ①③土14:00
津軽三味線（中級）　 ①③土17:30
津軽三味線（入門・初級） ①③土18:40

9/1、15 花柳流 日本舞踊 ①③土18:00
9/9、23 沖縄三線 ②④日10:30
9/9、23 気軽にはじめる日本舞踊 ②④日10:30
9/9、23 粋な長唄・お洒落に江戸小唄（個人30分） ②④日10:30
9/2 はじめての篠笛 ①日13:00

　マナー・おしゃれ
9/24 着装（着付）教室 ④月13:00

着物コーディネート術 ②火15:30
★似合う色でメイクアップコスメ作り ②火19:00

9/5 大人の為のパーソナルスタイリングレッスン ①水13:00
9/19 彩華流・美しい着付け ①③水19:00

★初めての笑顔筋トレーニング ②木13:00
9/7、21 装道きもの教室 ①③⑤金14:30
9/1、15 楽しく・やさしい着付け ①③土10:30

★フラワーネイルアート＆ケア ③土13:00
着付士養成講座 ①③日10:30

9/23 楽々着付 ④日10:30
9/30 ★小笠原流礼儀作法 ④日13:00

　趣味・暮らし
9/17 ★スワロを使っておしゃれなデコ雑貨 ③月10:30
9/17 大人片づけ入門 ③月10:30

倉嶋紀和子の古典酒場部 ①月19:00
KATY ONDAのおしゃれ生活しませんか不定期火10:30

9/18 ちいさなモダン盆栽 ③火10:30
西陣織の目利き術 ②火13:30

9/25 占星学入門 ④火15:00
レディース麻雀 火13:00

9/4、18 デジタルカメラ教室 ①③⑤火19:00
9/11、25 大江戸玉すだれ ②④火19:00

大江戸グルメウォーキング ③水10:00
里山のんびりウォーキング ①水10:30
あの町この駅・東京さんぽ ③水10:30

★松本きよりと楽しむ韓国カルチャー ②水11:00
9/12 デジカメ写真教室 ②④水13:00

★基礎から学ぶデジタルカメラ入門 ①③水15:30
大江戸遊歩術と老舗巡り ②木10:00

9/6、20 初めてのコントラクトブリッジ ①③木13:00
9/20 ★中国伝統風水 Ａ ③木15:00
9/20 ★ Ｂ ③木19:00

★手相学入門　 ①③⑤金13:00
9/14、28 九星気学による開運法 ②④金10:30

★さわやか女性麻雀 ②④金10:30
東京のお菓子を歩く ④金11:00
東京おさんぽランチ ④金11:15

9/14、28 楽しい囲碁 ②④金13:00
★宮田式四柱推命と気学 （初級） ②④金15:00
 （中級） ②④金13:00
車窓と駅弁を楽しむ・月に１度の鉄道旅 ②土09:00

★五感を用いて都会の森を楽しもう ①土10:00
「関東の一級河川」江戸川周辺探訪 ②土10:00

9/8 やさしいタロット占い入門　　 ②土10:30
9/22 ぶらり旅フォト ②④土10:30

 （A） ①③土10:30
◆鉄道車輌模型を作る （B） ①③土13:30
 （C） ①③土16:00
九星気学の智慧と実践 ①土13:00

9/22 マジック入門 ②④土13:00
苔玉・ミニ盆栽 ②土13:00
四季の鎌倉 自然散策 ②日10:15

◆鉄道車輌模型を作る（D） ②④日10:30
9/23 ★大相撲をもっと楽しもう ④日10:30

香司と歩く「鎌倉七福神巡り」 ①日13:00

●受講料のほかに設備維持費、教材費、音楽著作権使用料などがかかります。 ●お申込み人数が少ない場合は開講を中止することがあります。まず、ご予約下さい。
●受講料のお支払いには、銀行口座振替（自動引き落とし）が便利。ご利用の際は、早めにセンター窓口にお申し出ください。

会員に特典いろいろ
読響公演チケット20％引き、読売旅行が主催販売する
旅行代金３％割引など。詳しくはホームページをご覧く
ださい。

外に出かけよう！
【文芸・教養】

【外国語】 【邦楽】

【音楽】

【趣味・暮らし】

【書道】

【おしゃれ】

【絵画】

【フラワー】

問い合わせ・申し込みは恵比寿センター TEL03-3473-5005 【スポーツ・健康】

【実務・資格】

【ダンシング】

【ジュニア】

【工芸】 【手芸】

坐禅に学ぶ
曹洞宗　全昌院住職　
安達 良元
目まぐるしく世の中が変わる現
代、「調身・調息・調心」が求めら
れます。自己を見失わないように。
★第２月曜10:30～12:00

★６か月5回14,040円　★10/8～
★よみカル体験日9/10

初歩から学べるシナリオ講座
脚本家　安倍 照雄
シナリオを書いてみ
たいと思ったことはあり
ませんか。簡単なルール
さえ覚えれば、すぐにシ
ナリオを書くことが出来
るようになります。
★第２・４金曜
10:30～12:00
★３か月6回18,144円　★10/12～
★よみカル体験日9/14、9/28

白洲正子と歩く近江古社寺巡礼
NPO法人歴史資源開発機構　大沼 芳幸

白洲正子の作品に登
場する近江の代表的な
古社寺を取り上げ、現
在の姿を豊富な画像を
用い、徹底的に紹介し
ます。

★第4金曜10:30～12:00
★６か月4回10,800円　★12/14（第２金）～

もう一度学ぶ日本史
歴史学習コンサルタント　平井 光之

日本人が育んできた感性の根源
を歴史的に知りたい、また改めて
学び直したい「大人」のための日
本史講座です。
★第４木曜10:30～12:30
★６か月6回14,904円　★10/25～
★よみカル体験日9/27

琵琶湖の水辺
ーその多様な文化の魅力
NPO法人歴史資源開発機構　大沼 芳幸
琵琶湖の魅力、その食文
化、湖底遺跡、近江八景、日
本遺産について紹介します。
★第4金曜13:00～14:30
★６か月4回10,800円　
★12/14（第２金）～

楽しい現代水墨画
日本美術家連盟会員・日中現代墨画会会長　曽 勤
本場中国の伝統水墨画に新感覚を

融合。基礎から丁寧に教えていきます
ので、個性を生かしながら学べます。
★第１火曜13:00～15:00
★６か月5回14,580円　
★10/2～
★よみカル体験日9/4

鈴木紅鷗の俳画と俳句とかな書
俳画・紅鷗会主宰・俳人協会会員　鈴木 紅鷗

講師直筆の手本により俳画の
各種の技法及びかな書の指導も
含めて進め添削も受けられます。
名句観賞。俳句の基本から上級
までのご指導を致します。作句な
さった方には添削を致します。
★第２火曜10:30～12:30
★６か月6回22,680円　★10/9～
★よみカル体験日9/11

俳画を楽しむ！
全日本積穂俳画協会師範　日笠 宏穂
俳画は、むずかしい理屈を抜きにして、無心に
大胆に、思うように描けば
よいのです。花を描き、動
物・風景を描く… 上手下手
を超越した簡単な大人の自
由画と思えばよいのです。
★第４火曜10:30～12:30
★６か月6回17,496円　★10/23～
★よみカル体験日9/25

水彩画を描こう
新作家美術協会委員　森吉 健
水彩画は絵を始めるのに手軽で
最適。最初の一歩からスタートし
て、楽しく学びませんか。
★第１・３土曜10:30～12:30
★６か月10回29,160円　★10/6～
★よみカル体験日9/1、9/15

ペン字・かな書道
読売書法会幹事　栴檀社理事　浦 恵子
お勤め帰りに
も学べる時間帯
で暮らしに役立
つ実用書や美し
い仮名文字を楽しく学びましょう。
★第１・３火曜18:30～20:00
★６か月11回27,324円　★10/2～
★よみカル体験日9/4、9/18

実用筆ペン・ボールペン字
読売書法会幹事・
新書派協会教師　小林 瑞苑
筆ペン、ボールペンを中心に

日常必要な慶弔時の書式、年賀
状など基本から指導します。
★ 第１・３金曜
10:30～12:30

★６か月11回29,700円　★10/5～
★よみカル体験日9/7、9/21

てん刻
読売書法会理事　伊東 龍州
篆刻は鉄筆（印刀）で石に
書を作る「印」の芸術です。そ
の印の刻し方を初歩から指導
します。
★第１・３土曜15:30～17:00
★６か月11回32,076円
★10/6～

伝統花押と文字学
鶴川流花押宗主　望月 鶴川
平安時代に生まれた華麗な
伝統サイン「花押」を学びま
す。自分の花押を創り、歴史
も学びます。
★第３土曜10:30～12:00　
★６か月6回17,496円

★10/20～
★よみカル体験日9/15

朝のいけばな（草月流）初級
草月流師範会顧問　
牧尾 桜令
一輪の花一枚の葉が四季

折々に語りかけてくる豊かな言
葉に心を澄ませてみませんか。
★第１火曜10:15～12:00
★６か月5回12,960円
★10/2～

★よみカル体験日9/4

いけ花　池坊（初級）
元池坊お茶の水学院講師　
佐藤 洋子
伝統を守りながらも、時代に即

して発展してきた池坊のいけ花を
楽しく学びます。美しく奥深い、
いけ花の魅力を感じましょう。
★第１・３・５土曜
18:00～20:00
★３か月6回15,552円　
★10/6～
★よみカル体験日9/1、9/15

楽しく・やさしい着付け
全日本和装協会常任理事　
東京中央支部支部長　
戸村 房子
きものを一人で着られるよ
うになる･･･を目標に、初心者
の方に丁寧にお教えします。
★第１・３土曜
10:30～12:30
★３か月5回14,040円　★10/6～
★よみカル体験日9/1、9/15

彩華流・美しい着付け
彩華文化学院学院長　松本 美紀子

道具を使わないわか
りやすい伝統的な本格
手結びです。 華やかで
品格のある装いを身に
付けませんか。
★ 第１・３水曜
19:00～20:30　

★３か月6回17,496円　★10/3～
★よみカル体験日9/19

楽々着付
着物スタイリスト　小林 布未子
着姿をさらに美しく見せる為
の裏技を着物スタイリストがお
教えします。
★第４日曜10:30～12:30
★６か月6回22,680円
★10/28～
★よみカル体験日9/23

装道きもの教室
装道きもの学院分院幸きもの学院学院長　須藤 悠子

本格的な着装教育とし
て50年の実績を持つ装
道の講座です。 わかりや
すいテキストと充実した
カリキュラムで、楽しく学
びます。着物美人に変身
しましょう。

★ 第１・３・５金曜14:30～16:30
★３か月7回17,388円　★10/5～
★よみカル体験日9/7、9/21

シニアのための英会話入門
よみうりカルチャー講師　
アダム ストレンジ
基礎的な英会話を学ぶ初心者向
けクラスです。
★火曜13:00～14:30
★３か月12回37,584円　
★10/2～
★よみカル体験日9/18、9/25

★中学英語でおとなの表現
通訳案内士（京大英文科卒）　長辻 裕子
文法力と会話力は車の両輪。無
理なく両立させていきましょう。昔
やったけれど忘れてしまった方に
最適です。
★第１・３月曜13:00～14:30
★３か月6回18,792円　★10/15～
★よみカル体験日9/3、9/17

★～★★ファン先生の楽しい英会話
よみうりカルチャー講師　ファン カスティーヨ
やさしい日常会話からスタート。
ゆっくりと楽しくレベルアップを目
指します。
★月曜10:30～12:00
★３か月10回31,320円　
★10/1～
★よみカル体験日9/10、9/24

若葉マークのスペイン語
よみうりカルチャー講師　
ダニエル グティエレス アリアス
ABCからスタートして、挨拶・数
の数え方、やさしい日常会話へと
進む入門クラスです 
★第２・４月曜10:30～12:00
★３か月6回16,848円　★10/8～
★よみカル体験日9/10、9/24

やさしいドイツ語入門
東京芸術大学非常勤講師　三好 鮎子
イラスト付きの楽しいテキストを
使い、ドイツ語の基礎と会話を学
ぶ入門講座です。
★第２・４月曜15:30～17:00　
★３か月6回16,848円　★10/8～
★よみカル体験日9/10、9/24

粋な長唄・お洒落に江戸小唄
（30分個人レッスン）
長唄協会杵勝会所属・蓼派会　杵屋　勝 あやめ

基礎から丁寧にご指導いたしま
す。長唄・小唄を通して喜びや悲し
み、音の調和を楽しみましょう。
★第２・４日曜10:30～14:30
★３か月6回19,440円（片稽古）
★第２・４日曜10:30～14:30
★３か月6回25,920円（両稽古）

★10/14～
★よみカル体験日9/9、9/23

神道夢想流杖道入門
神道夢想流杖道教士七段　青木 卓弥
四尺二寸（128cm）の杖

を使う400年の歴史を持つ
伝統武術です。健康法や護
身用としても役立ちます。
★第２・４日曜
15:15～17:00
★６か月12回32,400円　★10/14～
★よみカル体験日9/9、9/23

ピアノで素敵な時を（個人30分）
佐波ピアノ教室主宰　国際芸術連盟専門家会員　
ピアニスト　佐波 美佳
好きな曲、弾いてみたい曲にチ
ャレンジ。個人のレベルに応じて
楽しめる講座です。 
★第１・３・５火曜17:45～19:45
★３か月7回28,728円
★10/2～
★よみカル体験日9/4、9/18

沖縄三線 
クイチャーパラダイス専任講師　眞境名 幸輝
初心者から上級者まで、心に
響くメロディーとリズムで、楽し
い沖縄をお教えします。
★第２・４日曜10:30～12:00
★６か月12回33,696円
★10/14～
★よみカル体験日9/9、9/23

60歳からの健康体操
ミツヴァテクニックCertifi ed Teacher（カナダ発祥の姿勢法）
スポーツインストラクター　森田 栄子ほか　藤井 美和

長い年月で歪んでしまっ
た姿勢を矯正しながら動く
ことによって、バランスのと
れた体を取り戻します。
★水曜10:30～11:50

★３か月11回28,512円　★10/3～
★よみカル体験日9/5、9/19

シャンソン・
カンツォーネ・ポップス
シャンソン歌手　牧澤 友也
お洒落なシャンソン、情熱的なカ

ンツォーネ、ポピュラーソングの名曲
を幅広く歌ってみませんか？ 日本語
を主にピアノ伴奏で歌っていきます。
★第１・３・５土曜11:00～12:30
★３か月6回18,792円　★10/6～
★よみカル体験日9/15、9/29

やさしい民謡
ビクター専属民謡歌手　武花 千草
全国の民謡の中から、初めての
方でも覚えやすい曲を選び、楽しく
レッスンいたします。お腹から大き
な声を出して健康づくりに役立てましょう。
★第１・３金曜10:30～12:00
★３か月6回17,496円　★10/5～
★よみカル体験日9/7、9/21

居合道入門
夢想神伝流居合道教士七段　
志村 勇岳
和の精神を基とした人間
形成を目的とする講座です。
各自の体力、技能に合わせて
順序よく実技を指導します。
★金曜10:30～12:00
★３か月11回28,512円　★10/5～
★よみカル体験日9/14、9/21

お勤め帰りのピアノ教室 
初級（個人３０分）
武蔵野音大ピアノ科卒　奈良原 弘美

個性を生かす楽しいレッ
スンです。あなたの音楽を
聞かせてください。サロン
コンサートも開催します。
★ 第２・４金曜
18:30～21:30

★６か月11回35,640円　★10/12～
★よみカル体験日9/14

はじめての篠笛
篠笛奏者　作曲家　笛の会風韻主宰　小野 さゆり

はじめて篠笛に触れる方に
は、持ち方、息の使い方から始
め、聞き覚えのある歌でゆっく
りとお稽古します。音楽経験
がなくても心配いりません。お
気軽にご相談ください。
★第１日曜13:00～14:00

★６か月5回14,580円　★10/7～
★よみカル体験日9/2

フラメンコ入門＆ストレッチ
フラメンコ指導舞踊家
（フルヤアカデミー講師）　
矢野 奈津子
フラメンコ舞踊を基礎から指
導。講師オリジナルのタオルに
よるストレッチも行います。
★水曜12:20～13:30
★３か月12回31,104円　
★10/3～

★よみカル体験日9/19、9/26

アルゼンチンタンゴを歌う
タンゴ歌手、女優（俳優座）　長浜 奈津子

愛と別れ、消えてしまった思い出
…。タンゴで人生のドラマを歌います。
★第２・４金曜13:00～14:30
★３か月5回15,660円　
★10/12～
★よみカル体験日9/14、9/28

山田流お箏
こと

（30分個人レッスン）初級
山田流箏曲中能島直門 東京芸術大学別科修了　
日本三曲協会認定音楽指導者　
富田 紀尾能
お箏はロマンあふれる楽器で
す。日本古来の和楽器をご一緒に
楽しみましょう。
★第１・３・５水曜15:30～21:00
★３か月7回22,680円　★10/3
★よみカル体験日9/5、9/19

居合道（柳生新陰流）入門
新陰流協会準師範　
末岡 志保美
柳生新陰流の居合道を学び
ながら、強く健やかな体を目
指していきます。
★第１・３日曜13:30～15:00
★３か月6回15,552円　
★10/7～
★よみカル体験日9/2、9/16

ヘルマンハープを楽しむ
日本ヘルマンハープ振興会
認定インストラクター　梶 香津子
五線譜が読めなくても弾ける

美しい音色の弦楽器、ヘルマン
ハープを演奏してみませんか。
★第１・３金曜10:30～11:30
★３か月6回17,496円　★10/5～
★体験会9/21　11:30～12:00　受講料1,620円

篠
しの

笛
ぶえ

入門・夜
玲月流初代　篠笛奏者　森田 玲
音色に定評のある講師が
個人の癖を見抜いて、笛の
音色・音量を改善します。初
心者も歓迎！
★第４水曜19:00～20:30
★６か月6回19,440円　
★10/24～
★よみカル体験日9/26

お勤め帰りのゆったりヨーガ
エターナル・ヨーガ　こばやし さわこ

体が固い、難しいポーズは自
信がない、ヨーガは初めて、そん
な方にぴったりのゆったりと自分
のペースで行うヨーガです。
★水曜19:00～20:15
★３か月11回27,324円　★10/3～

★よみカル体験日9/5、9/26

五城美穂のカラオケ教室
キングレコード専属歌手・五城美穂歌謡教室主宰　　
五城 美穂
新しい曲から古い曲ま
で、色々なジャンルの曲に
チャレンジしましょう。知
らず知らずのうちに揺るぎ
なき「自信」がもてます。
★金曜10:30～12:30
★３か月11回29,700円
★10/5～

こどもの絵と工作教室
（3歳から小6）
アーティスト　mayu
感性豊かな時期に創
作の楽しさを知ること
はとても大切です。年
齢、学年をこえて自由
に過ごす教室です。対象は3歳から小学6年生。
★第２火曜16:00～17:00
★６か月6回15,552円　★10/9～
★よみカル体験日9/11

算数・理科実験教室
小学理科算数実験研究家　
内倉 慶子
講座は、算数実験をメインに
理科実験を導入し、楽しみながら
学習するカリキュラムです。
★第２土曜16:30～17:30（小1～小2）
★６か月4回8,640円　★10/6～
★第２土曜17:40～18:40（小3～小4）
★６か月4回8,640円　★10/6～
★第２土曜18:50～19:50（小5～6）
★６か月4回8,640円　★10/6～

こども書道教室
（小・中学生）
新日本書道書友会　関東地区清心支部長　森 花能
対象は小学生以上です。中学生
には行書、かなの指導もします。
希望者は昇級・段の認定を受けら
れるチャンスがあります。
★第１・３水曜16:45～17:45
★６か月10回25,920円
★10/3～
★よみカル体験日9/5、9/19

小学生の
理科＆実験教室
ラズ株式会社　代表取締役　
佐藤 潤子
生物、地学、化学、物理の
理科４分野の中から毎回１
つ、様々なテーマを取り上げ
て実験・工作をします。
★第２水曜17:00～18:30
★６か月6回12,960円
★10/10～

ラッピングコーディネーター
養成（本科）
ラッピング協会講師　大島 安紀子
規定コース（半年）終了後、希

望者はラッピング協会認定のコ
ーディネーター資格取得試験を
実技講習免除で受験できます。
★第２・４火曜19:00～21:00
★３か月6回20,736円
★10/9～
★よみカル体験日9/11

初めてのコントラクトブリッジ
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 　
山田 睦子
年齢を問わず記憶力や集

中力が鍛えられるトランプ
ゲームを楽しみましょう。
★第１・３木曜
13:00～14:30
★３か月6回16,200円
★10/4～
★よみカル体験日9/6、9/20

大江戸
玉すだれ
（一社）大江戸玉すだれ師範　佃

つくだがわ

川 松
まつば

芭
変幻自在の玉すだれは誰でも
簡単にできる伝統芸です。声を出
して体を動かすので、運動不足の
方にもおすすめです。
★第２・４火曜19:00～20:30
★３か月5回13,500円　★10/9～
★よみカル体験日9/11、9/25

新しい自分を発見するコーチング
コーチ倶楽部代表コーチ　佐藤 創紀
成功へ導くためのコミュニケー
ションスキルを学び、今までの生き
方への疑問を解決していきます。
★第１・３・５土曜16:00～17:30
★６か月13回37,908円
★10/6～
★よみカル体験日9/15、9/29

基礎から学ぶ多肉植物
アレンジメント

Green Stylist　近藤 義展
ぷっくりとした姿形が魅力の多
肉植物。その特徴・管理方法など
を基礎から学びます。
★第１火曜10:30～12:30
★３か月3回8,424円
★10/16～（第3火）
★よみカル体験日9/18（第3火）

能の魅力
梅若研能会所属能楽師　古室 知也
舞台映像を通して
個々の演目を分かり
やすく解説します。
★第４日曜
13:00～15:00
★６か月6回
16,200円
★10/8（第２月）～

ゆっくり学ぶ台湾中国語サロン
よみうりカルチャー講師　洪 桂玲
美味しい台湾茶をいただきなが
ら中国語を学び、日常会話の習得
を目指してみませんか。
★第２・４水曜10:30～12:00　
★３か月6回16,848円　
★10/10～
★よみカル体験日9/12、9/26

草月流＆アレンジブーケ初級
草月流師範会理事　松井 洋子
マミフラワーデザインスクール講師　吉田 久美子
フラワーデザインと
草月流を一つの講座
で学びます。初心者か
ら上級者まで、経験に
応じて指導します。
★第１・３・５月曜15:30～20:00
★３か月6回15,552円　★10/1～
★よみカル体験日9/3、9/17

吉田 久美子

草月流を一つの講座
で学びます。初心者か
ら上級者まで、経験に

★第１・３・５月曜15:30～20:00

タヒチアンダンスで
美ボディ作り
カプアヘイラニダンススタジオ　インストラクター　Tsubaki

タヒチアンは腰回りを
動かしてインナーマッスル
を鍛えることができるダ
ンス。テンポの良い南国
の音楽に乗って、楽しみな
がら汗をかきましょう！

★木曜20:00～21:30
★３か月11回28,512円　★10/4～
★よみカル体験日9/13、9/20

基本から学べる
社交ダンス<個人20分>
JBDF現役A級講師　すがやDanceアカデミー　
菅谷 和貴
基本を大切に、分かりや
すくをモットーに、できる限
り一緒に踊りながら指導し
ていきます。
★第２・４木曜10:10～12:10
★３か月6回25,920円　
★10/11～
★よみカル体験日9/13、9/27

社交ダンス 初級
（社）全日本ダンス協会連合会公認講師　芳賀 博子
楽しくダンスを
踊るためには基本
を大切に！ 美し
い音楽とともに踊
る楽しさを肌で感
じてください。
★火曜15:45～17:15
★３か月12回32,400円　★10/2～
★よみカル体験日9/4、9/11
★木曜17:15～18:15
★３か月12回29,808円　★10/4～
★よみカル体験日9/6、9/13

リズムジャズダンス入門
ダンサー、振付師、インストラクター　朝吹 梨加

スロー、アップテンポのリズム
に合わせて楽しく踊るクラスで
す。柔軟性や衰えないための筋
力アップで若返りも図ります。
★第１・３・５火曜10:30～12:00
★３か月7回18,144円
★10/2～
★よみカル体験日9/4、9/18

情熱のアルゼンチン・タンゴ・ダンス
2008年アルゼンチンタンゴダンス選手権、
アジアチャンピオン　Eiichiro
アルゼンチンで本場の女性

とパートナーを組み、一流のダ
ンサーに師事した講師が、アル
ゼンチン流のわかりやすいシス
テムで指導します。
★第１・３・５土曜
15:30～17:00
★３か月6回17,496円　★10/6～
★よみカル体験日9/1、9/15

【料理】デコ巻きずし
日本デコずし協会所属デコ巻きずしマイスター　　　
下野 ひとみ
料理のレパートリーに、

お子様のお弁当に、パー
ティなど様々なシーンで活
躍する「デコ巻きずし」を作
ります。
★第３木曜13:30～15:30
★３か月3回8,100円　★10/18～
★よみカル体験日9/20

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
季節の人形や花・アクセサ

リーが、７色のとても扱いや
すい新感覚粘土を使って手
軽に可愛らしく作れます。
★第２・４水曜
10:30～12:30
★３か月6回16,848円　
★10/10～
★よみカル体験日9/26

革工房・サロン
レザークラフト作家　アトリエ「HISAO」主宰　新井 直美

手縫いを中心に染
め、カービングなど一人
一人が違う作品に取り
組みます。オリジナル
作品をご紹介します。 
★ 第２月曜
13:30～16:30

★６か月6回22,680円　★10/29～（第5月）

蒔絵
日本工芸会正会員　
勝又 智
漆で器物に文様を描き、

金銀の粒子や貝を定着させ
磨き上げることで格調高い作品を作ります。
★第１・３水曜13:00～15:00　
★３か月6回32,400円　★10/3～

小さなどうぶつたち
立体造形作家立体イラストレーター　金沢 和寛

段ボールや和紙などの「紙」
を材料に、丸めたり削ったりし
ながら少しずつ形を作り可愛い
動物を立体にしあげます。
★第４水曜15:30～17:30
★３か月3回9,720円　★10/24～
★よみカル体験日9/26

シャドーボックス(ソリッドアート）
（財）日本手工芸指導協会総合科師範　庄司 恵子

描けない人でも作れ
る立体画の世界。4～5
枚の紙をカッターで切り
刻み表情をつけ積み重
ねていきます。
★ 第３水曜
10:15～12:45

★６か月6回17,496円　★10/17～
★よみカル体験日9/19

マルチローディングで描く
フラワートールペイント<初級>
エニッド・ホッシンガー公認マルチローディング認定講師　
中村 留理子
一本の丸筆を使いアクリル
絵具10色でグラデーションを
出しながら、小花から優雅な
ロココのバラまで描きます。 
★第１・３木曜15:30～17:30
★３か月6回16,200円　★10/4～
★よみカル体験日9/6、9/20

はじめての創作レース
（公財）日本編物検定協会評議委員　腰塚 恵子

さまざまなレースの
基礎を学びながら、そ
れぞれのレースを作る
ための器具を使って
楽しく物づくりしてい
きます。
★ 第１木曜
10:30～12:30

★６か月5回13,500円　★10/4～
★よみカル体験日9/6

ドールBagチャーム　
ルルベちゃん
vanilleヴァニーユ主宰　井手 靖子

針と糸を使わな
いので、裁縫が苦手
な方でも可愛いドー
ルBagチャームが
作れます。お好みの
髪型やアクセサリー
などの小物で装飾

していきます。1回の講座で1作品作ります。
★第１水曜10:15～12:30
★３か月3回7,776円　★10/3～

ビーズ刺繍
ブルーシュミツコ主宰・刺繍作家・
K・HOUSEビーズ刺繍インストクター　藤井 美保
ビーズ刺繍の刺し方を基
本から覚え、素敵な作品を
作りましょう。特別な道具
を使わず気軽に始めること
のできるオートクチュール
刺繍です。
★第３火曜13:00～15:00
★６か月6回18,144円　★10/16～

こぎん刺し
MITTSU DO MADENIデザイナー　
藤本 真紀子
古典模様「もどこ」
を大切にしながら、色
や素材のバリエーショ
ンを加えて、自分だけの
「こぎん刺し」を作りま
しょう。
★第３火曜10:30～12:30
★６か月6回16,200円　★10/16～
★よみカル体験日9/18

「おとう飯カレー」を作ろう
カレー大學認定講師
お父さんが取り組みやす
い料理を応援する「おとう
飯カレー」。カレーのプロ
が教えるので、簡単で一流
の味に仕上がります。多忙
な主婦を助ける愛妻家の
お父さん、集まれ！
★第2土曜10:30～12:30
★６か月6回25,920円　★10/27(第4土）～

鎌倉の有名寺院のお香の製作
者が寺社の歴史などを語りなが
ら、鎌倉七福神と古刹をゆっく
りとご案内します。
★第１日曜13:00～15:30
★６か月6回19,440円
★10/7～

香司、かほり紫主宰　西島 紫
香司と歩く「鎌倉七福神巡り」

江戸には全国の大名が参
勤交代でやってきた際の住
まいとして、各所に屋敷を有
していました。そうした大名
屋敷の跡を巡ると、都内の
有名スポットが多く、東京の
街がそれらを礎に発展してきたことが分かります。
★第３木曜10:30～15:30
★６か月6回18,144円　★10/18～

考古学者　橋本 敏行
江戸の大名屋敷を歩く

文豪たちをより興味
深く感じ取っていただ
く、そんなフィールドワ
ークです。漱石、芭蕉
などをテーマにゆかり
の地や作品の舞台を
訪ね歩きます。
★第２木曜10:30～12:30
★６か月6回18,144円　★10/11～

作家　壬生 篤
 「文豪の東京」を歩く

「お城」「長屋の暮らし」な
どテーマを決めて史跡を巡り、
講師が解説します。10月のテ
ーマは「大商人の暮らし」。日
本橋を歩きます。
★第４水曜10:00～13:00
★６か月6回16,200円　
★10/31（第５水）～

江戸文化研究家　三宅 あみ

 ご一緒に 
江戸っ子あるき

森林の持つ様々な機
能を効果的に享受する
には、「五感」をフル活
用することが大事です。
10月は日本で最も古い
植物園である小石川植
物園で、様々な樹木を楽
しみましょう。
★第１土曜10:00～13:00
★６か月5回13,500円　★10/6～

森林セラピスト　高田 裕司

 五感を用いて
都会の森を楽しもう

歴史、文化、建築、食など毎回バ
ラエティ豊かなテーマで町の魅力
を探ります。講師おすすめの店で
のランチも魅力です。
★第３水曜11:00～14:30
★６か月6回22,680円　
★10/17～

絵地図師　散歩屋　髙橋 美江

 江戸っ子絵地図師と
下町散歩

新宿書房

美術史家、ロンドン大学コートールド美術研究所博士（美術史）
須沢 友香子

 東京の名美術館を訪ねて
楽しむ西洋美術入門

東京の名美術館で開催
される展覧会や常設展示
を、西洋美術の専門家で
ある講師と共に訪ね、西
洋美術に親しんでいただ
きます。
★ 第３木曜13:00～14:30

★６か月4回12,096円　★10/18～
（三菱一号館美術館）

日本旅のペンクラブ会員　
中尾 隆之、土井 正和、中元 千恵子

 東京今昔・歴史文化
めぐりと美味ランチ
＜第2木曜日＞

旅行雑誌でおなじみの紀行
文筆家が山手線界隈の懐か
しい街並みや神社・史跡をご
案内。小粋なランチも楽しみ
ます。
★ 第２木曜10:30～13:00

★６か月5回14,040円　★10/11～
龍泉寺（目黒不動尊）

西郷隆盛を中心に、激動の時
代を生きた、幕末から明治維新
の偉人たちの足跡をたどります。
洗足池駅集合、上野を経由して
日比谷の「かごしま遊楽館」で解
散します。

★10/5（金）または10/9（火）
10:30～13:30（両日とも同じ行程です）
★受講料　各日　会員・一般1,080円
（イヤホンガイド、保険料込み）

西郷隆盛に学ぶ
「敬天愛人フォーラム21」代表世話役　
 内 弘志

公開
講座
 ～幕末・明治維新東京散歩～
明治維新・西郷隆盛
ゆかりの地を訪ねて


