
山野草の寄せ植え
澪樹園園主
日本小品盆栽組合員　
内田 佐智子
　自然の植物そのまま
の楚々とした美しさを楽
しめます。材料や道具な
どはご用意しますので、
手ぶらでご参加いただけ
ます。
★ 第１木曜13:30～15:30
★ ３か月3回11,220円　
1/5～

こまきしょくどうの精進料理
「カフェ風精進料理こまきしょくどう」店主　藤井 小牧
毎月テーマと季節に合わせ

たメニューで旬を楽しみなが
ら、精進料理と日本の食文化
の魅力をお伝えします。 
※講師のデモンストレーショ
ン中心ですが、一部作業をお
手伝いいただきます。
[テーマ］
1回目「精進だしいろいろ」
2回目「乾物いろいろ」
3回目「洋風いろいろ」
★第４土曜11:00～13:00　
★３か月3回11,880円　1/28～

～和の香り「ゆず」のバスボム作り～はじめての蒸留体験
　水蒸気蒸留法で抽出した「ゆず」のハーバルウォー
ターを使って、バスボムを作りましょう。日本人に愛さ
れてきた和ハーブについても解説します。
★12/22（木）10:30～12:00
★受講料4,070円（会員3,520円）　教材費2,200円

AEAJアロマインストラクター　横関 保子
～ハーブウォーターでクラフト作り～ 
香るハーブ蒸留体験

　水蒸気蒸留法で抽出したハーブウォー
ターを使って、季節に合ったアロマクラ
フト作りをします。ハーブの香りに包ま
れる蒸留時間は特別なひと時です。
★第４木曜10:30～12:00　
★３か月3回10,560円　1/26～

はじめての殺陣
指導員　龍 志
映画や時代劇、舞台などの

迫力のある殺陣には目を奪わ
れてしまいます。そんな殺陣を
体験してみませんか。刀の握り
方から美しい殺陣まで、心と
体を鍛えつつ指導します。
★第２・４土曜18:30～20:00
★３か月5回17,600円　1/28～
★事前体験1/14

はじめての
楊名時太極拳

楊名時太極拳 師範　
半田 紀子
　ゆったりとした太極拳で
心と体を整えましょう。楊
名時太極拳はくらべない競
わないがモットーです。
★第１・３木曜14:00～15:15
★３か月6回19,800円　1/5～

エレガントな身体をつくる
ボディコンディショニング 入門編

ウイメンズボディコンディショニングインストラクター
高橋 尚子
　ピラティス、バレエストレッ
チ、足裏とリンパのマッサージ
を凝縮したメソッドで、エレガ
ントな姿勢と身のこなしを身
につけましょう。
★第２・４月曜11:00～12:30
★３か月5回18,150円　1/23～

美ウォーキング＆
コアエクササイズ

VICTOIRE JAPAN代表　本名 由香里
　綺麗な歩き方や所作を身に
つけることは一生の財産になり
ます。体幹（コア）のエクササイ
ズと基本のウォーキングで美し
く健康に！
★第２・４火曜10:30～12:00
★３か月6回21,120円　1/10～

やさしい広池ヨーガ（金）
広池ヨーガ健康研究所代表　宮本 登喜子
広池ヨーガ担当講師　水原 典子
　年齢を問わず始めら
れ、硬くなった筋肉や関
節をゆっくりほぐしてい
きます。冷え性の改善に
もおすすめ。
★第１・３金曜12:30～14:00
★３か月6回18,150円　1/6～
★事前体験12/16

～ゆりかごから墓場まで～
愛犬との楽しい暮らし方について
ジャパンペット総合スクール理事長　勝俣 和悦 

　大切な愛犬の年齢に応じた
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。愛犬と長く一
緒に過ごすためのヒントにな
る講座です。お悩み相談の時
間もあります。
★2/19（日）13:00～15:00
★受講料3,300円（会員2,750円）

もっとゴルフが上手くなりたい方へ
よみうりゴルフ俱楽部 
専属プロによるラウンドレッスン
プロゴルファー（よみうりゴルフ俱楽部専属プロ）　加藤 淳

法人会員制「よみうり
ゴルフ俱楽部」18ホール
を専属の加藤プロのレッ
スン付きでまわる特別講
座です。1組4ホールずつ
帯同します。プレー後に
映像でおさらいも。

★ 日時　2/15（水）または2/22（水）　
　　　各日9：00～16：30 現地集散
★場所　よみうりゴルフ俱楽部（東京・稲城市）
★受講料各23,100円
（飲食代と70歳未満の方の利用税1,200円は
別途、現地でご精算いただきます）

アーティフィシャルフラワーで作る
早春のローズリース

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
のローズ、ガーベラ、カモミー
ルなどを使い、33㎝程のビタ

ミンカラーのリースを作ります。
★1/29（日）10:30～12:30
★受講料3,850円（会員3,300円）　教材費3,300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

　春のお彼岸のご供養に生花
を加工した水やり不要のプリ
ザーブドフラワーでお供え花を
手作りしませんか。
★3/12（日）13:00～15:00
★受講料3,850円（会員3,300円）
　教材費2,950円

エッグアートで作る
薔薇のジュエリーボックス
Craft House Treasure Box主宰　秀野 恵子
　本物のガチョウの卵殻
でエレガントな小箱を作
ります。繊細で華やかな
エッグアートをお楽しみく
ださい。
★1/26（木）10:30～12:30
★ 受講料4,510円（会員3,960円）　教材費5,500円

蒼山日菜のレース切り絵
蒼山日菜認定講師　中沢 ユキコ
ハサミひとつで作るレース切り
絵。繊細で美しいデザインが人
気の切り絵アーティスト蒼山日菜
監修の切り絵講座です。
★1/28（土）13:00～15:00
★受講料4,510円（会員3,960円）
　教材費1,650円～

訶梨勒（かりろく）づくり
茶心香心堂代表　谷 美緒
　慶事に飾る厄除けの
お香です。無病息災を祈
り、空間を清める香りを
作ります。
★2/18（土）
　15:30～17:30
★受講料4,510円（会員3,960円） 
　教材費5,000円程

～古代文字アートで描く～ 書初め体験
書家、グラフィックデザイナー　サノアツコ（翠嵐）

　2023年の目標や抱負
を古代文字アートで表
現しましょう。作品を簡
単な軸装にすればすて
きなインテリアにもなり
ますよ。

★1/5（木）13:00～15:00
★受講料3,850円　教材費500円

九星気学で視る 2023年の運勢と
あなたの開運のポイント
フローリーディング研究所　中村 彩祐子
　今年の運気と各九星別の開運ポ
イントをお伝えします。（個別のワン
ポイントアドバイスもございます）
★1/29（日）10:15～11:45
★受講料3,300円　教材費550円

～グルテンフリーの米粉と飴クリームを使って～
フラワーカップケーキ
東日本アイシングクッキー協会代表　田中 弥生 

　講師が用意した米粉を
使ったヘルシーなカップ
ケーキに、飴クリームで
色とりどりのお花を絞り
ます。
★2/26（日）13:00～15:00

★受講料3,520円　教材費2,500円

心ときめく
リボン＆フランス刺繍

刺繍教室アトリエ ルア講師　nana
　糸の代わりにリボンを使って作る刺
繡です。立体感があり、少ないステッチ
でも華やかに仕上がります。
★第４月曜10:30～12:30
★３か月3回11,220円　1/23～

簡単キーボードで
音楽制作を楽しもう！
CMCカシオミュージックサークル認定講師　永峯 千津子
　キーボードの多重
録音機能を使い、気
軽に音楽制作を楽し
みます。3回のレッス
ンで自分だけのアレンジを完成させます。ご自
宅にキーボードがない方も受講可能です。
★1/24（火）、2/14（火）、2/28（火）13:00～14:30
★受講料３回19,140円　教材費666円
　※CDをご希望の方は別途1,000円

ピローミストを作ろう
ナードアロマインストラクター
アロマピッコラ主宰　Chiemi
　100％自然由来の精油を使用
して、贅沢で優しい香りのピロー
ミストを作ります。お好みの香り
を選べば、自分だけの癒やしの
ミストができあがります。
★2/2（木）10:30～12:30

★受講料3,850円（会員3,300円） 教材費2,000円

イメージ＆スタイルコンサルタント　岩下 佳代
骨格美人メイクレッスン
一人ひとりの顔型やパーツを見

て、お似合いの眉・ハイライト・
シェーディングをご提案します。
★1/22（日）13:00～15:00
★受講料4,576円（会員4,026円）　教材費450円

アクセサリー＆ベーシックカラー
　お似合いのアクセサリーと基本カラーで、自
分にピッタリの着こなし術をお伝えします。
★2/12（日）13:00～15:00
★受講料4,576円（会員4,026円）

大人の為のアイライン＆付けまつげレッスン
　目の形や個性に合わせたアイラインのメイ
ク法や付けまつげの選び方、付け方を実習
レッスンします。
★3/12（日）13:00～15:00
★受講料4,576円（会員4,026円） 教材費350円

骨格美人メイクレッスン
一人ひとりの顔型やパーツを見

川崎競馬場 はじめての競馬デビュー
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？川
崎競馬場の施設見学
と初心者レクチャー、
ゴール地点目の前の
来賓室でレースを楽し
んでいただきます。

★1/26（木）14:00～16:30（見学＆レクチャー）
　2/2 （木）14:00～17:00（来賓室で競馬体験）
★ 受講料3,300円（会員2,750円）　保険料200円

瘦せ活＆イストレダイエット
日本ダイエット健康協会認定インストラクター　横山 あや
　正しい知識と理論に基づいた
「痩せ技」を学び、実践するダイ
エット講座です。
★第１・３水曜10:30～11:30
★３か月6回19,800円　
　1/18～

手紙・小説・自分史が楽しく書ける！ 
心に伝わる文章講座

作家　平山 讓
　ちょっとしたコツを知ることで、
誰でも端正で味わい深く、心のこ
もった文章が書けるようになりま
す。大切な「伝える力」を磨き、文章
を書く楽しさをお伝えします。
★第２・４月曜13:00～14:30
★３か月6回19,800円　1/9～

未経験からはじめる
マンガ原作者への道

マンガ原作者　西島 ユタカ
　一口にマンガといっても原
作つきのものと、そうでない
ものがあります。マンガ原作
者はマンガ家に原作＝ストー
リーを提供する仕事です。講
座では「マンガ原作者の仕
事とは何か」の説明からはじ
め、実際の原作の書き方まで
をお伝えします。
★第２・４水曜19:00～20:30
★３か月6回19,800円　1/11～

講師実績 マンガシナリ
オ担当『コミック版  やっ
てはいけない老後対策』
（小学館）

煌めく透明水彩レッスン
女子美術大学絵画学科日本画専攻卒、日本美術家連盟会員
平野 知加子
　煌めくような美しい発色が魅
力の透明水彩画。初めての方に
はデッサン・構図・混色法を基礎
から丁寧にお教えします。どなた
でも楽しく学べるクラスです。
★第２・４木曜10:30～12:30
★３か月6回23,100円　1/12～

～飽きずにずっと楽しめる～
　　  いろいろ楽しむ絵画教室
武蔵野美術大学油絵科卒　澤田 真理子 

　水彩絵の具を中心に色鉛筆
やコンテ、パステルからご希望
の方には油彩まで、いろいろな
画材の使い方を基本から指導
します。お気に入り画材を見つ
けましょう。
★第１・３水曜10:30～12:30
★３か月5回18,700円　1/18～

よくわかる狂言教室
十世　三宅 藤九郎
　講師は約600年の歴史を持
つ和泉流宗家に生まれ、十世
三宅藤九郎を襲名し、女性狂
言師として活躍。狂言の真髄
（こころ）から歴史と背景、正
しい発声や美しい姿勢まで、お
稽古を通してお伝えします。

★第４火曜19:00～20:30
★３か月3回11,962円　1/24～

　講師は約600年の歴史を持

はじめての龍笛
平安楽舎師範　左野 龍子
世界最古のオーケストラ「雅楽」の演奏

楽器である龍笛を、楽器の構え方、運
指、音の出し方、楽譜の読み方など
基本から練習していきます。
★第１・３水曜13:00～14:30
★３か月5回19,250円　1/18～

楽しいセルフジェルネイル
fl ora代表　may
　ネイルサロンに行かなく
ても、プロ用商材を使い、定
番フレンチネイルや最新の
デザインネイルを自分でで
きるようにお教えします。

★第２日曜13:00～15:30
★３か月3回16,500円　1/15～　★事前体験12/11

心の整理整頓～悩みスッキリ運気アップ～
統計心理学占術師、占いたまご代表　鈴木 眞紀子
占い案内人　坂田 幸弥
　誕生日から持って生まれた
素質を知り、心の整理整頓・お
片付け。対人関係の交通整理こ
そ、運気アップの近道です。
★第３木曜13:00～14:30
★３か月3回11,550円　1/19～

ときめきの地　魅惑の南インド
元南インド駐在員　中岳 ケンジ
　南インドの魅力を紹介する
人気の講座。今期は南部３州
のタミル・ナドゥ、ケララ、カ
ルナタカ州を取り上げます。

★1/22（日）、3/12（日）、3/26（日）13:00～14:30
★３か月3回9,900円　1/22～

家族を守る算命学開運法
算命学講師、生活発創星学主宰　仲村 梓穂

　中国の皇帝の占法として発
達した算命学。結婚、適職、
健康、生き方などの目標達成
や、こころ豊かな人生を送る
ために役立ちます。

★第１・３月曜13:00～15:00
★３か月5回19,250円　1/16～

東洋運勢学会理事　小澤 茜令
～生まれ年・月・日による宿命をパワースポットで変える～
九星気学の三命占法

三命（生年月日）を基に性格、病
気、職業、相性、恋愛などの判断を
的確に鑑定する方法を学びます。
★第２・４火曜10:30～12:00
★３か月6回21,450円　1/10～

小澤先生の占いで知る2023年
九星気学で開運成就。健康、仕事、人間関係の

説明をしたうえで、お一人づつアドバイスします。
★1/15（日）10:30～16:00
★受講料3,410円　教材費330円

名曲を楽しむ声楽アンサンブル
日本オペラ協会会員、声楽家（ソプラノ）　小林 悦子

世界中で愛唱されている名曲を
声楽的なアンサンブルで楽しく歌う
レッスンです。
★第２・４水曜10:30～11:30
★３か月6回23,100円　1/11～
★事前体験12/14

おうちインテリアの
イメージボードを作ってみよう

家づくりアドバイザー　ゆき
　理想のインテリアのスタイルや間取
り等をテキストに沿って、全3回でイ
メージボードとして作成します。自分の
家を自分でデザインしてみませんか。
家づくりのレシピをお教えします。
★第１土曜10:30～12:00
★３か月3回9,900円　1/7～

シンデレラコレクター・研究家　川田 雅直

シンデレラの知られざる真実と歴史
　フランス、イギリスで100年以
上前に出版された絵本や劇場ポス
ターなど、日本初公開となる貴重
なシンデレラコレクションを実際
に鑑賞しながら、シンデレラの真
実と歴史を紐解きます。
★第３金曜13:00～14:30　
★３か月3回12,210円　1/20～

リズムにのってセロトニンを活性化
ドラマー、セロトニントレーナー　牟田 昌広 
　不安、疲れ、やる気がでない。
そんなストレスを感じたらセロト
ニン不足かもしれません。簡単
にできるリズム体操で心の疲れ
を解消しませんか。
★1/21（土）13:00～14:30
★受講料3,850円（会員3,300円）

カサハラ式 あしけん体操
カサハラフットケア整体専属講師
関野 ひろゆき
　体の土台である足裏か
ら、全身と重力とのバラン
スを整えることで自然と
正しい歩行が促されます。
姿勢も良くなり、『未病状
態』を自分で改善します。

★第４水曜10:30～12:00　
★３か月3回10,560円　1/25～

小さな美術館～シンデレラのクリスマス会
　1900年頃欧米のクリスマスで公演されたシンデレラ劇のポスター
やプログラムなどのコレクションを展示し、まるで小さな美術館のよ
うになった教室で、シンデレラとクリスマスの秘密を
解き明かします。また、シンデレラを題材に1845年に
作られた楽曲をピアノとバイオリンの生演奏でお届
けします。シンデレラのトリビアブックのお土産も。
★12/18（日）14:00～15:30　★受講料4,070円

東欧雑貨屋クリコが出会う街と人とモノ
東欧民芸クリコ店主　栗山 かなこ
　自ら東欧に買い付けに行く
店主が、その時、その場所で
の出会いを大切に、かわいい
モノを探す旅のヒントをお話
しします。掘り出した
モノでのコーディネー
トもお楽しみに。
★12/22（木）
　13:00～14:15
★受講料3,630円
 （会員3,080円）

御食国（みけつくに）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！ 漫画「孤独のグル
メ」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ご紹
介します。地元特産品のお
土産付き。
★1/15（日）14:00～15:30
★受講料3,190円
 （会員2,640円）

のどを鍛える「健康声磨きⓇ」レッスン
一般社団法人日本声磨き普及協会 認定インストラクター
丘 孝子
　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、誤えん性
肺炎の予防に。
★第１・３・５月曜13:00～14:30
★３か月5回17,050円　1/16～　
★事前体験12/19 

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
　講師が用意した様々なパー
ル・天然石でお好みのアクセ
サリーを作ります。
★１/30（月）13:30～16:30
★ 受講料3,850円 （会員3,300円） 
教材費3,000円～ 画像はイメージです。

～オンラインで楽しむ～ 
プロから教わる冬の夜景撮影のコツ！

日本写真家協会会員　勝山 基弘 
　一眼レフのデジカ
メやミラーレス一眼
で「夜景」や「イルミ
ネーション」をきれい
に撮影するポイントを
指導します。zoomを
利用したオンライン講座です。
★12/20（火）19:30～21:00　★受講料3,300円

スウェーデン刺繍サロン
日本手芸普及協会刺繍師範、ドレスメーカー学院刺繍非常勤講師　高木 ヒロカ

　英国でユーゴスラビアンダーニングと
呼ばれる刺繍。規則的に布目をすくって
刺していく簡単な技法で、初心者でも楽
しめます。まずは小さなポーチやトート
バッグから作ります。
★第２・４金曜10:30～12:30 
★３か月6回23,100円　1/13～

～ペーストきのこでおいしく菌活～
きのこのポタージュスープ

きのこ料理研究家　まんぼママ
　栄養豊富で健康と美容、免疫力アップの
効果も期待できる「きのこ」の魅力をご紹
介します。ペースト状にしたきのこで作るポ
タージュスー
プの試食も
楽しみます。
 「エノキタケの
味噌玉」のお
土産付き。 

★1/22（日）13:00～15:00
★受講料3,850円（会員3,300円）　教材費1,650円★受講料3,850円（会員3,300円）　教材費1,650円

2022年10月ブタペストの蚤の市で。仲良
しの売り手さんと出会ったかわいいモノ▶ 

深海ザメの不思議
東海大学海洋学部客員教授　田中 彰

　水族館で見たサメってど
んな生き物なんだろう。不
思議なことがいっぱいで
魅力的な生き物、サメにつ
いてちょっと詳しく学んで
みませんか。今期は深海ザ

メをピックアップ。深海の過酷な環境を選択し
たサメたちの不思議に迫ります。
★第３日曜10:30～12:00
★３か月3回11,880円　1/15～

★３か月5回18,700円　1/18～

深海ザメの不思議
田中 彰

　水族館で見たサメってど
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表示の受講料などはすべて消費税込みの金額です。
会員料金の表示がない場合は、統一料金です。入会と受講のご案内

●入会金５５００円
・ ７０歳以上と小学生以下のお子様
は入会金無料。
・ 優待の併用はできません。
・ 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１０００円分
を進呈いたします。
●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。

●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

※ 事前体験は１回分の受講料が必要です。
※ お申込み人数が少ない場合、開講を中止することがあります。


