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■ 幕末明治と「西郷どん」
～原作と大河ドラマの時代考証の経験から～
薩摩が生んだ英傑・西郷隆
盛について、NHK 大河ドラマ
「西郷どん」の時代考証を担
当する講師が語ります。鹿児
島県特産品のプレゼント付き
です。
【日　時】9月16日（日）

10：30～11：45
【会　場】日比谷図書文化館
【講　師】東京学芸大学教授　大石 学
【受講料】無料（要予約）

■ 国立劇場「文楽鑑賞教室」
人形遣いレクチャー付き観劇

開演前に、三人で一体の人形を操る人形遣い
のみなさんを講師に迎え、人形を操る技法や、
表現方法などを紹介します。巧みな技に触れる
ことで、観劇の楽しみがよりいっそう増します。
【日　時】 12 月12日（水）11：00 開演

（レクチャー10：00～）
【会　場】 国立劇場（東京・半蔵門）
【講　師】 文楽技芸員（人形遣い）
【受講料】 一般、会員ともに 4,500 円

 （1等席チケット代含む）

■ ミュージカル「タイタニック」
バックステージツアー付き観劇
大きな感動を呼び話題作とな
ったミュージカル「タイタニック」
が、この秋再演されます。豪華
客船沈没の悲劇だけではない、
そこに生きた人々の感動の物語
をご堪能ください。観劇後は、
舞台裏を見学するバックステー
ジツアーへご案内します。
作詞・作曲：モーリー・イェストン、演出：トム・
サザーランド
出演は加藤和樹、石川禅、相葉裕樹、渡辺
大輔、霧矢大夢、安寿ミラ、鈴木壮麻ほか。
【日　時】10月12日（金）13：30 開演
【会　場】日本青年館ホール（東京・外苑前）
【受講料】一般11,500 円　

よみうりカルチャー会員11,000 円
（Ｓ席チケット代含む）

■ 柳亭小痴楽＆神田松之丞  二人会
～落語と講談で映す明治150年～
若手実力派の落語
家・柳亭小痴楽さん
と、今もっともチケッ
トのとれない講談師・
神田松之丞さんによ
る二人会です。明治
150 年にちなんだ演目をご覧いただきながら、
明治時代の「愛国」という米を復活させて造っ
た日本酒「乾坤一」（宮城県・大沼酒造）と、
伝統野菜の料理をご堪能ください。日本の伝統
芸能と食で明治時代を振り返る特別企画です。
【日　時】 10月4日（木）

18：30 開演（18：00 開場）
【会　場】 新橋演舞場 地下食堂「東」

（東京・東銀座）
【料　金】 9,500 円（落語二席、講談一席、日

本酒と伝統野菜の料理）

踊らにゃ損々、徳島・阿波おどりの風が吹く
■ 「秋の阿波おどりナイト」
徳島の阿波おど

りをけん引する有
名連の連長たちが
登場します。阿波
おどりトークで盛
り上がり、本場の
踊りも披露しま
す。参加者が踊れ
る体験会も。一夜
だけのスペシャル阿波おどりナイトを開催します。
【日　時】 9月29日（土）18：30～20：30
【会　場】 すみだリバーサイドホール（東京都墨田区）
【講　師】 徳島県阿波踊り協会所属　娯茶平 連長　岡 秀昭

阿波おどり振興協会所属　天水連 連長 山田 実
高円寺阿波おどり連協会所属　飛鳥連・吹鼓連
阿波踊り情報誌「あわだま」編集長 南 和秀

【受講料】  無料（要予約）

広域講座 申し込みは事業担当
（03-3642-4301）

本芸術祭芸術監督の
岡部武彦講師（ウィーン
国際文化協会第一副会
長）が、一から丁寧に指
導します。芸術祭では、
モーツァルトの名を冠す
る名門合唱団「ウィーン・モーツァルト少年合唱団」
との夢の共演も予定。経験は問いません。この機会
にぜひチャレンジしませんか。
★第２・４木曜16:30～18:00
★３か月6回22,680円　★10/4～

よみうり・ウィーン国際芸術祭芸術監督　岡部 武彦
ウィーンスペシャル女声合唱団
「ウィーン国際芸術祭」の舞台に立つ合唱団の新メンバーを募集します。

日本オーストリ
ア修好150 周年
を迎える 2019
年に、よみうり
カルチャー受講
生を主な対象と
した「ウィーン国
際芸術祭」を開
催します。会場
はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の本拠地「楽友協会」。
合唱、演奏、古典芸能など、日頃磨いた技をご披露いただ
ける貴重な機会です。ツアーは 2019 年 5月23日～29
日の7日間。芸術祭への出演以外にも、オペラ座歌手など
を招いての宮中晩さん会や、列車で行くザルツブルク観光、
チェコの世界遺産「チェスキー・クルムロフ」観光などのオ
プショナルツアーもご用意しており、充実した旅をお楽しみ
いただけます。

■ 日本×オーストリア修好150周年記念
「ウィーン国際芸術祭の旅」ツアー決定！

存在感のあるLLsize300mlのボト
ルにハロウィンの雰囲気たっぷりの不
思議さと美しさを感じる一味違うハー
バリウムを作ってみませんか。ちょっと
したコツやテクニックでいつものハー
バリウムがとても素敵になります。
★9/22（土）13:00～15:00
★受講料　会員2,808円　一般3,132円
教材費3,500円

ＭＯＭＯフラワーデザインスクール代表　長谷川 もも

ワクワク ハロウィンハーバリウム

日本アロマ環境協会認定アロマテラピーインストラクター香司　
谷 美緒

白檀薫る　練香づくり

平安貴族が愛した薫物ー練
香ー 香木と生薬でもある各種
香原料を調合し、練香を作りま
す。 煙のでない温めて焚くそ
の薫りの奥深さに心癒されま

す。 講座では、練香の焚き方もご紹介します。
★9/29（土）10:30～12:30
★受講料　会員3,240円　一般3,564円　
教材費3,500円

春夏秋冬とは違うカラータイ
プ診断で、似合う色と組み合わ
せ・柄の選び方を、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。お1人ずつ
のカラー診断とスタイリングア
ドバイスをする人数限定講座です。
★9/16（日）10:30～12:30
★受講料　会員・一般3,240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１DAYレッスン

顔には29種類の表情筋があり、表
情筋の衰えも顔のたるみの原因となり
ます。今回はほうれい線と二重あごに
重点をおいてトレーニングします。是

非表情筋トレーニングの楽しさをご体感ください。
★9/13（木）13:00～14:15
★受講料　会員2,700円　一般3,024円　
教材費300円

笑顔トレーナー　栗原 明美

さよなら！ほうれい線と二重あごお洒落な持ち手とモノトーン
のツイード生地を使って人気の
デザインバッグを縫わずに作り
ましょう。
★9/21（金）13:00～16:00
★受講料　会員・一般2,700円　教材費4,900円

ハンドメイド作家　宮崎 薫

縫わずに作るバンブー持ち手の
ツイードバッグ

ビーズで織り上げ、スワロフ
スキーをプラスしたデイリー
に楽しめるペンダントです。
★9/28（金）10:30～12:30

★ 受講料　会員2,916円　一般3,240円　
教材費1,500円

サコタカコビーズ織り本部講師　
村山 則子

ビーズ織りのペンダント

干支十二支のお話と書を含め
て、干支を中心に楽しい年賀状の
作り方をご指導します。
★11/13（火）10:30～12:30
★受講料　会員3,240円　
一般3,564円　教材費1,296円

俳画・紅鷗会主宰　鈴木 紅鷗

鈴木紅鷗の俳画とかな書の年賀状

プリザーブドのリーフを
使ってデザイン化したユリ
をネックレス仕立てにしま
した。ゴールドの輝きが美しいザルツブルク（オー
ストリア）の伝統的なテクニックです。
★10/29（月）13:00～15:00
★受講料　会員3,240円　一般3,564円
教材費4,536円

リビエール　片山 理恵子
 木嶋 眞理子

ユリのネックレス

生のモミの木や、木の実を使っ
て、香りを楽しみながら素敵なリー
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。

★11/28（水）10:30～12:30
★受講料　会員・一般3,024円　教材費2,300円

Jフローラルアーティスト協会認定講師　間山 栄美

モミの木のクリスマスリース

●入会金不要 ●要予約

日本画家・美術家　西野 正望

水彩画と水墨画を融合した
墨水彩の技法で花や果実を描
きましょう！
★ 10/13、10/27、11/10（土）
13:00～15:00
★ 受講料　3回会員9,720円　
一般10,692円　
教材費2,500円

『水彩墨画で花や果実を描こう！』

酒井抱一の「楓図」を取り上
げます。大色紙より小さい金地
の寸松庵色紙に、模本「楓図」
（酒井抱一）を墨で線画を写し
岩絵具で彩色して描きます。
★ 11/24、12/8、12/22（土）
13:00～15:00

★受講料　3回会員9,720円　一般10,692円
教材費2,500円

酒井抱一の「楓図」を描こう！

今、パリでは七宝
や青梅波模様など、
日本の伝統柄が流
行っています。フラン
ス生地ならではの繊
細な色み、高級感あ

る織り生地でファスナー、裏地つき
の立体的なバッグを作りましょう。
★11/28（水）13:00～15:30
★受講料　会員・一般7,020円　教材費8,964円

アトリエヒサノ主宰　佐藤 壽乃

おしゃれな利休バッグ

ソフトバンク スマホアドバイザー
■シンプルスマホ編
大きな文字で見やすい「シン
プルスマホ」を楽しく体験しませ
んか。操作のいろはをわかりや
すく紹介します。
★受講料　会員・一般1,080円
★9/30（日）10:30～12:30

■iPhone編
シニアの方も使いやすい
iPhone（アイフォーン）を楽し
く体験します。基本的な使い方
を専門アドバイザーが丁寧に
解説するので、初心者でも安心
です。

★受講料　会員・一般1,080円
★10/30（火）13:00～15:00

買う前にわかる！スマホのいろは
少しのコツでもっと子どもを
かわいく、子どもの成長を楽し
く、雰囲気良く残すポイントを
お伝えします。
★11/9（金）10:30～11:45
★受講料　一人参加　会員・一般　2,808円
 夫婦参加　会員・一般　4,536円

フォトグラファー　
キノシタ メグミ

パパ、ママのための一眼カメラ☆
子ども写真講座

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。
★10/29（月）13:00～16:00
★受講料　会員2,700円　一般3,024円
教材費3,000円から

KOBE PEARL COLLECTION代表　所神根 孝二

真珠屋さんに習うパールネックレス

＜イメージ＞

キッズウォーキング

明るく楽しくモデルウォーキン
グを体験するクラスです。対象
は、小1～中3（男子も可）
★11/18（日）10:30～11:30
★受講料　 会員2,268円

 一般2,592円

2014年ミス・インターナショナル日本代表　
本郷 李來

どう書き始めたらいいのか分からない－でも大丈
夫！ 原稿用紙の使い方から文章の組み立て方まで
じっくり学べます。
★9/25（火）13:00～14:30
★  受講料　会員1,080円　一般1,404円　
教材費108円

小説すばる新人賞受賞作家　上野 歩
創作文章教室「基礎の基礎」

「講談社」

きらきら輝きハイ
センス、周りのみん
なから一目置かれる
褒められるバッグ。
それがcoqette.715
オリジナルバッグで
す。普段使いにも、パーティーシーンにも使えます。
★第２・４日曜10:30～12:30
★３か月6回18,144円　★10/14～

coquett.715認定講師　AY.Jolie Ruban Tomomi

 ハンドメイドで作る
「オリジナルバッグ＆小物」

直接海外より買い付ける
ベネチアンガラスをメイン
に、オリジナルデザインの
大人のアクセサリーを作り
ます。他に天然石、スワロフ
スキー、チェコガラスなどの
お好みのものをお選びいただけます。
★第２月曜13:00～15:00
★６か月6回16,848円　★10/8～

Chestnut Street主宰　岩井 奈緒美

 ベネチアンガラスで作る
大人のアクセサリー

 縫わない貼るだけバッグ
専用ボンドを使って縫

わずにバッグを作ります。
お裁縫が苦手な方でも大
丈夫。ヨーロッパから仕
入れた高級生地を使用し
た、オリジナルのバッグ作
りをお楽しみください。

★第１水曜13:00～15:30
★６か月5回16,200円　★10/3～

カルトナージュ作家　小柳 ゆか
きもの縫えたらいい
ね！ 直せたらいいね！ 
和裁やったことがない
けど…、という方の和
裁教室です。
★ 第１・３・５
火曜13:00～15:30

★６か月13回37,908円　★10/2～
★事前説明会9/18　15:30～

社）全国和裁団体連合会認定和裁技能士　大橋 文子

 マイペースでつくる
和裁教室

張りのある独特の質感
を活かして、色柄豊富な
8cm幅の畳縁（たたみべ
り）を使って、簡単にお
しゃれな小物を作ります。
★ 第１月曜
13:00～14:30

★６か月6回19,440円　★10/1～

みちくさアートラボ　
椎名 恵叶

畳縁ハンドメイド講座

ノルウェーで始められた刺繍。
布目を整えながら刺し、美しいす
かし模様に仕上げます。
★ 第２・４火曜
10:30～12:30

★６か月12回33,696円
★10/9～

日本手工芸指導協会師範　
本多 淑恵

ハーダンガー刺しゅうと
アジュール刺しゅう

英国王立美術家協会名誉会員　atelierKC主宰　佐藤 有紀子
atelierKC講師　金子 久美子

羊毛フェルトの
ミニチュアDogと仲間達

羊毛を手で丸めて
特殊な針をサクサク
と刺していき、毛を絡
ませて形を作ってい
きます。
★第４木曜13:00～15:15
★６か月5回14,580円　★10/25～

書籍「羊毛フェルトで
作るリアル猫人形」をはじ
め羊毛フェルトのハウ
ツー本などを7冊発行して
いる作家佐藤法雪が本物そっくりな猫や犬、うさぎ
やリスなどの動物の作り方を直接指導します。
★第１木曜13:00～15:30
★６か月5回16,200円　★10/4～

猫人形作家　佐藤 法雪

佐藤法雪の
ウチの子そっくり羊毛人形

茶の湯という伝統文化に
ついて、もっと身近にわかり
やすく、茶道の基本のキを
学びます。

★第３金曜13:00～15:00
★６か月6回16,848円　★10/19～
★事前体験会9/21　受講料1,080円

茶道裏千家教授　村上 宗由
 茶の湯ことはじめ・入門クラス

毎回、老舗の和菓子と抹
茶を楽しみます。大人の女
性としての基礎マナーを取
り入れて、お茶のいただき
方、客作法を身につけて、
テーブルで点てる盆手前の修得を目指します。
★第３水曜19:00～21:00
★３か月3回8,424円　★10/17～
★事前体験会9/19　受講料2,808円

武者小路千家 講師　久米 直子

 テーブルで点
た

てる
ゼロからの茶道
＜武者小路千家＞

風花プリザーブドフラワー協会代表　河原 由美
 手作りフラワーギフトレッスン

話題の「ハーバリウム」を
はじめ、人気の雑貨系アレン
ジなど季節やイベントに合わ
せたフラワーギフトを作りま
す。大好きなあの方へ、自分
へのご褒美に。花で癒しの時
間を提案します。

★第４水曜10:30～12:00
★３か月3回8,748円　★10/24～
★事前体験会9/26　受講料1,080円

可愛いわんちゃん達をプリザーブド
で作ってみませんか？ プリンセスＭ
ＯＭＯプロデュース“プリわん”です。
★第４土曜13:00～15:00
★３か月3回8,100円　★10/27～
★ 事前体験会9/22　
受講料1,080円

MOMOフラワーデザインスクール代表　
長谷川 もも

 プリザーブドフラワーで作る
わんちゃんファミリー！

ハワイで学び、
フラをよく知るヒ
デ講師が簡単な髪
飾りから本格的な
「Lei」まで、ハワ
イの情報や知識と
共に指導します。
★第２木曜19:00～21:00
★６か月6回16,200円　★10/11～
★事前体験会9/13　受講料1,080円

コハラカンパニー代表　ヒデ・カラニモク
 レイメイキング

ルビー、オパール、天然真珠、天
然石、アンティークビーズなどでアク
セサリー作り。毎回完成させてお持
ち帰りいただけるようにサポートい
たします。シニアの方大歓迎です。
★第２日曜10:30～12:30
★６か月5回14,040円　★11/11～
★事前体験会10/14　受講料1,080円

ジュエリープロ養成スクール主宰　jpo.junko

 作る楽しさ着ける
喜びアクセサリー作り

ルビー、オパール、天然真珠、天

セサリー作り。毎回完成させてお持

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

季節のテーマに合わせて、カラーコーディネイトをポイン
トに、スタイリッシュなＮＹスタイルを楽しみませんか。
★第２・４金曜10:30～12:30　★３か月5回14,580円　★10/12～
★よみカル体験日9/28　受講料1,080円

リビングカラー主宰　スミコ・シモンチェリー
講師　木下 三千絵

ニューヨークフラワーデザイン＆

季節のテーマに合わせて、カラーコーディネイトをポイン

★第２・４金曜10:30～12:30　★３か月5回14,580円　★10/12～

マージャン初心の方も基礎か
ら覚えられます。指先と頭を
使って心も体も健康に。
★ 第２・４金曜
10:30～12:30

★６か月11回30,888円　
★10/12～

最高位戦日本プロ麻雀協会所属　白井 新悟
 さわやか女性麻雀

相手を重んじる心を
自然な形で表すことが
小笠原流礼法の真髄で
す。美しく心を込めた立
ち居振る舞い、日常に
役立つ礼法の数々を一
つひとつ丁寧にお伝えします。
★第４日曜13:00～14:30
★６か月6回20,736円　
★10/28～
★事前体験会9/30（第５日）
受講料1,080円

小笠原流礼法宗家本部師範　佐藤 菱寛
 小笠原流礼儀作法

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
性格がわかり、仕事や
コミュニケーションに
も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
★６か月13回36,504円　★10/5～

手相研究家　仙
ひとお

乙 恵
え

美
み

花
か

 手相学入門

四柱推命学はそのひとの
生年月日から先天運（健康
運、仕事運、金運など）を判
断するものです。中級（経験
者）クラスもあります。
★ 第２・４金曜
15:00～16:30

★６か月11回35,640円　
★10/12～

関西推命学院認定講師　朝倉 梨心

 宮田式
四柱推命と気学（初級）

中国伝統風水を学び、健
康、人間関係、財運に影響
を及ぼす生活環境を整えま
しょう。
★ Ⓐ第３木曜15:00～16:30
★Ⓑ第３木曜19:00～20:30
★3か月3回9,072円　★10/18～
★事前体験会9/20ⒶⒷ　受講料 各1,080円

風水師、東洋占術研究家　竹宮 千生
 中国伝統風水

スワロフスキーを使った
おしゃれなデコ雑貨や、
フェイクスイーツ、レジンな
ど様々な雑貨を作る大人
のデコアートです。
★第３月曜
10:30～12:30
★６か月6回16,848円　★10/15～
★事前体験会9/17　受講料1,080円

日本デコアーティスト協会認定、総合デコアーティスト
大浪 愛美

 スワロを使って
おしゃれなデコ雑貨

相撲を様々な切り口か
ら分析し、わかりやすく本
質に迫ります。相撲健康
体操も気分転換にやって
みましょう。
★ 第４日曜
10:30～12:00

★３か月3回8,100円　★10/28～
★ 事前体験会9/23　受講料1,080円

東京大学相撲部OB会長　櫟原 利明
 大相撲をもっと楽しもう

 基礎から学ぶ
デジタルカメラ入門

日本写真家協会会員　勝山 基弘
基礎を学びたい方か
ら写真のクオリティや
表現力を上げたい方ま
で、デジタルカメラと写
真創作法について一か
ら学べます。
★第1・3水曜15:30～17:00
★3か月6回16,848円　★10/3～

日本アロマ環境協会インストラクター　
日本メディカルハーブ協会ハーバルセラピスト　中澤 田鶴子

季節のハーブで料理＆アロマ

ハーブの育て方や使い
方、健康に役立つ方法をお
伝えします。ハーブ料理を
メインにアロマでコスメ
ティック作りも。
★第３日曜13:00～14:30
★６か月6回16,848円　★10/21～
★よみカル体験日9/16

洋服にあわせてネイ
ルを変えてみません
か？ 初心者でもOK。
誰でもできるかんたん
ネイルアート。 世界で
一つだけのネイルのお
花を咲かせましょう。

★第３土曜13:00～15:00
★６か月6回19,440円　★10/20～

フルールフラネットアート主宰　のりこグレース
 フラワーネイルアート＆ケア

似合う色、どんな系
統が合うのかを学びな
がら、自分で色を調合し
チークや口紅、基礎化
粧品など自分だけのコ
スメができます。
★第２火曜19:00～20:30
★６か月6回18,144円　★10/9～

CMMコスメメイキングマスターズ協会　コスメティーチャー　
久保田 麻希子

 似合う色でメイクアップ
コスメ作り

使っていなかった筋肉をす
こしずつ動かし、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２木曜13:00～14:15

★６か月6回16,200円　★10/11～

笑顔トレーナー　栗原 明美
 初めての笑顔筋トレーニング

日本酒のつくり方、種別
区分、ラベルの読み取り方
など基礎知識からスタート
します。
★第１木曜19:30～21:30
★６か月6回19,440円　★10/4～

きき酒師、日本酒ライター　関 友美
 日本酒の魅力を味わう

集まりの席が多くなる
年末年始。クリスマスやお
せちに使えるメニューを
紹介します。
★第１土曜13:15～15:15
★３か月3回8,748円　
★10/6～

料理研究家　岩本 ゆき子

 年末年始の
おもてなしレシピ

ナイフ1本でフルーツを
華やかに飾り切りします。
カッティングのコツや技術
を伝授。
★ 第３木曜19:00～21:00
★ ６か月6回17,496円
★10/18～

★ 事前体験会9/20　受講料1,080円

カービングアトリエSHIRAKI主宰　白木 ユミ子
 フルーツカッティング

抹茶に添えられる上生
菓子「練り切り」を中心
に、お茶菓子や手土産に
も最適な季節の和菓子を
作ります。
★ 第3日曜
10:30～12:30

★6か月6回18,144円　★10/21～

あんこプレゼンター　二瓶 あや

 あんこプレゼンターの
世にもかわいい和菓子講座

小唄は100年、端唄は400年の
歴史があります。初心者の方は端
唄から教えますが、唄だけでよろし
いという方も三味線からも大歓迎
です。弾き唄いのコツも教えます。
★第１・３・５木曜17:00～20:00

★６か月12回51,840円　★10/4～
★事前体験会9/20　受講料1,080円

小唄端唄若宮流家元　小唄連盟参与　
端唄協会理事　若宮 三千代
小唄端唄若宮流師範　若宮 三千恵

 端唄・小唄・三味線
（夜の部 個人30分）

大正琴で心ときめくメロ
ディーを一緒に奏でませんか。
基礎からより美しい音色の出
し方まで、丁寧に指導します。
★第１・３金曜16:00～17:30
★第１・３金曜18:30～20:00
★３か月6回16,200円　
★10/5～
★事前体験会9/21　受講料1,080円

日本大正琴協会師範 大正琴絃容会講師　二宮 絃容翠
 はじめての大正琴

五感を意識し、自分らしい
着想と自己表現を楽しみなが
ら、文章の苦手意識をなくすク
ラスです。対象は、小2～小6
★第１・３水曜17:30～18:30
★３か月6回15,552円
★10/2～

BALL文章表現ナビゲーター　尾上 由香
 キッズ文章表現クラス

体を動かす事や歌・リズムな
どを通じて、自然に無理なく英
語に親しんでみませんか。
★第１・３金曜15:30～16:30

★３か月6回14,904円　★10/19～
★事前体験会10/5　受講料1,080円

俳優・歌手　星 さいか

 楽しく学ぶ幼児英会話
（４歳～６歳）

ハワイやタヒチのリズムに合
わせて踊り、表現する楽しさも
感じ協調性や集中力を高めて
いきます。対象は、3歳～7歳
★水曜17:00～18:00

★３か月13回28,080円　★10/3～

エヘレ・アロハスタジオ主宰　ヨランダ河西
 こどもAloha!フラ&タヒチアン

チアスピリットを大切
に、ダンススキルだけでな
くグローバルに通用するメ
ンタル、そして体を動かしな
がら英語も身につけます。
★日曜15:00～16:00（園児クラス）
★日曜16:00～17:00（小学生クラス）
★３か月12回25,920円　★10/7～

Japan Cheer Institute 代表　Kanako

 英語でチアダンス
（園児・小学生）

ラリーを続ける楽しみを感じながら、
体力作りができます。対象は、小1～中3
★水曜17:00～18:00
★３か月12回23,328円　★10/3～

元全日本チャンピオン　阿部 博幸　監修
平成19年度全日本マスターズチャンピオン　土屋 慶子

 こども卓球教室

近年、そろばん学習が再評
価され、単なる計算器具では
なく、子どもの能力と人間性
を高めるとして注目を集めて
います。対象は、小2～小6
★金曜17:30～18:30

★３か月12回24,624円　★10/5～
★事前体験会9/21　受講料1,080円

そろばん暗算研究家　芹澤 良一

 子どもの
そろばん・暗算教室

四季の花々で、伝統的な英国
スタイルのフラワーデザインや
色彩を楽しんでみませんか。
★ 第２・４木曜10:30～12:30
★ ３か月6回16,848円　
★10/11～
★よみカル体験日9/13・9/27

ロンドンロイヤルFDフラワーアーティスト　木村 美代子

四季の花　ローズ＆マム　
ベーシッククラス
四季の花々で、伝統的な英国
スタイルのフラワーデザインや

★よみカル体験日9/13・9/27

受講でためて、お得に活用！

「よみカル・ポイント」
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。

9月15日までに継続手続きをされた方に100ポイントお付けします。早得ポイント

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

ご紹介いただいた会員様には商品券2,000円を差し上
げます。ご紹介のお友達は入会金を半額（2,700円）に。
10月末まで。

お友達を
ご紹介ください！お友だち紹介

入会金と受講料お支払いのご案内
●入会金 5,400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 （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、受講料等は消費税込みの金額です
★ 入会金と受講料の初回お支払いは、窓口で、現金、クレジットカードで
お支払ください
★ 2期目以降の受講継続手続きのお支払いは、銀行口座振替（自動引き
落とし）となります

よみうりカルチャー恵比寿 検 索

●入会金不要 ●要予約

京都の文化の奥
深さを3回で学び、
「京都通」になっ
ていただく講座で
す。案内役は、京
都観光おもてなし
大使で、日本舞踊
西川流師範、茶道
表千家講師などと
して幅広く活動する西川影戀さん。3回
の座学後は、講師の案内で京都を巡り、
旬の京料理など楽しむ〝大人の遠足〟に
も出かけましょう。
★第３木曜13:00～15:00
★3か月3回9,720円　★10/18～

京都観光おもてなし大使　西
にし

川
かわ

 影
えい

戀
れん

 はんなり京都塾

京 都 と
その近郊、
錦 秋の 季
節に訪れ
たい寺 院
やスポット、そして美しき仏達や
個性派の菩薩など、この時期に
拝んで廻りたい仏像や目に焼き
付けておきたい紅葉の穴場をご
案内します。
★10/20（土）10:30～12:00
★受講料　会員3,240円　一般3,564円　教材費432円

仏像ソムリエ、京都観光おもてなし大使（京都市任命）、宣京師　
小嶋 一郎

公開
講座
 錦秋の古都案内　知られざる 
紅葉名所と美しき仏たち

初めての方むけの古文書教室で
す。「読み」「書き」を通してくずし
字の特徴をやさしく解説します。
★第２・４水曜10:30～12:30
★３か月5回15,120円　
★10/24～
★事前体験会10/10　受講料1,080円

よみうりカルチャー講師　桜井 克己
 イチから始める古文書

まず声を出して伸び伸びと
歌ってみましょう。イタリア音楽
の魅力を思う存分に味わってみ
ませんか？
★第１・３月曜10:30～12:00
★３か月6回16,848円
★10/1～

東京芸術大学声楽科卒業・
イタリア国立パルマ音楽院卒業　日向 由子

 陽気にカンツォーネ 

スタンダードジャズの誕生秘
話、時代背景、歌詞の意味、曲
の構成を理解してどう歌うか
を学びます。呼吸法、発声法、
譜面の読み方、フレージングや
ブレスの取り方から自宅で出
来る簡単トレーニング法も教
えます。
★第１・３月曜13:00～14:30

★３か月6回18,792円　★10/1～

ジャズヴォーカリスト　冨樫 勝彦
 実践ジャズヴォーカル

体幹を鍛える確かな発声・呼
吸法と体の重心移動で、最高の
美声を習得し、多彩な歌も歌い
ます。楽譜が読めなくても大丈
夫。男性もどうぞ。
★第２・４土曜10:30～12:00
★３か月6回18,792円　
★10/13～
★よみカル体験日9/8、9/22

声楽家・日本声楽発声学会正会員・ザルツブルク大聖堂専属歌手　
小川 素子

体幹ヴォイストレーニング

漢詩の中には、中国の古代の
ドラマや故事を基に作られたも
のが沢山あります。そうした
「ちょっといい漢詩」を紹介し、
勉強していただきます。
★第２木曜10:30～12:00
★６か月6回17,496円　
★10/11～

薬師寺東京別院書道講師　小林 逸光
 ちょっといい漢詩

今もなお読み継がれる
松本清張の小説。その魅力
の原点を探り、実在の現場
を写真や地図でたどり、愉
しさを伝えます。
★第２火曜15:00～16:30
★６か月6回16,848円
★10/9～

松本清張研究家　北川 清
 松本清張を旅する
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 天皇の日本史～日本人に
とって天皇とは何か

天皇陛下の「生前退位」
のビデオメッセージを受け
て、新しい時代に向けての
準備が進められています。
日本の皇室はなぜかくも長
く今日まで続き、特別な地
位を保つことができたの
か。日本人にとっての天皇の
歩みを古代から辿ります。

★第１土曜13:00～14:30　
★６か月6回16,200円　★10/6～

東洋大学文学部非常勤講師　山本 直人

そろばん式暗算は脳の老化を
防ぐ効果が期待できます。暗算
を身につけることで日常生活の
様々な場面で役立ちます。
★ 第１・３金曜14:30～16:00

★３か月6回18,144円　★10/5～
★事前体験会9/21　受講料1,080円

そろばん暗算研究家　
芹澤 良一

 大人のそろばん・
暗算教室

神社参拝
を20年間
続けてきた
中で得た知
識や体験を
通して、「開

運のための神社参拝法」をお伝えします。パワース
ポット巡りやご利益追求でなく、自らの守護力をあ
げ、人生を歩む上での指針となる参拝法を身につ
けましょう。
★第３金曜13:00～14:30
★６か月6回21,384円　★10/19～

フローリーディング研究所主宰　中村 彩祐子

 神社開運法と
開運のポイント

「人は何のために生きるのか」
「他人の気持ちを知ることはでき
るのか」などのテーマを哲学的に
考える90分。知的なエッセンスを
あなたの日常に取り入れてみませ
んか？
★第１・３日曜10:30～12:00
★３か月6回17,496円　★10/7～

学習院大学文学部非常勤講師　小川 彩子
 大人の哲学入門

唱歌、童謡、カンツォーネ、
世界には数多くの名曲がたくさ
んあります。歌うことに必要な
基礎的な声の訓練をしながら、
世界の名曲を歌いましょう。
★第１・３・５月曜
15:00～16:30
★３か月6回19,440円　★10/1～
★事前体験会9/17　受講料1,080円

バリトン歌手　明珍 宏和

 みんなで歌おう！
世界の名曲

馴染みのある名曲を
歌い、楽しみながら声を
出していきます。正しい
姿勢と腹式呼吸、普段
使ってない筋肉を動かし
て、自分に合った最適な
声を見つけましょう。
★ 第１・３・５水曜19:00～20:30
★ ３か月7回20,412円　★10/3～
★事前体験会9/19　19:00～20:00　
受講料1,080円

ミュージシャン　サブ片山

 初めてのジャズ＆
ポップス入門

講師考案のボイストレーニン
グで、顔や喉の周りの筋肉を鍛
えて張りのある美しい声になるト
レーニングです。シワを浅くし、
すっきりとしたフェイスラインを
手に入れましょう。
★第２・４火曜14:30～16:00
★６か月10回31,320円　★10/9～

NPO法人Vocalise総合芸術振興協会理事長・
京都造形芸術大学講師・ヴォイストレーナー　
清水 由香

フェイス・リフティング・ヴォイス

藤原歌劇団準会員　山口 和江

 原語で歌う
イタリアオペラ

正しい発声を身につけて、あ
なたの持っている美しい声に
磨きをかけませんか？声楽の
基礎となるイタリア古典歌曲を
軸に進めていきます。原語で歌
えるように丁寧に指導します。
★ 第２・４火曜10:30～12：00

★３か月5回15,120円　★10/23～
★事前体験会10/9　受講料1,080円

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

 ３回で好みの声が
出せる魔法

過去に苦い思いをした
等々…。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
10:45～12:45

★３か月3回11,340円　★10/28～

絵を描くことは自
分自身を表現するこ
とでもあります。楽し
く自分のペースで制
作することが大切で
す。初めての方でも
大丈夫。一つひとつゆっくりスタートしましょ
う。水彩、パステル、色鉛筆などご自分に合っ
た表現方法を一緒に見つけてみませんか。
★第１・３土曜10:30～12:30
★３か月6回20,088円　★10/6～

 はじめての絵画

東洋水墨画講師　宮本 如心
同 西山 凰心

 東洋水墨画

墨の濃淡だけで表現する
水墨画は奥深いものです。初
心者の方には、まず竹蘭菊梅
の四君子から手をならし、果
物、野菜、花、風景と学んで
いきながら基本を学びます。
★第１水曜13:00～15:00
★６か月5回19,440円　★10/3～

透明水彩絵の具の特性
を生かして美しく描いて
いきましょう。一人一人に
対応いたしますので、初め
ての方でも大丈夫です。ど
うぞお気軽な気持ちで水
彩画の楽しさを感じ、ご自

分らしい素敵な作品を創りましょう。
★第１・３金曜19:00～21:00
★３か月6回20,088円　★10/5～

 美しい透明水彩画入門

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
いていくと、透
明感があり優
しく温かみの

あるパステルの色で心地良さを感じ
ながら「その日のうちに“描いて飾っ
て贈って楽しい”素敵なアート作
品」に仕上げる事ができます。
★第３月曜10:30～12:30
★６か月6回18,144円
★10/15～

日本パステルホープアート協会認定
インストラクター　あかり

 パステルなごみ
アート

ポスターカラーや
ガッシュなどの不透明
水彩絵の具を使い、ア
ニメーション背景画の
テクニックで風景画を

描きます。絵の具の塗り方、筆の動かし方で
様々なテクニックがあります。初心者から描
きたい絵に合わせて指導致します。
★第１・３・５日曜10:30～12:30
★３か月6回18,144円　★10/7～

グラフィックデザイナー　立体原型師　對馬 琢章 

 アニメ背景の
技法で描く風景画

基礎過程6回と応用
過程6回、合計12回修
了で資格取得試験にも
チャレンジできます。
★第１水曜
19:00～20:30
★６か月6回17,496円
★10/3～

日本ミニチュアフード協会講師

 かわいいミニチュア
フード（基礎）

マシュマロのようなやわらかい粘土
（ソフトクレイ）を使ってさまざまな
花、人形、アクセサリー、ギフト用品か
らアート作品まで思いのままに楽しく造
形できます。更に資格取得もあります。
★第２・４月曜16:00～18:00
★３か月6回18,144円　★10/8～
★ 事前体験会9/24　
受講料1,080円

クレイサロン五十嵐主宰　五十嵐 久美子
 デコクレイクラフト

細かいリボン状のペー
パーを巻き、平面だけでな
く立体の花や食品などを
ミニチュアサイズで作りま
す。最初は平面の作品か
ら、そして立体のテクニッ
クを学び、動物やスイーツ
などミニチュアの作品を
作っていきます。
★第1月曜13:00～15:00

★３か月3回9,072円　★10/1～

パンチバンチジャパン認定インストラクター　須藤 操
 ミニチュアペーパーワーク

陶器や漆器の割れた部分は
継ぎ、また欠けた部分は成形
し、そこに金銀のラインを入れ
て修復します。 
★Ⓐ第３木曜17:30～20:00
★Ⓑ第３木曜18:30～21:00
★６か月6回22,680円　★10/18～

漆芸伝承の会　高松 節子
金継ぎ（2.5時間コース）

 カリグラフィー

カリグラフィーは「西洋の書
道」ともいわれ、日本人の使用
するラテン・アルファベット26文
字を専用のペン先を用いて手書
きする技術です。
★第２・４月曜10:30～12:00
★３か月5回16,200円
★10/22～
★事前体験会10/8　
受講料1,080円

カリグラファー　柴田 美奈

『崩し方にこ
んなコツが！？ 
書道未経験でも
できた！』季節毎
の花の絵を添え
た、色とぼかしの
書道。お手軽な
のにコツを知ればプロのような
オシャレな字が書けます。書いて
夢中に。飾って癒され、贈ると感
動されますよ。
★第２木曜10:30～12:00
★６か月5回14,580円　★11/8～
★事前体験会10/11　
受講料1,080円

虹墨記念花アート主宰　なすご龍芳

 色とぼかしの
おしゃれ書道

花、人形、アクセサリー、ギフト用品か

形できます。更に資格取得もあります。
★第２・４月曜16:00～18:00
★３か月6回18,144円　★10/8～
★ 事前体験会9/24　

作家　津原 泰水

 作家・津原 泰水が
教える「文章術」

誰もが筆をとりやすい
エッセイやショート・ス
トーリーにも役立つ思考
法や手法、そして自分だけ
の作品を磨き上げる楽し
みをお伝えします。
★第１・３土曜
13:00～14:30
★３か月6回25,920円
★10/6～ 撮影・榎本壮三

京都の魅力を再発見！

洞爺湖・伊
勢志摩サミッ
トと世界各国
の首脳から絶
賛された「日
本ワイン」の
魅力に触れて
みましょう。
出発時からおかえりまでソムリエ2
人が皆様をナビゲートします。
★9/27（木）08:00～18:30
★受講料　会員・一般16,800円
取扱旅行業者 京王観光東京中央支店

日本ソムリエ協会認定ソムリエ　藤代 美穂

ソムリエと行く 
1日たっぷりワイナリーツアー

自然豊かな
境内に大きな
9体の阿弥陀
如来像がある
九品仏浄真寺
（世田谷区奥
沢）。堂内で
の特別拝観の後、ランチは隠れ家レストランで仏
像をテーマにしたフランス料理を堪能します。
★11/29（木）10:30～14:00
★受講料　会員・一般3,888円
教材費6,480円（ランチ代）　保険料100円

神仏研究家　宮澤 やすみ

九品仏・阿弥陀如来像拝観と
“仏像ランチ”を楽しむ

ベストセラー書『開運したければこ
の神社に朝、一人でお参りしなさい』
（河出書房新社）の作者が、パワー
スポットを体系的に解説します。「開
運」を神秘的な表現だけではなく、学
術的な視点でも語ります。最終回は、
実際に野外を「さんぽ」します。
10/12、10,26（金）10:30～12:00
11/9（金）野外散策
★受講料　3回会員9,720円、一般10,692円
教材費108円　保険料100円

※野外散策の交通費、入園料は各自でのご負担となります。

論述家　長﨑 洋二

東京の「開運さんぽ」を科学する

松本きより×「ZEUS」のK－POP入門

韓国ポピュラーミュージック
（K-POP）に関するニュースを総合
的に取り上げているニュースサイト
「KpopStarz日本語版」の編集長で
ある松本きよりさんがK-POPアー
ティスト「ZEUS」と対談する好評の
第２弾。講座では、2年ぶりの日本活
動や新曲、ライブなどKpopの魅力に
ついて語り、写真撮影の様子も公
開。参加者の質問にも答えます。
★9/29（土）12:00～13:30
★受講料　
会員3,000円　一般3,500円

「KpopStarz日本語版」編集長　
松本 きより

中村天風（1876～1968）
は、実業家であり哲学者であり
日本初のヨガ直伝者。その教え
は運命を拓き、病を快方に向か
わせ、周りの人たちをも幸せに
導きます。
★10/4（木）13:00～15:00

★受講料　会員2,268円　一般2,592円

公益財団法人天風会　講師・理事　村里 泰由

運命を拓く 中村天風の教え

競馬漫画家・よし
だみほさんに、シナ
リオづくりの秘訣や
絵コンテなどの制作
過程、レースとは違

う競馬の楽しさを語ってもらいます。
★9/24（月）10:30～12:00
★受講料　会員2,700円　一般3,024円

漫画家　よしだ みほ

馬なりマンガ作劇術

本当においしく美容と健
康に有効なオリーブオイル
についてお話しします。数種
のテイスティングもします。
★ 10/14（日）
13:00～15:00

★受講料　会員2,916円　一般3,240円　
教材費1,296円

AISOイタリア政府公認オリーブオイルソムリエ　
池田 睦美

本物のエクストラバージン・
オリーブオイルとは

本場ペルシャ
産ローズのロー
ズウォーターを
ぜいたくに使っ
た美容ローショ
ンを作ります。
★10/24（水）13:00～15:00
★受講料　会員2,916円　一般3,240円　
教材費1,296円

（一社）日本アロマ蒸留協会　キッチン蒸留マスターアドバイザー　
池田 睦美

オーガニックローズの
美容ローション作り

使いやすい材料で、簡
単でおいしいレシピをご
紹介します。「かんてん
ぱぱ」のお土産付き。
★9/19（水）
13:30～15:30
★受講料　
会員・一般2,700円

管理栄養士　料理研究家　中村 裕子

簡単おいしい！寒天活用術

自分の睡眠状態、生活習慣などを
把握して「快眠」を手にいれましょ
う。自己の睡眠チェックから始め、睡
眠の基礎知識、快眠体操、足裏快眠
法など実際体を動かしていきます。
ぐっすり眠れる体になりましょう。
★11/23（金）14:30～16:00
★受講料　会員2,700円　一般3,024円
教材費200円

日本快眠協会認定講師　稲垣 憲治

眠れるからだの作り方

１日で身体が柔らかくなる、
話題の「魔法のストレッチ」。今
回は前屈・股関節編。効果絶大
のオリジナルストレッチで、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。
★ 10/28（日）15:00～16:30

★ 受講料　会員・一般3,996円

柔軟性改善ストレッチ　インストラクター　大村 佳子

誰でも1日で身体が柔らかくなる
魔法のストレッチ

音楽に乗せて気
持ち良い運動を行
います。基礎代謝
が促進され、日ご
ろのストレスも発
散できます。
★第２・４土曜10:30～12:00
★３か月6回15,552円　★10/13～

（財）日本体育協会公認スポーツ指導者　山田 けいこ

 中高年のリフレッシュ体操
【土曜コース】

よりよい呼吸を行
うことにより、自律
神経のバランスが整
い身体の血流が改善
されます。

★月曜13:00～14:30
★３か月13回33,696円　★10/1～
★事前体験会9/24　受講料1,080円

調和道丹田呼吸健康法指導員　大河原 康之
 調和道丹田呼吸健康法

菊地流殺陣道塾総師範　菊地 竜志
時代劇でおなじみの立ち回り 殺陣道
時代劇でおなじみの
殺陣。演技表現としての
「型」を習得しながら、
心の鍛錬も。ついでに
ぜい肉もバッサリ。
★第２・４日曜
13:00～14:30
★３か月6回16,200円　★10/14～
★よみカル体験日9/9、9/23

外反内反・浮き指・アー
チ不足を整えて、正しい
歩き方で足・ひざ・腰・首
の不調（未病）を自分で
改善する方法を学ぶ。
★ 第２土曜
15:00～16:30

★６か月4回10,800円　
★10/13～

カサハラフットケア整体本院所属　三浦 雄

 カサハラ式　実践講座
足裏バランス改善法

背骨コンディ
ショニングと
は、背骨の歪み
を整え、不調を改善す
る運動プログラムで
す。レッスンでは「ゆる
める」「矯正する」「筋
力トレーニング」の3つ

のメソッドで不調の改善を目指します。
★第２・４火曜14:00～15:00
★３か月6回16,200円　★10/9～
★事前体験会9/25　受講料1,080円

背骨コンディショニング協会スペシャリスト　
伊藤 曜

 背骨コンディショニング

病気は「炎症」が原因。炎症をい
かに制御するか、「運動」と「何を
食べるか」の重要性を本講座で学
びます。
★第２土曜16:00～17:30
★６か月6回17,496円　★10/13～

★よみカル体験日9/8　19:00～20:30

順天堂大学医学部非常勤講師　熊沢 義雄

病の原因「炎症」を
運動と栄養で防ぐ

静かな呼吸で心地よく形を
とる本格ヨーガを初歩から指
導します。ゆっくりと自己の体
力を観察しながら行います。内
臓も作動し、血流や代謝を良く
して自律神経が整います。
★木曜13:45～15:15
★３か月10回27,000円　★10/4～
★第１・３木曜13:45～15:15
★３か月6回16,200円　★10/4～
★よみカル体験日9/6、9/13、9/20

日本ヨーガ講師アカデミー主宰　松田 真理 ほか
はじめての呼吸ヨーガ

新築・リフォームをご検討
中の方は必見です。ハウス
メーカー・工務店・建築家の
施工の違いや、見積り比較の
ポイント、価格交渉術など、

第三者の視点で業者選びのコツをお伝えします。
★日時　11/3（土）10:30～12:00
★受講料　無料（要予約）

住宅コンサルタント　栗原 浩文

～知っておきたい！新築・リフォーム～
正しい建築会社の選び方

多摩美術大学 大学院修了　画家　岡部 裕紀

秋のお楽しみ抽選会
10月期の定期講座の手続きを
された方（継続・新規）全員
受け付け開始 ～9月末

（景品がなくなり次第終了します）

１等   3,000円 商品券（410本）
※商品の数は直営センターの合計です。

よみカル公式キャラクター

2018年10月期受講者募集のご案内
電話番号のおかけ間違いにご注意下さい。
☎03ｰ3473ｰ5005

 は新設講座です

JR 恵比寿駅ビルア ト レ 7F

C M Y K 文化センター恵比寿　１ｰ４面

文化センター恵比寿　4面　ＣＭＹＫ


