
●入会金不要 ※別途維持費がかかります。

事業企画・大手町スクール お申し込み 03-3642-4301 秋に学ぼう

◆12/6（月）13:00レクチャー
　14：00 開演
◆会員6,500円、一般7,000円（1等席）

12月文楽公演
ウズベキスタン共和国大使館共催
シルクロードとウズベキスタンの仏教遺跡

◆10/9（土）13：30～15：20
◆会員2,750円、一般3,300円

後援：
日本ウズベキスタン協会

絵画「ナポレオンの戴冠式」から
読み解く英雄の足跡 ～没後200年～

Ian Dagnall / Alamy Stock Photo, Image ID: HTBGW7

駐日ウズベキスタン共和国大使館提供

　英雄ナポレオンの偉業を美術面からの視点で
解説、621×979センチの超大作「戴冠式」の絵
画など、原寸大の詳細映像で実像に迫ります。
◆10/2（土）13：00～14：30
◆会員3,080円、一般3,630円

大手小町ラボ　
「自分らしく生きるヒント」
　働く女性に注目されているフロントランナーを講師に迎
え、コロナで変化した社会でどう生きるかを考えます。多様な
価値観に触れながら、「自分をもっと好きになる」講座です。
11/20、12/18にも講座があります。オンライン受講も可。
◆9/18（土）
　読売新聞「OTEKOMACHI」
　編集長 小坂 佳子
◆10/16（土）映画「竜とそばかすの姫」
　 プロデューサー 谷生 俊美（日本テレビ）
　いずれも13：30～15：00
◆各日とも会員・一般 3,300円

 会場：読売新聞東京本社3階「新聞教室」

◆配信期間 10/5（火）11：00～11/8（月）
◆受講料 無料（ウェブ上で配信する動画視聴講座）

筑波大学芸術系
准教授  下田 一太

　訪問前に
見どころや
巡り方を徹
底解説いた
します。

島根を学ぶオンライン講座
世界遺産を楽しむための
７つのステップ「石見銀山編」 ◆10/1４（木）

　12:30開演
◆10/19（火）
　12:30開演
◆各日とも
　会員
　14,500円、
　一般
　15,000円
　（S席・プログ
　ラム付き）

ミュージカル「オリバー！」
会場：東急シアターオーブ

◆10/21（木）11：00レクチャー
　12：00 開演
◆会員11,500円、
　一般12,000円（1等席）

10月歌舞伎公演
■事前レクチャー付き国立劇場観劇

出演：中村梅玉ほか

立正大学名誉教授　安田 治樹

美術評論家　谷岡 清

◆10/20（水）12：00開演
◆会員11,000円、
　一般11,500円（S席）

令和千本桜～義経と弁慶／
コロッケものまね
オンステージ2021

◆11/21（日）12：00開演
◆会員12,500円、一般13,000円（S席・プログラム付き）

本日も休診
■明治座公演

出演：柄本明、花總まり  ほか

京都・清水寺のこころ

◆12/4（土）14:00～15:30
◆会員2,750円、一般3,300円

清水寺執事補　森 清顕

四国八十八か所　遍路旅の魅力

◆10/30（土）13：30～15：10
◆会員2,750円、一般3,300円

旅と歴史のプロ・ナビゲーター　小林 祐一

おうちで学べる講座
フェス2021秋
9月開催

谷生俊美

石見銀山編

防災備蓄収納２級プランナー
認定資格講座
防災備蓄収納2級プランナー
認定講師　師尾 枝里
　防災備蓄の必要性、
具体的な準備方法、危

険性の回避など、演習を交えながら学びます。
試験なしで一日の講習で資格取得できます。
★10/17（日）10:30～17:30
★受講料　会員、一般16,500円
　認定料5,500円　テキスト代2,090円

親子で防災キャンプにチャレンジ
CAMMOC　三沢 真実
三宅 香菜子　内舘 綾子
　防災グッズはキャンプの
持ち物と同じものがいっ
ぱい。テントや道具の紹
介、水浸けパスタの実演

など、キャンプを防災に生かすことを楽しく学びます。
★11/6（土）13:30～15:30
★受講料　親子（大人１人、子ども２人まで）で
　会員2,750円　一般3,300円　教材費550円

防災―お金とくらしを守る
～そのとき困らないために

生活設計塾クルー取締役　
清水 香
　被災して住まいや財産を
失ったときに、どんな公的支
援があるのか、火災・地震保
険は必要かなど話します。
★11/7（日）13:30～15:30
★受講料　会員3,080円
　一般3,630円

生前整理アドバイザー2級
認定講座
生前整理アドバイザー認定指導員　馬場 南
　最後の1秒まで
自分らしく生き切
るために物、心、
情報をスッキリ整
理していきましょ
う。1日の受講で
生前整理アドバイ
ザー2級認定証が取得できます。
★9/25（土）10:30～16:30
★ 受講料　会員・一般9,900円　
教材費11,550円（テキスト代、認定料、添削代）

若冲の水墨画・来年の干支、
寅を描こう！
日本画家・美術家　西野 正望
　伊藤若冲のユニークな
水墨表現にアプローチし
ながら、来年の干支の寅を
描きます。
★ 11/13、11/27、12/11（土）
13:00～15:00
★ 受講料　
会員・一般11,880円
教材費2,500円程

花文字で描く開運「寅」
本花文字の会公認講師・認定作家　椛
　ひとつひとつ
に意味のある吉
祥絵柄を組み合
わせて、来年の
干支の「寅」を描
いて福を呼び込
みましょう。
★ 12/11（土）
10:30～12:00
★受講料　会員3,575円　一般4,125円
　教材費500円

モミの木のクリスマスリース
アトリエプチフルール協会　間山 栄美
　生のモミの木や木
の実を使って、香りを
楽しみながら、すて
きなリースを作りま
しょう！ かわいいク
リスマスの小物をあ
しらい個性豊かな仕
上がりに！直径35セ
ンチの豪華なリースが出来上がります。
★11/30（火）10:30～13:00　
★受講料　会員3,850円　一般4,400円　教材費2,600円

ソーシャルマナー３級認定講座
シニアマナーOJTインストラクター大野 利恵
　感じの良い笑顔、基本
の立ち姿勢や座り方、物
の受け渡しなど、普段の
何気ない動作から第一印
象を良くし、自分の強み
をいかすためのマナーを
学びます。試験なし、3時
間の受講で履歴書に記載
できる資格が取得できます。
★ 11/14（日）10:30～13:30
★ 受講料　会員3,300円　一般3,850円　
認定証代1,650円

クリスマス★
ラッピングレッスン

ラッピング協会講師　
大島 安紀子
　今年のクリスマスは、
心のこもったラッピング
で大切なあの人にプレゼ
ントを贈りましょう。初
心者にも簡単に包める方
法を教えます。
★ 12/14（火）
19:00～21:00

★ 受講料　会員・一般4,290円　教材費550円
〈イメージ〉

えびすトゥインクル オーケストラ
指揮者　野村 秀樹
　月１回の朝オケで
す。クラシックの名
曲や映画音楽など、
みなさんで楽しく優
しく奏でましょう。
★ 第３火曜
10:30～12:30

★６か月6回28,710円　★10/19～

Pops・Jazzアンサンブル
TOKIWA MUSIC SCHOOL　常盤 正徳

　使わないで眠っている楽器をもう一度生かし
て、青春のときめきを再び呼び戻そう！ それぞ
れの楽器を持ちより、アンサンブルをグループ
で楽しみます。
★第1・3金曜10:30～12:00
★６か月12回46,860円　★10/1～

気軽にボイストレーニング
（個人30分）
武蔵野音楽大学大学院修了　二期会会員　越野 麗子
　それぞれが生まれ持
つ美しい声、一番自然な
声をより自由に響かせる
ために、基本的な発声方
法を勉強していきます。
★ 第２・４月曜
13:00～14:30

★ ３か月6回
33,000円　
★10/11～

手帳サイズの
ペン水彩イラストスケッチ

画家　イラストレーター
原 としゆき
　ペンと水彩で、身
の回りのものや街の
風景を短時間で描き
ます。
★ 第１・３木曜
10:30～12:30

★３か月6回19,470円　★10/7～

パステルなごみアート
日本パステルホープアート協会認定インストラクター

つじ まさこ
　絵心もセンスもい
りません！ 指でクル
クルと色をのせて
描きます。透明感が
あり優しく温かみの
あるパステルの色が
心地良さを感じさせ
ます。

★ 第３月曜10:30～12:30
★６か月6回23,100円　★10/18～

ミュージカル＆
映画音楽を楽しむボーカルレッスン

日本オペラ協会会員　
声楽家（ソプラノ）　
小林 悦子
　心を躍らせた華麗
なミュージカルや
シャンソン、ポップス
に彩られた映画の
テーマ曲を一緒に歌
いましょう。
★ 第１火曜
10:30～11:30

★ ３か月3回
11,550円　
★10/5～

尺八 （30分個人レッスン）
東京藝術大学大学院修了　琴古流尺八鈴慕会　
青木 滉一郎
　伝統的な尺八音楽はも
ちろん、現代音楽やポッ
プスなどにも対応します。
レベルと要望に応じた個
人レッスンです。
★ 第２・４水曜
10:30～12:30

★６か月11回41,140円　
★10/13～
★ 事前体験会9/29
　受講料1,100円

沖縄三線
クイチャーパラダイス代表
仲本 光正
　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１・３水曜
13:00～14:30

★３か月6回19,800円　
★10/6～

手相学入門
手相研究家　仙乙 恵美花
（ひとお えみか）
　手相の見方を知ると、自
分の運気や健康状態など
を知る手がかりになりま
す。他人の性格がわかって、
仕事やコミュニケーション

に役立つ技術を一年間でひと通り学びます。
★第１・３・５金曜13:00～14:30
★３か月7回25,025円　★10/1～

空から眺める街を歩く
東京シティガイド　歴史ライター　近藤 圭二

　空から街を眺め
ることができる場
所を巡ります。空の
上から見下ろすこと
で、新たな発見があ
るはずです。空の上
から街を眺めた後、
一緒に、眺めた街を
歩きませんか。

★ 第２木曜13:00～15:30　★6か月6回22,440円
★10/14～

美しい姿勢と健康な
歩き方で、笑顔溢れる人生に
監修　日本DFWALK協会代表理事
山口 マユウ
講師　日本DFWALK協会認定講師
赤石 衣理
　歩き方を工夫するだけで、驚
きの美容&健康効果が得られ、
印象アップも期待できます。
★第２・４月曜19:00～20:00
★３か月5回17,187円　
★10/11～
★ 事前体験会9/27　
受講料1,100円

東京・
ネコ路地さんぽ
おさんぽライター　
森田 奈央
　ネコがのんびり過
ごしている路地のよ
うな、懐かしい街の
風景を見つけに出か
けましょう。
★ 第2木曜
10:30～13:30

★6か月6回21.780円　★10/14～

笑顔トレーナー　藤野 弘子
笑顔筋トレーニング

　使っていなかっ
た筋肉を少しずつ
動かし、笑顔でト
レーニングしま
す。脳の活性化に
も繋がります。
★ 第３金曜
13:00～14:15

★３か月3回10,395円　★10/15～

きれいな首元の
つくり方
　シワやたるみの無い
若々しく美しい首を作り
ましょう。
★ 9/17（金）
13:00～14:15

★受講料　会員3,465円
　　　　　一般4,015円

マナー・礼儀作法＆日本文化
小笠原流礼法宗家本部師範　赤川 澄子

　冠婚葬祭、訪問、贈答、和食や洋食のマナー、
手紙の書き方、敬語、プロトコールなど、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2火曜　10：30～12：00
★3か月3回9,900円　★10/12～

歌謡曲、ジャズ、シャンソン歌手
関口 マサト

開成出身の歌手が教える
ボイストレーニング
　演歌・歌謡曲、洋楽、ジャ
ズ、シャンソンと幅広く歌い
こなす現役歌手が、発声法の
基礎と極意を伝授します。
★第２・４木曜11:00～12:30
★３か月6回23,430円　
★10/14～

基礎から学ぶ
１Dayボイストレーニング
　楽に声量を出すため、呼吸の姿勢を整えま
す。肩とお尻のストレッチなど、声が出る体作
りの方法を伝授します。
★9/23（木）11:00～12:30
★受講料　会員3,905円　一般4,455円

日比健治郎のリコーダー　
入門 （30分個人）
リコーダー奏者　ロンドン王立音大
ディプロマ取得　日比 健治郎
　アルトリコーダーを使用
して、日本のメロディや世界
の有名なメロディを練習し
ながら、楽譜の読み方を習
得します。
★ 第２・４木曜
13:00～20:00

★３か月6回23,760円　★10/14～
※初級・中級クラスもあります。

誰でも上達
ウクレレ＆ギター教室 （個人30分）

シンガーソングライター
柴田 ヒロキ
　現役ミュー
ジシャンが上
達する弾き方
のコツを教え
ます。お好きな
曲で楽しくレッ
スンします。

★ 第２・４火曜10:30～12:30
★ ３か月5回23,100円　★10/12～

【足・ひざ・腰・首】あなたの足
大丈夫ですか？足から未病対策
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
　激増する「外反内反」「浮
き指」「アーチ不足」さらに
「ひどい外反母趾＝足ヘ
バーデン（仮称）」。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（未病）を自分で改善。
★第２水曜10:30～12:00
★３か月3回10,560円　★10/6（第１水曜）～

カサハラ式　
足裏バランス体操
【実践編】
ホリスティック美容整体
Abundance（恵比寿）カサハラ
式認定講師　奥 崇晃
（おく・たかあき）

　足のトラブル「外反内反」「浮き指」「アーチ
不足」があると下半身太りやＯ脚だけでなく猫
背、ストレートネックにも！足と体を整える教材
や、カサハラ式体操で自分の体をやさしくケア
しましょう。
★第４水曜10:30～12:00
★３か月3回10,560円　★10/27～

本多厚美　シャンソン・ダムール
声楽家（メゾソプラノ）　二期会会員　インターナショナル
ディクションボイスコーチ　本多 厚美

　日本語詞とイタリア
語、ナポリ語でレッス
ン。発声のためのエクサ
サイズは健康にも役立
ちます。ボイストレーニ
ングで、あなた本来の
美しい声を引き出し
ます。
★ 第２・４金曜
11:00～12:30

★３か月6回23,100円　
★10/8～

はじめての大正琴
日本大正琴協会師範（大正琴絃容会所属）
二宮 絃容翠
　数字譜の読み方や指使い
等の基礎から、より美しい音
色の出し方や音楽表現まで、
分かりやすく指導します。
★ 第１・３金曜16:00～17:30
（グループ）
★３か月6回20,790円
★ 第１・３金曜17:40～18:40　
（個人レッスン30分）
★３か月6回23,100円　★10/1～
★ 事前体験会9/17　受講料1,100円

はじめての大正琴
日本大正琴協会師範（大正琴絃容会所属）

10/1～
事前体験会9/17　受講料1,100円

吉良邸から築地まで＆
場外市場ランチ
漫談家　青空 遊歩
　ウォーキング漫談を楽
しみながら、両国・吉良
邸から赤穂藩・江戸屋敷
のあった築地まで青空
遊歩師匠が案内します。
★ 11/13（土）
10:15～13:00
★ 受講料　会員3410円　一般3,960円
教材費330円　保険料100円

旅する城
歴史紀行家　
小林 祐一
　「日本100名城」
を中心に、城郭の
歴史や見どころを
実際に足を運ん
だ講師の体験を踏まえて話します。
★第３日曜10:30～12:00
★６か月6回19,800円　★10/17～

朗読　
荷風散歩「寺じまの記」「葛飾土産」ー６回講座ー
俳優座女優・朗読家　長浜 奈津子

　永井荷風の随筆2作品
を、音読して楽しむ講座で
す。懐かしき昭和情緒に溢
れるこの小説を静かに味わ
いましょう。
★ 第２・４日曜
15:00～16:30

★３か月6回23,430円　
★10/10～

クリスマススワッグ＆お正月リース
国際プリザーブドフラワー協会（IPFA）認定講師　島田 詠美子
　アーティ
フィシャルフ
ラワーでク
リスマス＆
お正月飾り
を2時間で2
作品作りま
しょう。
★11/16（火）10:30～12:30
★会員3,300円　一般3,850円　教材費3,500円

高尾山の麓、
花の旧甲州街道を歩く
ＮＰＯ東京生物多様センター
副代表　粕谷 和夫
　梅郷として名高い高
尾山北側の旧甲州街道沿いを歩いて季節の花
の名前や特徴を解説します。蝶や野鳥の観察
も楽しみます。
★ 10/14（木）、11/11（木）、12/9（木）
9:30～14:00（現地集合）
★ 受講料　各　会員・一般4,070円　保険料100円

ハワイアンレイ（中級以上）
コハラカンパニー代表　
ヒデ・カラニモク
　フレッシュTiを用いて、
5種類の花及びグリーン
の葉を使い、三つ編みの
レイを作ります。
★ 12/2（木）
14:00～16:00（A）
19:00～21:00（B）
★ 受講料
各回会員3,437円　
　　一般3,987円　
　　教材費6,600円

仏像のひみつ
歴史紀行家　小林 祐一
　仏像に出会うための最
初の一歩。仏像それぞれ
の性格や役割、その見方
などを解説します。
★ 第３日曜
13:00～14:30

★ ６か月6回
19,800円
★10/17～

勝手に即興ハーモニー
メゾ・ソプラノ声楽家　ボイスセラピスト　更科 寿子
ジャズピアニスト　外谷 東
　指揮者に合わせ
て合唱や重唱をす
るのではなく、誰
でも簡単に口ずさ
めるメロディー
（主旋律）に即興
でハーモニーを付
けて歌うコツを教
えます。
★ 11/10（水）
12:15～13:45
★ 受講料　会員3,960円　一般4,510円
教材費2,000円

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
　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。
真珠を熟知
したプロが
語るパール
の見分け方や知識も学べます。
★9/30（木）13:30～16:30
★受講料　会員3,300円　一般3,850円
　教材費3,000円から

〈イメージ〉

誰でもカンタンに柔らかくなる！
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
　痛くない＆効果絶大のオリジナルストレッチ

で、すぐに体を柔らかく
します。今までのスト
レッチの概念が変わり
ます。
★ 第４日曜
15:00～16:30

★ ３か月3回14,256円　
★10/24～

アロマ・免疫UPのお灸
AEAJ認定アロマセラピスト　青木 恵里子
　精油を
添加でき
るお灸を
用いてセル
フでお灸
をします。
冷え・滞り
の改善に。
★11/9（火）15:30～17:30
★受講料　会員・一般3,410円
　教材費1,100円

イメージ＆スタイルコンサルタント　岩下 佳代
パーソナルカラー診断

　春夏秋冬と
は違うカラー
タイプ診断。
多彩なカラー
ドレープやサ
ンプル服等を
使ってお教え
します。
★ 10/27（水）
13:00～15:00
★ 受講料　会員4,026円　一般4,576円

大人の為のアイシャドウ＆
ハイライトメイク

　簡単で効
果大のアイ
シャドウテク
ニックと大人
の為の美肌
トーンアップ
ハイライト
レッスン。

★10/17（日）10:30～12:30
★ 受講料　会員4,026円　一般4,576円　
教材費250円

一葉化粧塾主宰・メイク講師　尾谷 一葉
50才からの

メイクレッスン
　自分に合う化粧品
は？疲れてる？目力が
弱い？厚化粧はいや！
50代からの大人メイ
クの悩みを解決します
★ 11/19（金）
15:00～17:00
★ 受講料　
会員3,630円　一般4,180円

50才からの
素敵に簡単ヘアアレンジ

　薄毛、白髪、髪質の変
化のお悩みを、誰にで
も出来る簡単なアレン
ジ方法で解決します。ヘ
アターバンデザイナー宮
井典子とのコラボ講座
です。
★ 11/5（金）
15:00～17:00

★ 受講料　会員3,630円　一般4,180円　

江口美貴Flower Salon Miki Art School主宰　江口 美貴　監修

NFD資格３級エントリーコース（前半）
　フラワーアレンジメントの基礎から学び、短期間で
効率的にNFD３級資格取得を目指すためのコースです。
★第1・3水曜13:00～16:00　
★3か月6回19,800円　★10/6～
★ 事前体験会9/29　受講料1,100円

インテリアフラワーコース（3か月）
　暮らしを彩る季節のアレンジメントや大切な人へのプレゼントにもぴったりな花束など、
おしゃれでシックなインテリアフラワーを気軽に楽しむコースです。
★第1・3水曜13:00～15:00　★3か月6回13,200円　★10/6～
★ 事前体験会9/29　受講料1,100円

ペッツオーリのリース
リビエール主宰　片山 理恵子　木嶋 眞理子

　イタリアの
ボ ル デ ィ・
ペッツオーリ
美術館を参
考に19世紀
のミラノの街
並みを背景に
壁面飾りを作
ります。

★11/15（月）13:00～15:00
★受講料　会員3,960円　一般4,510円　教材費3,850円

可愛いXmasフラワーケーキ
ＭＯＭＯフラワーデザインスクール代表　長谷川 もも
　プリザーブドやドラ
イ等でかわいくデコ
レーションしてXmas
フラワーケーキを作
ります。
★ 11/27（土）
13:00～15:00
★ 受講料　
会員3,575円　
一般4,125円　
教材費2,750円

セルフジェルネイル
Flora専任講師ネイリスト　 
mａｙ
　独学ではキレイにでき
ない、すぐ取れてしまう
…。そんな悩みも解決！ 
好みのデザインを自分で
仕上げられるようになり
ます。
★ 9/14（火）
13:00～15:00　
自分でできる簡単ア
ートのやり方を教え
ます

★ 12/14（火）
13:00～15:00　
クリスマスネイルを
楽しみませんか？
★ 受講料　各回　
会員・一般5,500円　
教材費1,650円

秋冬のハーバリウム・ディフューザー
ShuShu主宰　三浦 智子
　ハーバリウムに
アロマの香りをプ
ラス。目でも香り
でも楽しんで頂け
るディフューザー
を手作りします。
★ 11/7（日）
13:00～15:00
★受講料
　会員3,740円　
　一般4,290円
　教材費1,500円から

夜のやりなおし英会話
よみうりカルチャー講師　
スティーブン スペンサー
　昔習った基本文型や語
彙のおさらいを行いなが
ら、会話力の向上を目指
しましょう。
★ 第２・４木曜
19:00～20:30

★３か月6回21,450円　
★10/14～

ドイツ語会話入門
よみうりカルチャー講師　
小林 スサンネ
　ドイツ語会話の習得を
めざす入門者向けのクラ
スです。役立つ会話表現
を身につけましょう。
★ 第１・３金曜
15:00～16:30
★３か月6回21,450円　
★10/1～

ゆっくり学ぶ台湾中国語
よみうりカルチャー講師　
張 文馨
　先生や友達と楽しく
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日曜
10:30～12:00

★３か月6回21,450円
★10/10～

美と健康の太極如意棒
日中文化交流センター　
陳式太極拳18世馮志強老師　直門弟子　林 杰
　太極棒術は、
1000年の歴史を
持つ気功術です。
ゆっくりとした動
作で無理なく続
けられる秘伝のエ
クササイズで健
康と美を手に入れ
ましょう。
★ 第２・４木曜
12:30～14:00
★ ３か月6回
19,800円
★10/14～
★ 事前体験会9/23　受講料1,100円

は新設講座　 は公開講座 よみうりカルチャー恵比寿 検 索

● 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）を差し上げます。

● 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。

ポイントのご案内

●入会金５,５００円
・ ７０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円分を進呈します。
● 維持費、教材費など
・ 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。
●お支払い方法
・ 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。
・ 継続受講の方は、お支払いに銀行口座振替（自動引き落
とし）をご利用いただけます。

入会と受講のご案内
※表示の受講料などはすべて消費税込みの金額です。

「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
1,100円でお試しいただけます。
詳しくは裏面をご覧ください。

よみカル体験日
9月1日水～30日木

1F

3F
アトレ恵比寿

JR東口改札

地下鉄
日比谷線
1番出口

JR西口改札

グリーンゲート
エスカレーター

◀恵比寿ガーデンプレイス方面

2F JR恵比寿駅2F JR恵比寿駅

アトレ内エレベーターで7F

JR 恵比寿駅ビル「アトレ」7F

●入会金不要 ※別途維持費がかかります。

季節のお花で楽しむフラワー
アレンジメント
「宙花sorahana」オーナーフローリスト　戸部 秀介

　生花店の
オーナーだ
か ら こ そ
知っている
お花の雑学
や育て方な
どの話を交
えながら、
みなさんの
「作ってみ
たい」アレ

ンジメントのリクエストにもお応えします。
★第2火曜13:30～15:00　
★3か月3回11,220円　★10/12～

乾燥ポルチーニと季節の
きのこのリゾット
～セツコマンマの元気が出るイタリアン～
イタリア料理教室「イゾラーラ」主宰、
イタリアAISO認定オリーブオイルソムリエ
大島 節子
　講師のデモン
ストレーション
を中心にワンラ
ンクおいしくす
るコツを教えま
す。“イタリア産
乾燥ポルチーニ茸”がお土産に付きます。
★10/27（水）13:00～14:30
★受講料　会員・一般3,080円
　教材費1,100円

大人のための
高校数学・入門編
埼玉県私学数学教育研究会
幹事　橋本 修司
　高校時代に理解しきれな
かった内容や、挫折してし
まった単元にもう一度チャ
レンジしてみませんか。
★第２・４日曜15:00～16:00
★３か月6回20,460円　★10/10～
★ 事前体験会9/26　受講料3,410円

大人の女性のための
～コミュニケーション会話術
ラジオパーソナリティー　吉田 ゆう子
　どんなときも相手を気遣
う会話＝言葉選びが大切で
す。ネガティブな言葉をポ
ジティブな言葉に言い換え
るなど、相手に寄り添う話
術を教えます。
★第3火曜10:30～12:00
★３か月3回10,560円　
★10/19～

おうち時間に簡単♪
本格ガパオライスとソムタム

タイ料理研究家
安藤 梨鈴
　本格タイ料理と
野菜カービングを
紹介します。お土産
に、講師おすすめの
“万能調味料”を差
し上げます。おうち

でエスニックな気分を味わってみませんか。
★11/17（水）13:00～15:00
★受講料　会員・一般3,905円
　教材費1,650円

からだの科学
元帝京平成大学大学院健康科学研究科教授　医学博士
鶴岡 正吉

　生理学で明らかにされた体
の「生きているしくみ」を分か
りやすく解説します。人体の
不思議とその仕組みの驚きや
感動を味わってみませんか。
★ 第３金曜15:30～17:00
★６か月6回21,780円　
★10/15～

ドイツ＆パリスタイル　
フローラルデザイン
fl owerdesign 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、アート等
他の花材も
使います。

★第１・３水曜14:00～16:00
★３か月６回19,140円　★10/6～
★第１水曜14:00～16:00
★６か月６回19,140円　★10/6～
★ 事前体験会9/15　受講料3,190円

アヤクーチョ刺繍　
刺繍作家　山森 サキ
　南米ペルーの地方都市・アヤ
クーチョは「民芸の首都」と言
われるほど様々な工芸品があ
ります。その中でも刺繍は16
世紀にスペインによってもたら
された技法とインカ文明の出
会いで生まれました。鮮やか
な毛糸を使って独自のふっく
らとした花や鳥をモチーフとし
た刺繍を楽しみます。
★第1水曜13:00～15:00　
★3か月3回10,890円　★10/6～

オートクチュール
ビーズ刺繍ジュエリー
エトワレ所属ジュエリー作家　佐藤 文緒

　針と糸を
使った技法
で、オーガ
ンジーに刺
繍してアク
セサリーに
仕 上 げ ま
す。自分の
ペースで楽
しみながら

繊細な作品を作ります。
★第４水曜13:00～15:00
★６か月6回23,100円　★10/27～

楽しい煎茶道　テーブルコース
煎茶道　黄檗幽茗流　家元　三浦 佑晃
　煎茶・玉露・冷
茶などをおいしく
入れる手順といた
だき方を学びま
す。テーブルコー
スなので正座が苦
手な方でも気軽に
ご参加ください。
★第2・4月曜10:30～12:00
★3か月6回22,440円　★10/11～

ピラティス・メソッド
studio-emi代表　
千葉 絵美
　体幹を鍛え
ることで体の
免疫機能を高
め、それぞれ
の骨格を生か
し健康的な体
へと導きます。

★ 第1・3火曜 11:30～12:15
★ ３か月6回21,780円　★10/5～

SAM（TRF）の健康イージーダンス
ダレデモダンス認定インストラクター　SHIHO

　SAMプロ
デュースによ
るシニアの
方々が無理
なく楽しめ
るプログラム
です。

★第２・４火曜10:30～11:30
★３か月5回17,187円　★10/12～

子供の表現力を引き出す
文章教室（小３～小6）
家庭教師「イキベタ家庭教師」著者　心理相談士　
教育コンサルタント　中井 敦子
　言葉遊びの中から、少し
の表現の違いで印象が変
化する言葉のおもしろさや
不思議さを知り、自分の書
く文章の中にいかして表
現してみましょう。1回ずつの受講もできます。
★10/31、11/28（日）10:30～12:00
★受講料　各回会員・一般3,080円

月１回の書道教室（小５～中学生クラス）
新日本書道書友会　講師　森 花能
新日本書道書友会　師範　杉浦 典子
新日本書道書友会　師範　津田 登吉

　学年別のお手本を用意し
て添削、中学生には行書、
かなの指導もします。時間
内に自分のペースで仕上げ
ていきましょう。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水曜18:00～19:15
★６か月6回18,480円　
★10/6～

はじめての植物画
日本ボタニカルアート協会会員　安西 典子

　植物画は草
花を科学の目
で観察し、芸術
の心で描きま
す。植物画を基
礎から丁寧に
指導します。
★ 第２・４木曜
10:30～
12:30

★ ３か月6回
23,100円　
★10/14～

やさしいタップダンス
Higuchi Dance Studio 
インストラクター　
Minori
　初めての方は基礎
の基礎から、経験者
の方はステップの種
類を増やすようなレ
ベルに合わせたレッ
スンです。
★ 第２・４水曜　
19:30～20:45

★ ３か月6回
20,790円　★10/13～

こども造形教室（園児年長～小学生）
武蔵野美術大学大学院日本画コース修了　
日本画家　榎谷 杏子
　絵画ではモ
チーフをよく観
察し集中して描
くことを、工作
では自分の中の
イメージを具体
化することを目
標にします。個
性を大切に、創造力と感性を育みます。
★第１・３土曜15:00～16:30
★３か月6回19,800円　★10/2～
★ 事前体験会9/18　受講料1,100円

こどもの絵画教室（3歳～）
東京芸術大学大学院油画専攻卒　
絵画講師　ひづめ つかさ

　のびのびと描
く楽しさやすばら
しさを学びます。
それぞれの感性
や個性、発想力
を大切にしなが
ら取り組む事に
よって自信や考え
る力を身につけ
ていきます。

★第3金曜16:00～17:30
★6か月6回19,800円　★10/15～

色えんぴつの小さな風景画
武蔵野美術大学油絵科卒　澤田 真理子

　小さなスケッチブック
に、写真をもとに色えん
ぴつでかわいい風景画
を描きます。
★ 第１・３水曜
10:30～12:30

★ ３か月6回
22,440円　
★10/6～

生活に役立つ「漢方入門」
AEAJ認定アロマセラピスト　青木 恵里子

　漢方を中心に精
油、メディカルハー
ブなどの具体的な
使い方を学び、体
質に合わせて調
合、実習します。
★ 第３金曜
13:10～15:10

★ ６か月6回
20,460円　
★10/15～

はじめての
K-POPダンス
ダンスインストラクター
コナミ
　K-POPのカッコイ
イ系からセクシー系ま
で、講師の振り付けで
幅広いジャンルをレッ
スンします。リズムに
乗って楽しく運動不
足解消！
★第1・3水曜18:30～19:30
★３か月5回19,800円　★10/6～

キーボードで音楽を
楽しもう（小学生）
ＣＭＣカシオミュージックサークル認定講師　
永峯 千津子

　キーボードの色々な音色やリズムで遊びなが
ら、１曲楽しく弾いてみましょう。
★10/12（火）19:00～19:45
★受講料　会員・一般2,750円　教材費220円

本漆で金継修理
　割れた陶磁器を漆
の強い接着力で復元
し、蒔絵の技法で金
銀に装飾し器を甦ら
せます。
★ 第２水曜
13:00～15:00

★６か月6回31,680円
★10/13～

蒔絵
　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39,600円　★10/6～

漆芸作家　勝又 智

筆ペンで簡単 
モダンカリグラフィー
　近年世界中で流行っている文字ス
タイルで筆ペンを使って書くことが
できます。おしゃれなアルファベット
が書けるようになったら、カードや
作品作りにもチャレンジしていきま
しょう。
★第3日曜10:30～12:00
★6か月6回23,760円　★10/17～

モダンカリグラフィー
～おしゃれなサンキューカードを筆ペンで書いてみよう～
★10/3（日）10:30～12:00　★受講料　会員・一般3,960円　教材費440円

カリグラファー　ひがし はまね リボン＆フランス刺繍　
K.Inoue 刺繍教室認定講師　
nanairo
　基本から少しずつレベル
アップしていきますので、初め
ての方も安心してご参加くだ
さい。リボンで、可愛い小物を
作れるようになりましょう。
★第4月曜10:30～12:30
★６か月6回22,440円　
★10/25～
★ 事前体験会
10/11
　 受講料
3,740円

啓蒙の世紀を生きた女性たち
～ヴェルサイユ、パリ、再びヴェルサイユへ～
ベルサイユのばら同好会主宰　安瞳 麗

　啓蒙の世紀といわれる
18世紀、身分を問わず教
養を身につけ才能を開花
させた幾多の女性たちが
います。しかし時代は女性
の自立や社会参加を受け
入れるには早すぎました。
彼女たちがしるした足跡
を辿ります。

★第２・４火曜13:00～14:30
★３か月6回19,800円　★10/12～

恵比寿の街と
ビールの歴史
作家・ヱビスビール記念館前館長　端田 晶
　ビールと恵比寿の奇縁とも言え
る百五十年の産業史を面白エピ
ソード満載で語ります。また、自
宅で飲むビールを美味しくする秘
伝の「三度注ぎ」も実演します。
★ 10/30（土）15:00～16:30
★ 受講料　会員・一般3,300円

保護者のための
ゼロからわかる中学受験
家庭教師「イキベタ家庭教師」著者
心理相談士　教育コンサルタント　
中井 敦子
　中学受験を始める、また転
塾を考えている保護者の方々を対象に、大手塾
の特徴と選ぶポイント、志望校選定時に考慮す
べきこと、低学年の間にやっておくべきこととや
らない方がよいこと、伸び悩んだとき心にとめ
ておきたいこと―などをお話します。
★ 10/24（日）10:30～11:30　
個別相談11:40～13:00（１組10分程度）※希望者対象
受講料　会員・一般3,630円
（ご家族の同伴1名まで可）

ココ・シャネルが愛した
仕事と映画
映画プロデューサー　髙野 てるみ
　没後50年を迎えた稀代のファッ
ション・デザイナー、ココ・シャネ
ル。今も働く女性を励まし輝かせて
くれる彼女の仕事、そして映画への
こだわりと生きがいを明かします。

★10/31（日）13：30～15：00　★ 受講料　会員3,080円　一般3,630円

【講師プロフィル】
　美大卒業後、新聞記者、女性誌の編集者・ライターを経て、雑誌・広
告の企画制作会社、（株）ティー・ピー・オー、洋画の配給・製作会社、
株式会社巴里映画の代表取締役に。『ココ・シャネル 女を磨く言葉』
（PHP文庫）、『仕事と人生がもっと輝くココ・シャネルの言葉』
（イースト・プレス）、『職業としてのシネマ』（集英社新書）他多数。

魅惑の南インド
元南インド駐在員　
中岳 ケンジ
　歴史・文化・自然
の宝庫である南イ
ンド。南インドこそ
本当のインドの魅
力を味わえる地で

す。なかなか海外旅行に行けない今こそ、海
外旅行気分を楽しみませんか？
★10/30（土）13:00～14:30
★受講料　会員2,750円　一般3,300円

サメ学入門講座
東海大学海洋学部客員教授　田中 彰
　サメってどんな魚？ サメ博士
の田中 彰先生が科学に基づい
て詳しく、楽しくお伝えします。
★第３火曜13:00～14:30
★６か月6回23,760円　
★10/19～

【講師プロフィル】
　東海大学海洋学部客員教授。日本板鰓類研究会前会長。
国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）種の保存委員会サメ専門家グループアジ
ア地区メンバー。農学博士。専門分野は海洋動物学、資源保全生物学。
駿河湾ほか、沿岸・深海域および亜熱帯のサンゴ礁域に生息するサメ類
を中心に40年以上にわたり研究を続けている。2013年7月28日『ＮＨＫ
スペシャル　シリーズ深海の巨大生物謎の海底サメ王国』に出演。著作
に『深海ザメを追え』（2014年）ほか

※大阪海遊館のホホジロザメ模型

プロに学ぶ、一生使える靴磨きの技
靴磨き職人　河村 真菜
　靴磨きは靴を長持ちさせるための大切なお手入れ。しっか
りお手入れすれば一生モノの靴になります。「ひとつの靴を長
く大切に履く」そんな思いを大事にしながらご自宅でできる
お手入れの方法をイチから丁寧に教えます。
★10/30（土）11:00～12:30　★ 受講料　会員・一般5,500円 
　教材費　靴磨きキット2,750円（希望者）

【講師プロフィル】
　友人から借りた本『イタリア人の働き方』に感銘を受け、OLから靴磨
き職人へ。名古屋にある靴磨き専門店『GAKUPLUS』にて修行を積
み、2019年より『GAKUPLUS TOKYO』のオーナーに。テレビを始め、メディアに多数出演。
　現在はオンラインを中心に靴磨きサービスを行ったり、全国の靴磨きイベントに出演している。
女性向けの革靴ブランドを立ち上げ予定。

秋の薫りをつめ込んで モンブランな瓶パフェ　パティシエール　延命寺 美也
　パフェが大人気のスイーツ店「EMME」（東京・表参道）のパティシエー
ルが自宅でも楽しめる瓶パフェを教えます。講座ではモンブランを瓶に
つめ込んだ「モンブランな瓶パフェ」を実践レクチャー。何層にも広がる
秋の味わいをご堪能ください。
★10/31（日）11:00～13:00　
★受講料　会員・一般4,400円　教材費2,420円（瓶パフェ2本）

【講師プロフィル】
　フランス、フォンテーヌブローのパティスリーフレデリックカッセ
ルで研修。都内のパティスリーやレストランで経験を積みレストラ
ンT’SUKI Sur La Mer（ツキ シュールラメール）にてシェフパ
ティシエに。2016年にはミシュラン一つ星のLATURE（ラチュレ）
にてオープニングからシェフパティシエを務める。2019年ソムリエ
で夫の延命寺信一さんとワインバーとアシェットデセールのお店
EMME（エンメ）をオープン。 〈イメージ〉

【講師プロフィル】
　IT業界での勤務を経て和菓子作家の道に進む。オーダーメードの和
菓子を作品として制作・監修。日本国内および海外で和菓子教室や
ワークショップ・展示・レシピの開発を行う。
「印象を和菓子に。」をコンセプトに日々のあらゆる体験、印象を表
現し続けている。

秋を感じる和菓子作り～「吹き寄せ」～
和菓子作家　坂本 紫穗
　色付いた落ち葉が秋風で一所に吹き寄せられる様子を
干菓子で表現します。
★10/30（土）14:00～16:00
★受講料　会員・一般4,400円　教材費2,310円

ナポレオンとフランス近代図書館
聖学院大学名誉教授　若松 昭子

　革命期フランス書物文化とナポレオンがフラ
ンス図書館に与えた影響について、画像や映像
を参照しながら解説します。
★ 10/7（木）13:00～14:30
★ 受講料　会員3,300円　一般3,850円

authed. by Belvedere Museum, Wien

楽しみながら
茶の湯ことはじめ
茶道裏千家教授　
村上 宗由
　千利休が確立した茶の
湯の伝統文化を、日常生
活の中で親しみやすく、
取り入れられるように、
茶道の基本を学びます。
★ 第３金曜
13:00～15:00

★ ３か月3回10,725円　★10/15～ 〈イメージ〉

JR恵比寿駅ビル アトレ7F
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