
公開  離島キッチンの料理教室
　　おいしい島ごはんとスイーツ
離島キッチン神楽坂店料理長　佐藤 友洋
　全国の離島の食材を扱う

「離島キッチン」の料理長が、
島料理を伝授！　一流の技を
間近で見るチャンスです。今
回は隠
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はの「食」をご紹介。豊かな自
然の恵みあふれる離島の食
と文化に触れてみませんか。  
7/13（土）14：30～16：30　会員  一般  2,592円   教 1,620円

公開  顔タイプ診断付き
　　アクセサリー講座
顔タイプ診断アドバイザー１級認定、
コスチュームジュエリー作家　清水 美和子
　お顔タイプの診断結果に基づき、本当に似合
うスタイルをお伝えします。魅力を引き出すアク
セサリーの形状を知り、作り方もマスターします。  
6/29（土）14:00～16:30　会員  一般  12,960円

公開  お仏壇ハーバリウム
風花プリザーブドフラワー協会代表　河原 由美
　ジェルで作る新しいハーバリウムで
お仏壇をさわやかに飾ります。
7/15（月）10:15～11:30
7/20（土）12:45～14:00
会員  各2,700円　一般  各3,024円　教 各2,000円

公開  らんを使ったプリザーブド
　　フラワーで作るお供え花

フラワー装飾一級技能士　きほ 
　水やり不要のプリザーブドフ
ラワーで、いつまでも美しいお
花をご仏前に飾っておけます。
贈り物としても喜ばれます。
7/ 7（日）、8/4（日）10:00～12:00

会員  各2,700円   一般  各3,024円　教 各4,000円

公開  〜夏にも土鍋をフル活用〜
　  簡短　健康な土鍋レシピ

料理研究家　三田村 美和ほか    
　築窯180年余の伊賀焼の窯元・
長谷園が伊賀焼の歴史を説明、夏
メニューの実演で土鍋の楽しみ方
を紹介します。試食もあります。
※カップのお土産付き。

6/29（土）10:30～ 12:00  会員  一般  2,700円

公開  ケイティー恩田の
　　おしゃれ生活しませんか
英国生活骨董KATY'S　HAYAMA主宰　ケイティー 恩田  
　7月は教室で、手芸作品を
作り、8月は葉山の講師自宅
でオーブンを使って作る簡単
なメインディッシュと野菜たっ
ぷりのサラダを楽しみましょう。※2回コースです。
7/11（木）、8/8（木）10:30～ 12:00
会員  5,832円   一般  6,480円   教 4,320円

公開  あわあわデザートカップ石けん
GK Laulau　CHACO&YURI  
　フルーツの香りを
閉じ込めた、お肌に
優しいデザートカップ
石けんを作ります。
色は5種類からお好きな組み合わせを、香り
は2種類（バナナ・ストロベリー）からお選び
いただけます。対象：小学3年生〜6年生まで
8/4（日）10:00～12:00　8/6（火）15:30～17:30
会員 一般 各1,620円   教 各1,000円

公開  あなたの「マイカラー＝お似合いの色」を分析
　　マイカラー診断
スタジオHOWカラー＆イメージコンサルタント　吉川 久美子

　あなたを素敵に見せる色を探
しましょう。お一人ずつ診断しま
す。お似合いのメイクカラーのア
ドバイスも行います。  
6/30（日）10:00～12:00
会員  3,240円　一般  3,564円　教 220円

公開  ベストセラー「家づくり必勝法」
　　（ＮＨＫ出版）著者による基礎講座
～成功事例・失敗事例から学ぶ～

後悔しない家づくり
7つの鉄則2019年版
住宅コンサルタント　小野 信一

　新築・リフォームで
悩むのが「建築会社の
選び方」。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、業者選び
のコツを第三者の視点でお伝えします。
7/6（土）12:30～14:30　受講料無料

公開   “失敗のない高齢者住宅選び”には、
  たった一つのことを知っておく！

　　 高齢者住宅の種類と選び方（基本編）
介護情報館館長　今井 紀子
　長寿時代の高齢者を悩ませる

“2025年問題”や、“看取り難民”“介
護難民”が目の前に迫っています。
高齢者住宅の基本から選ぶための

重要事項を分かりやすく解説いたします。
6/29（土）15:00～ 16:30　会員   一般  2,484円   教 216円

公開  ～素足に気持ちいい～

　　タオルぞうりを作ろう!
はっぴぃ布ぞうり主宰　手芸家　小石 淑子  
　素足に一番！　タオル地に鼻
緒は柄布でアクセント！　素敵な
布ぞうりを作ってみませんか。
7/21（日）14:00～ 17:30
会員  2,700円  一般  3,024円  教 2,800円

公開  世界にひとつだけの宝石？！
      ぴかぴかどろだんごを作ろう

土絵作家　三木 きよ子  
　どろだんごに顔料を塗り、
どんどん磨いていくと、あら
不思議！　世界に１つだけの
あなた色のぴかぴかどろだ
んごが完成します。

※対象：小学生〜中学生まで
8/11（日）10:00～ 12:00　会員 一般 2,268円   教 1,000円

公開  モーターと歯車で動く
      カブト虫ロボットを作ろう!
CLUB WAD代表　梁取 弘明  
　工具を使って組み立
てるロボット工作にチャ
レンジ！　出来上がっ
たロボットでカブト虫
相撲をやってみよう！
※対象：小学生以上（小学3年まで保護者同伴）
7/31（水）14:00～17:00    会員 一般 2,484円   教 3,240円

公開  おいしい味噌づくり（金山寺みそ）
みそソムリエ　蔵迫 みどり  
　夏野菜で作る食べるみそ「金山
寺みそ」を手軽にご自分で作って
みませんか?　ご飯のお供に、お
酒のつまみとしても最高です。
7/1（月）13:30～ 15:00
会員  2,376円   一般  2,700円   教 2,000円

公開  冷凍野菜のライフフーズ（株）協賛
    おいしいヘルシー冷凍野菜活用術

管理栄養士・料理研究家　中村 裕子  
　ご飯の代わりになると話題の糖
質オフ食材「カリフラワーライス」
など冷凍野菜を使った、ヘルシー
でおいしいレシピをご紹介します。
※講師のデモンストレーション後、ご試
食いただきます。
※冷凍野菜のお土産付きです。

6/22（土）14:00～ 15:30　会員  一般  2,160円   教 324円

公開  手作りパールネックレス
Kobe Pearl Collection 代表　所神根 孝二

　「神戸の真珠屋さん」が用意
した様々な真珠を使って、貴方
だけのネックレスを作ります。  
6/29（土）13:30～16:00

会員  2,700円　一般  3,024円　教 3,000円～
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 江戸時代の隅田川花火と花火技術
　　 すみだ郷土文化資料館学芸員　福澤 徹三

盆踊りシーズン真っ盛り！！ 
今年足を運びたい盆踊り
ライター　大石 始　編集者・ライター　小野 和哉

　プロ野球の世界で約20年スコアラーとして
スコアブックを付け続けてきたプロが、現役を
退いてから子供の通う少年野球チームを手伝
うことになった。そこで要望が多いのが「スコア
を書きたくても書けないから教えてほしい」と
いう保護者の方からの声。そこで簡単に書くこ
とのできるスコアブックの付け方を一から説明
します。野球場に通うファンも歓迎します。
 【日　時】6月18日（火）10:30～11:30

 【受講料】 会員  一般  2,700円

広 域 募 集
【お申し込み】 事業担当（03-3642-4301）

世界遺産登録15周年記念講座
熊野古道～聖地をめざす巡礼の旅へ
　世界遺産・熊野古
道は、古来「よみがえ
りの聖地」と呼ばれ
た熊野へと通じる参
詣の道。平安・鎌倉
の時代には、上皇や
貴族たちが、よみがえ
りのご利益を求めて巡礼を繰り返しました。
近年ではパワースポットとしても人気が高ま
り、世界中から巡礼者が訪れています。そん
な熊野古道の見どころや歩き方を紹介。歴
史や神話など、さまざまな角度から魅力に
ついて学びます。さらに熊野古道と姉妹道
である、スペイン・サンティアゴ巡礼道との

「共通巡礼」についてもお話しいたします。
【日　時】8月10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】作家　髙森 玲子
【受講料】2,592円

事前レクチャー付き
国立劇場「九月文楽公演」観劇

　観劇の前に、見ど
ころや文楽をより一
層お楽しみいただけ
るレクチャー付きの
お得な講座です。

【日　時】9月17日（火）午前の部10：30 開演
                  レクチャー9：30～（予定）
【会　場】国立劇場（半蔵門）
【受講料】9,500円

                 （1等席チケット代、弁当代含む）

公開講座 会員でない方も受講できます。お電話でご予約ください。　
会員  ＝会員受講料　一般  ＝一般受講料　教 ＝教材費　音 ＝音楽著作権使用料 
＊別に設備費がかかります。

2019 年 7月期（7月～9月）受講者募集

JR錦糸町駅ビル「テルミナ」6階 2019 年夏号

《よみカル体験日》　6月1日（土）～30日（日）
　「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。ほとんどの講座が通常の半額程度の
1,080円でお試しいただけますが、一部対象外の講座や、7月に入って実施する講座もあります。別に教材費
が必要な講座がありますので、必ず事前にお申し込みください。詳しくは裏面をご覧ください。

＊表示の入会金、受講料等は
　消費税込みの金額です。

公開  は公開講座です。
NEW は新設講座です。

NEW  恋の歌から学ぶ古典入門 
国学院大学文学部卒・国文学研究家　西沢 伸子
　万葉集、古今集、新古今集など、古典の世界には

「恋」を取り上げた作品が数多くあります。昔の人々
の恋心を読み解き、古典の世界に親しみましょう。
第2日曜13:00～15:00   3か月2回5,400円   8/11～  体験  7/14

NEW  ３か月で好みの声が出せる
　　魔法と実践 
ヴォイスセラピスト・メゾソプラノ声楽家・
音楽教室ルーエンデゼーレ主宰　更科 寿子

（少人数クラス）
第１・3・5土曜18:30～20:00　3か月7回28,728円　7/6～

（平日クラス）
第2・4金曜16:00～17:30　3か月6回23,328円　7/12～NEW  3か月で学ぶトラベル英会話★ 

よみうりカルチャー講師　ブライアン・スミス
　旅先で遭遇する場面を想定しながら、使えるや
さしい会話表現を3か月で学ぶ集中クラスです。
第1・3・5金曜 10:15～11:45
3か月6回16,200円　7/5～　 体験  6/21

NEW  やさしいドイツ語会話入門 
よみうりカルチャー講師　小林 スザンネ
　発音・挨拶からスタートする入門クラスです。旅行
計画の方や、もう一度学びたい方にもおすすめです。
金曜 17:50～18:50
3か月12回32,400円　7/12～　 体験  7/5

NEW  ゆかたを作ろう6回コース
和裁技能士　大橋 文子　 
　気に入った布でご自分の
寸法に合ったゆかたを作り
ませんか。6回で1着完成を
目指します。
第 2・4木曜 13:00～ 16:30
6か月6回19,440円　6/13～

NEW  フィトテラピーと漢方レシピ 
JAMHA認定ハーバルセラピスト　ハーブアート認定
漢方精油アドバイザー　青木 恵里子

　フィトテラピーとは
「植物療法」の事です。
アロマやハーブなど植
物の力を借りて美容や
健康、体調を整える方
法を学びます。

第2月曜 14:30～16:30　3か月2回 5,616円　7/8～

NEW  超・初心者のデジカメ 
読売新聞社写真部OB　今野 洋一
　デジカメ撮影の入門
講座です。撮影のコツ
からプリントまで丁寧に
お教えします。
第 2・4日曜 10:00～12:00
3か月5回12,420円　7/28～　 体験  7/14

NEW  フォークギター弾き語り（個人30分） 
シンガーソングライター　冨川 智史
　難しい理論などは用いずに楽
しく弾きながら歌えるよう指導し
ていきます。
第 2・4火曜 15:00～18:30
3か月5回16,200円
7/9～　 体験  6/25

NEW  木の笛のやさしい音色「コカリナ」 
日本コカリナ協会公認講師　樫村 節子
　初心者でも比較的簡単に童謡か
らクラシックまで演奏できるようにな
るため、年齢に関係なく楽しめます。
第 2・4火曜 12:30～ 14:00
3か月5回14,040円　7/9～　 体験  6/25

NEW  はじめての鍵盤ハーモニカ 
鍵盤ハーモニカ認定講師　日比野 綾子

　呼吸と指先を使い、「音楽を楽し
みながら健康にも役立つ楽器」とし
て、注目を浴びています。楽譜が読
めない方でもすぐに始められます。
第1・3月曜 15:00～16:15
3か月5回14,580円   7/1～   体験  6/17

NEW  はじめてのタヒチアンダンス 
プロダンサー　ＬＥＩＡＬＯＨＡ 

　この講座ではタヒチアンダン
スを中心に基礎からしっかり学
び、明るいリズムで自然と元気
に踊れるようになります。
第1・3・5金曜 19:00～20:00
3か月7回17,388円
7/5～　 体験  6/21

NEW  簡単おつまみクッキング 
フードライター　山田 うに　アシスタント　Mai 

　季節の旬の素材を
使い、酒の肴や晩のお
かずにもなる料理を毎
回２品作ります。
第4木曜 15:00～17:00
3か月3回8,424円　7/25～

NEW  デコもち　3回コース 
デコもち認定講師  下野 ひとみ  
　金太郎飴のようにカッ
トすると可愛い絵柄が出
てくるデコもち作り。
第4日曜 13:00～16:00
3か月3回9,720円　7/28～

あさ貴  ねりきり専科 
和菓子作家　あさ貴  
　お仕事帰りに手ぶらで練
切作りを楽しめる講座です。
様々な練りきり生地と成型を
楽しく学んだあとはお菓子と
お抹茶で一服。

第3木曜 18:45～20:45　3か月3回8,748円　7/18～

NEW  夏の辛いメニュー
　　3回コース 
N's kitchen主宰　小川 典子  
　美味しくて辛い料理をお
うちでも作って、暑い夏を
元気に乗り切りましょう。
第3火曜 10:30～12:30
3か月3回 8,424円　7/16～

NEW  葬祭カウンセラー基礎（全３回） 
日本葬祭アカデミー 葬祭カウンセラー
二村 祐輔  
　わかりにくいお葬式、お墓、供
養を3回で学びます。
第2日曜 10:00～ 12:00
3か月3回16,200円　7/14～

NEW  手話で話そう！小学生クラス 
手話通訳士　頭金 多絵  
　手話は乳児から大人まで誰で
も身に付けることが出来る魅力
的な言語です。カードゲーム等
の遊びや絵本も取り入れなが
ら、楽しく手話を学びます。
第2・4金曜 17:00～18:30

3か月6回14,256円　7/12～　 体験  6/21

NEW  たのしくチェアヨガ 
全米ヨガアライアンス認定講師
Takako
　椅子やヨガブロックなどを使用
し、ゆったりとしたヨガのポーズで、
心と身体を軽くしていきます。
第 2・4金曜 10:00～11:00
3か月6回14,904円  7/12～  体験  6/28

NEW  ひざ痛予防教室 
苑田会リハビリテーション科
理学療法士  
　ひざ痛専門の理学療法士が
痛みの原因や正しい対処法を分
かりやすくお教えします。
第1・3土曜 15:30～16:30
3か月5回 5,400円　7/6～

NEW  殺陣道でリフレッシュ 
菊地流殺陣道塾総師範　菊地 竜志　 
　演技表現としての美しい「型」
を習得しながら、伝統文化の

「心」を学びます。立ち居振る舞
い、所作、礼儀作法、気配り、
思いやりといった心の鍛錬を通
じて、「道」を学ぶ場です。
第2・4土曜 9:45～ 11:00
3か月6回15,552円　7/13～　 体験  6/22

NEW  クラフトバンド はじめの一歩 
クラフトバンドエコロジー協会認定講師　飯塚 道代　 

　再生紙からできた、様々
な色柄のクラフトバンドを使
って、カゴやバッグを作りま
しょう。基本から始めます。
第 4水曜 10:00～12:00
3か月3回 8,100円
7/24～　 体験  6/26

NEW  あみぐるみ＆クロッシェ雑貨講座
日本あみぐるみ協会代表　武田 浩子　 
　あみぐるみ技能認定
資格の取れる講座で
す。見ているだけでも
楽しいあみぐるみはプ
レゼントにも。ニット雑
貨は日々の生活に取り
入れて、身に付けるものなども制作できます。初め
ての方でもかぎ針の持ち方からお教えします。
第1土曜 14:30～16:30　3か月3回 9,720円　7/6～

公開  はじめての簡単スマホ体験
ソフトバンク スマホアドバイザー

　無料で貸し出すスマホを
使って操作体験できる講座
です。「超入門編」は、電源
の入れ方や電話、メールな
どの基本操作をじっくり解説。「入門＆活用
編」は、基本機能のほかにLINEや地図、乗
換案内など、おでかけに便利な機能を学び
ます。受講者限定の特典など、耳寄り情報
もあります。
■超入門編　6/3（月）13:00～15:00
■入門＆活用編　6/13（木）10:00～12:00
受講料：各回  会員  一般  とも1,080円

公開  知って得するスマホの活用術
ソフトバンク スマホアドバイザー

　すでにスマホをお使いの方向
けに、意外と知らない便利な機能
や、アプリの使い方を紹介します。
今さら聞けない基本的な機能や、
お悩み相談などもお答えします。

6/24（月）10:00～12:00
受講料：会員  一般  とも1,080円

よみうりカルチャー講師  李 芝姫

NEW  楽しい日曜韓国語入門★
　初めて文字から学ぶ入門クラスです。平日
はなかなか時間が取れない方にお勧めです。
第1・3日曜16:15～17:45
3か月6回16,200円　7/7～　 体験  6/30

NEW  水曜午前・ゆっくり学ぶ
　　韓国語入門★
第１・3水曜10:00～11:15
3か月6回15,552円　7/3～　 体験  6/19

NEW  ベビー・幼児リトミック
国立音楽院認定指導員　行方 りつ子
　音楽に合わせて体
を動かしたり、歌った
りすることで、自我や
個性を自己表現出来
る基礎を養います。
月曜10:00～10:40（ベビー）6ヶ月～
月曜10:50～11:30（1～2歳）2017/4/2～2018/4/1生まれ
月曜11:40～12:20（2～3歳）2016/4/2～2017/4/1生まれ
3か月10回 22,680円　7/1～　 体験  6/24

　通常の開場時間では見ら
れないジャイアンツの打撃練
習をバックネット裏で見学し、
普段は入れない東京ドーム
施設を見て回る。案内役は
ヴィーナス。ジャビットとの記

念撮影やオリジナルグッズのプレゼントも。ツアー後は野
球観戦をお楽しみください（カッコ内はツアー開始時間）。

公開 夏休みジャイアンツ練習見学＆ぐるっと東京ドーム～Ｂ席チケット付～

 【日　時】
7/28（日） VS 阪神（9:40）試合14:00
7/30（火） VS 広島（13:40）試合18:00
7/31（水） VS 広島（13:40）試合18:00
8/10（土） VS ヤクルト（9:40）試合14:00
8/18（日） VS 阪神（8:40）試合13:00
 【定　員】各80人　
 【参加費】5,720円
　　　 （Ｂ席チケット代、保険料含む）

公開  プロが教える“女性のため”の
　　スコアブックの付け方

〈プロフィル〉 1961年1月19日、島根県出身。出雲西高
から78年ドラフト外で巨人に入団。85年に引退。86年に
巨人2軍サブマネジャーを務め、87年にスコアラーに転
身。02年にチーフスコアラー。08年から査定を担当。そ
の後、編成統括ディレクターとしてスカウティングや外国
人獲得なども行った。2009年にはWBC日本代表のス
コアラーも務めた。

元巨人軍チーフスコアラー
2009年WBC日本代表スコアラー　三井 康浩

事前レクチャー付き
歌舞伎座「七月大歌舞伎」観劇

　観劇の前に、イ
ヤホンガイド解説
員が、見どころを
話し、歌舞伎のこ
ぼれ話も紹介し

ます。公演をよりお楽しみいただけます。
【日　時】7月21日（日）11：00開演（レクチャー10：00）
【会　場】歌舞伎座（東銀座）
【講　師】イヤホンガイド解説員
【受講料】20,100円（１等席チケット代、弁当代含む）

アフタートーク付き
ミュージカル「ボディガード」
観劇
　公演後、出演者のア
フタートークをお楽し
みいただきます。

（出演者の都合により内
容が変更の場合がござ
います）
【日　時】9月18日（水）

 　　　　13：30開演
 　　　　（終演後アフタートーク約15分）
【会　場】東急シアターオーブ
【受講料】10,100円（Ａ席チケット代含む）

公開  暑い季節もキレイでいたい！
 　 眉力、夏のビューティーメイク
メークアップアーティスト　田島 みゆき
　夏のメイクは、日焼け止め
の選び方・使い方、厚塗りに
感じないベースメイク法と眉
力を借りて、シンプルに仕上
げるのが素敵です。涼しげ
な印象でおしゃれなメイクを提案します。  
6/23（日）10:00～11:30　会員  2,916円　一般  3,240円

公開  ひとり30分個人
　 メイクのお悩み解決レッスン
メークアップアーティスト　田島 みゆき
　マンツーマンで、メイクや美容に関するあなた
のお悩みを解決する30分レッスンです。「似合う
口紅の色を知りたい」「アイラインの入れ方をマ
スターしたい」など、悩みにお応えします。  
6/23（日）13:00～16:40　会員  一般  3,780円

NEW  「新曲マスター」
　 笑ってカラオケ教室 
徳間ジャパン
コミュニケーションズ
演歌歌手　日向 しのぶ
　オリコントップ20位以
内の中から１曲ずつマスタ
ーしていきます。
※会場はビッグエコー錦糸町

テルミナ店です。
第2・4金曜　11:00～12:30　
3か月6回16,200円　7/12～

NEW  『ねこ。ネコ。猫。』 
猫専門獣医師　服部 幸
　東京猫医療セン
タ ー 院 長 とし て、
様々な猫の病気と
向き合う猫専門獣医
師、服部幸（はっとり 
ゆき）。猫のスペシャ
リストとして、飼い猫
の命を守るために、
飼い主が知っておか
なければいけない
知識を分かりやすく
レクチャーします。
　7月から内容も新たにスタートする、猫を
愛する方に聞いてほしい話がいっぱい詰ま
った猫の集会（セミナー）です。
第4金曜　19:40～ 21:10
3か月3回 6,480円　7/26～

　夏の盆踊りシーズン到来を前にして、『ニ
ッポンのマツリズム』の著者・大石始と『今
日も盆踊り』の共著者・小野和哉が注目の
盆踊りを紹介。カルチャーセンターの講座

「河内音頭を唄おう」受講者による河内音
頭実演も予定。
 【日   時】 7月7日（日）14:30～16:00
 【受講料】会員  一般  2,484円　

　今年で４２回目となる隅田川花火大会。隅
田川での花火は、寛永５年（１６２８）に京都か
ら来た僧・慈性と著名な僧・天海が船遊び
で花火を楽しんだことから始まります。江戸
時代を通じて多くの人が楽しみ、幕末には打
上花火も上げられました。その歴史を花火
技術にも着目しながらお話しします。
 【日   時】 7月13日（土）13:30～15:00
 【受講料】会員  一般  2,700円　

提供画像：江戸自慢三十六興
両こく大花火

（すみだ郷土文化資料館所蔵）

〈プロフィル〉 大石 始　世界各地の音楽・地域文化を
追いかけるライター。著書・編著書に『ニッポンのマツリ
ズム』『ニッポン大音頭時代』『大韓ロック探訪記』など。
小野 和哉　ディレクター／編集者／ライター。盆踊り
や祭りを求めて全国を回っている。共著に『今日も盆踊
り』（タバブックス）。都恋堂所属。

協力：ビッグエコー錦糸町テルミナ店

読売新聞東京本社編集委員（元ロンドン駐在）　川島 健司
　この秋、世界からラグビーの強豪が日本に集結します。それを前
に、ラグビーの起源やワールドカップ（W杯）の歴史、強豪国の成り
立ちなどを学んで、まとめてみませんか？
 【日　時】７月31日（水）13：30～15：30
 【受講料】会員  一般  1,620円  【対象】小・中学生（小学3年生まで保護者同伴）
 【会　場】すみだ産業会館９階会議室（JR/半蔵門線  錦糸町駅より徒歩１分）
 【協　力】読売新聞東京本社オリンピック・パラリンピック事務局 写真提供：読売新聞社

公開  夏休み企画「ラグビーで自由研究をしよう！」
公開

公開

〈プロフィル〉 1972年生まれ。一橋大学大学院社会学
研究科博士後期課程修了。博士（社会学）。2010年より
現職。著書に『１９世紀の豪農・名望家と地域社会』（思文
閣出版）などがある。７月に法政大学出版局「ものと人間
の文化史」シリーズの一冊として、『花火』を出版予定。

©「熊野古道　巡礼の旅」

公開  透明骨格標本教室
日本養殖振興会代表　斉藤 浩一  

　魚の不思議や能力、また
進化の過程など面白話を織
り交ぜながら、ワカサギの標
本を作製します。仕上げは
講師が担当し、完成品は、後
日センターで受け渡しとなり
ます。対象は小学生以上、大
人も受講できます。小学校

低学年の方は保護者同伴をお願いします。
7/24（水）14：00～15：30    会員 一般 2,700円   教 3,240円

〈イメージ〉

公開  学研夏の特別科学実験教室
　飛ばそう！空気ポンプロケット

　　目に見えない空気の力を
　　体感しよう！
学研　科学実験教室専任講師   
　わたしたちの身のまわり
にある空気は、実はとても
力持ち！　丸いロケットを飛
ばせる実験セットや吸盤を使って、目に見え
ない空気の力を調べてみよう。
※参加者全員に「自由研究お役立ちシート」をプ
レゼント！　※対象：年少〜小学生まで
8/7（水）14:30～16:00   会員  一般  1,080円  教 1,296円

夏休み企画


