
  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  
 　  1月は教室で手芸作品を作り、
2月は葉山の講師自宅でランチ
を楽しみましょう。※2回コース
1/23、2/20（木） 10:30～ 12:00
会員       5,940円   一般   6,600円
教          4,400円   保険料100円

  公開                アロマワックス・
 バレンタインアレンジ
 風花プリザーブドフラワー協会代表　  河原 由美  

 　火をともさずに香るア
ロマワックスでバレンタイ
ンアレンジを作ります。
 1/20（ 月）  10:00～   11:30
会員        2,750円   一般    3,080円
教           2,750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、自分好みの作品に
仕上げます。本物だからこ
その満足感が得られます。
  1/26（  日） 13:30～ 16:00
会員        2,750円   一般    3,080円
教            3,000円～

 

公開　 ひと足お先に新春の装い
     雅な布ぞうりを作ってみませんか！

   はっぴぃ布ぞうり主宰　 小石 淑子  
  　   新春に雅な鼻緒の素敵な
布ぞうりを作ってみません
か？
 12/15（ 日）  14:00～ 17:30

会員    2,750円　一般    3,080円　教   3,000円

公開　  冬休みの課題に
   　　こども書き初め教室
 東洋書道芸術学会常任理事
  太田 旭峯  
  　    冬休みの各自の課題・宿題に合
わせて指導します。

 12/28（  土） 13:00～ 15:30　会員  2,640円　  一般     2,970円

公開　  一年の始まりを和の香りで迎えましょう
       邪を払う塗香作り
 薫物屋香楽認定教授香司・ナードアロマテラピー
協会認定トレーナー　 橋本 由佳  
  　     一年の幸せを願い、身体に
まとうお香「塗香」を手作りし
てみましょう。和の香りに心
が震えます。
  1/7（   火）  10:00～ 12:00
会員     2,970円　  一般   3,300円　教  1,000円

公開　お悩みも解消！
      貴女だけのメイク個人レッスン
 メークアップアーティスト　    田島 みゆき  

  　 メイクや美容に関するお悩み
を解決する30分の個人レッス
ン。眉やアイラインの入れ方、
口紅の色などお持ちの道具を
使って悩みにお応えします。

12/22（日）  13:00～ 17：00　会員                   3,850円　一般                   4,180円

  公開　  年賀状作り～       職人に学ぶ木版画
　「刷り」の技法2回講座
 春陽会会員　 伊藤 龍作  
  　彫ってある木版を使って、木版画
の刷りを学び、来年の年賀状を準
備しませんか。
12/7、12/21（土）10:00～ 12:30
会員    一般       5,720円　教  1,100円

  公開    マイカラー診断
 カラーコンサルタント　吉川 久美子  
  　   あなたを素敵に見せる色を探し
ましょう。おひとりずつ診断してい
きます。お似合いのメイクカラー
のアドバイスも行います。
12/20（金） 10：00～12：00    会員   3,300円    一般   3,630円    教 220円

  公開     お太鼓結びをマスターしよう
 日本和装士会　着装士　 三橋 孝子  
  　    着物は自分で着られる方で、
帯を結べない方のためのお太
鼓結びを2回コースでマスター
します（1回受講はできません）。
12/4、12/18（水）  15:30～ 17:00
会員       5,280円　一般  5,940円

  公開      ダミアン先生の楽しい
 クリスマス講座

 よみうりカルチャー専任講師
 ダミアン ベイフォード  
  　イギリスの伝統的な食卓飾り「ク
リスマスクラッカー」を作ったり、クリ
スマスの風習、音楽、食べ物に関す
る英会話を学ぶ楽しめる内容です。

 12/24（ 火）  19:00～ 20:30　会員    2,640円　一般        2,970円

  公開        年越しそばを打とう
  稲城市花子茶屋藤田総本店代表
藤田 敏夫  
  　  今年は自分で打ったそばで年
越し！そば粉から丁寧に打った
手作りの美味しさは、格別です。
 12/21（  土）    13:00～ 15:30
会員   2,970  円　一般        3,300円　教   1,100円

公開　 かんてんぱぱの伊那食品工業協賛
     簡単おいしい！
  寒天で作るヘルシー料理

 管理栄養士・料理研究家

中村 裕子  
  　  昔ながらの棒寒天の意識
を変える新しい寒天を使っ
て、簡単でおいしい寒天料
理の試食をいただき、レシピ

も紹介します。「かんてんぱぱ」のお土産付きです。
 1/31（   金）    11：00～ 12：30　会員    一般        2,200円

公開　  誰でもできる！簡単お片づけ
       大掃除前のお片づけ講座

  整理収納アドバイザー
アンジェスタイル代表　   橋場 陽子  
  　     今年こそは、すっきりした生活と
意気込むものの、気が付いたらも
う年末！ここだけはしっかり整理を

して大掃除に取り組んでいただきたいポイントをお
伝えします。
  12/3（   火）  10：00～ 12：00　会員     2,970円　  一般      3,300円

  公開                 Xmasツリーボックス＆
 リボンワーク

 Ribbon Kuniko主宰
   岡田 邦子  
　お菓子箱をクリスマスツリー
デザインで“包んで・結んで”
素敵なクリスマスを演出して
みませんか。
 12/7（ 土）13:00～   14:30

会員        2,420円   一般    2,750円　教 1,100円

ラウンド初心者～
もっとゴルフが上手になりたい方
よみうりゴルフ倶楽部
専属プロによるラウンド
レッスン～実践編～
プロゴルファー
（よみうりゴルフ倶楽部専属プロ）
加藤 淳
　法人会員制「よみうりゴルフ倶楽部」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。ラウンド初心者から上級
者までプロが1組4ホールずつ帯同します。
プレー後は映像でのおさらいもあります。

実例から学ぶ！
相続税対策になる
二世帯・賃貸住宅の成功術
住宅コンサルタント　栗原 浩文
　我が家だけでなく親の土地や建物を将
来どうしようかとお考えの方に、今やるべ
きこと、上手な土地の活かし方をお伝えし
ます。また、建てる前に知っておくべき優
遇制度や節税対策も踏まえ、老後の資金
も考慮した賃貸・二世帯住宅にした場合の
メリット・デメリットを伝授します。
【日　時】 1月11日（土）
　　　　13:30～15:30
【受講料】 無料

【日　時】 2/26（水）または2/27（木）
 各日9:00～16:30　現地集散
【場　所】 よみうりゴルフ倶楽部（東京・稲城市）
【受講料】 各日19,800円（70歳未満の方の

 利用税1,200円と飲食代は別途かかります）

 OLバレエ（初中級）
 バレエ講師　FTPマットピラティス
インストラクター    　阿弥 梨沙子  
 　     ストレッチで身体を目覚めさ
せた後、バーで正しい姿勢を身に
付け、センターレッスンでは軽や
かに踊りましょう。
 火曜 20:20～ 21:40　3か月12回 31,680円　 よみカル    1/7

 楽しいアート水引・千雅流（月1回）
  伝統工芸水引千雅流家元    　 清水 千雅  

 　      松竹梅等伝統的な作品から
節句等四季折々の行事やお祝
い事に合わせて身近に楽しめ
る作品を創ります。
  第 3火曜 10:00～ 12:00 
3か月3回 9,900円

 クラシックバレエ・園児（4歳～）
 バレエ講師　 別府 春香  
 　       初めての方にも、本格的に
習いたい方にも、目的に合わ
せてパリ・オペラ座メソッドで
きめ細かく指導します。
 土曜 14:00～ 14:50
 3か月12回 27,720円　 よみカル    1/11

 手作りパン教室
  日本製粉㈱クッキングパートナー手作りパン講師
 石川 洋子  
 　      基本から学びます。生
地作りから発酵、形作り、
焼き上げまで、わかりや
すく指導します。
 第 3木曜 10:15～ 13:30　 3か月3回 8,580円

広 域 募 集
【お申し込み、お問い合わせ】 
事業担当（03-3642-4301）

台湾に残る日本統治時代の歴史建築
　総統府（旧台
湾総督府）など
現役の庁舎や、
カフェ、ショップ
として生まれ変
わった建物も。

歴史建築の数々を紹介しながら、今も大切
に使ってくれている温かい隣人たちの思い
を語ります。
【日　時】12月14日（土）14：00～15：30
【会　場】読売新聞東京本社3階「新聞教室」（東京・大手町）
【講　師】片倉 佳史（作家）
【受講料】会員・一般ともに2,310円

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。

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
　      声は誰でも出せるものです。発声の魔法は訓練
ではなくボイスセラピーです。
   （少人数クラス）
 第１・3・5土曜18:30～20:00　 3か月6回25,080円　 1/18～
（平日クラス）
第2・4金曜16:00～17:30　 3か月6回23,760円　  1/10～

NEW   はじめてのフラダンス｠
プロダンサー　                       LEIAROHA 

   　 初めての方でも基本から丁
寧にレッスンをしていきます。楽
しく踊って心も体も元気になり
ます。
             第1・3・5木曜 19:00～ 20:00
3か月6回15,180円　 1/16～
 よみカル     12/19

NEW    はじめてのズンバ｠
プロダンサー　                        Lei 
   　  ラテン音楽を主に、ポッ
プス・レゲエなど幅広い音
楽のリズムで踊ります。
             第1・3・5金曜 19:00～ 20:00
3 か月6回15,180円　 1/17～　 よみカル      1/17

NEW     ジークンドー｠
 ミタチアカデミー指導員　 永井 宏典 
   　ブルース・リーが創始した実
戦格闘術。楽しく、分かりやす
く、合理的に指導します。体力
アップに役立ててみませんか。 

第 2・4日曜 14:00～ 15:30
3か月6回16,500円　 1/12～
よみカル       1/12

NEW      やさしいヨガピラティス｠
  Rinlax主宰　  平岡 里奈 
   　やさしいポーズで身体を
伸ばしながら、呼吸を整え
ることで、心身をリラックス
させます。
  第1・3木曜 10:20～ 11:30
3か月6回15,180円　1/16～
よみカル        1/16

NEW       コンテンポラリーステンドグラス｠
監修　ガラス工房Girasole 主宰　   大浦 容紫子 
Contemporary Stained
Glass Art 会員　牧野 恵美 
   　 好きな色のガラスを選
び、カットをするところから
スタート。オリジナルデザ
インで楽しみませんか。
第１・3・5火曜 12:30～ 14:30
3か月6回17,820円　  1/7～
よみカル        12/17

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わ
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 5,500円　 1/18～

NEW  今こそ楽しむ「歌舞伎」
 　　  歌舞伎ライター　 関 亜弓

 　日本が誇るべき伝統芸能・文化である一方で、ハー
ドルが高いと思われがちな歌舞伎。この講座では、全
3回で観劇に役立つための基礎的な知識をわかりや
すく解説し、４回目は実際に劇場に出かけ、皆様の観
劇デビューを徹底的にサポートします。
第3金曜13:00～14:00 
3か月4回11,880円
1/17～（3月は第1金曜）

4回目の観劇は、3月20日
（祝・金）に歌舞伎座で
の公演を一等席で鑑賞
予定。
チケット代、交通費など
は別途。

NEW  つまみ細工 事始め
 　　  RYUKYU TSUMAMI　凛 主宰　 岩本 里奈

 　「つまみ細工」とは、
布の切れ端から作ら
れる華やかな伝統工
芸。現代風にアレン
ジして、初めての方で
もできる、素敵なアク
セサリーなどを作り
ます。
第2金曜10:00～12:00
3か月3回9,900円   1/10～

2020 年1月期（1月～3月）受講者募集

JR錦糸町駅ビル「テルミナ」6階 2020 年冬号

《よみカル体験日》　12月1日（日）～28日（土）
　「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
1,100円でお試しいただけますが、一部対象外の講座や、1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。

 公開        は公開講座です。
よみカル  はよみカル体験日です。

NEW は新設講座です。 ※表示の入会金、
受講料は消費税
込みの金額です

NEW              「語りべ講座１」基礎編｠
 日本映画俳優協会理事
江戸に生きる会理事 わかば かなめ 
   　   自分にしか表現できない語りを
楽しみながら学んでいきましょう。
  第2・4木曜10:00～12:00
 3か月6回19,800円　 1/9～
よみカル   12/26

NEW  メディカルアロマセラピスト
 講師養成講座｠
  薬剤師　村松 早織 
   　     ３回のレッスンで薬学的観点の
講義、クラフト作製と身体マッサー
ジの実習を行います。ご希望の方
には修了証（有料）を発行します。
  第2土曜12:45～14:15    1/11～　 第1火曜19:00～20:30     1/7～
各3か月3回8,910円

NEW                 故郷の本格焼酎・泡盛｠
 酒匠　焼酎利酒師　佐藤 勝彦 
   　      焼酎をよりおいしく味
わうための知識と酒器
などを楽しみながら学
べます。
 第 2土曜 14:00～ 15:30
3か月3回 8,910円　  1/11～

NEW                  宅建 完全合格必勝コース｠
 宅地建物取引士　 鳥海 耕二 

   　 宅建合格に必要な3科目「宅
建業法（全2回）」「権利関係（全
2回）」「法令制限・税（全2回）」
を最大3回転できるカリキュラ
ムとなっています。 
 第1・3土曜 16:30～ 19:00
  3か月6回 27,720円　   1/18～

※無料説明会（要予約）12/14（土）16：30～17：30

NEW                フルート個人（月）隔週クラス｠
  桐朋学園大学研究科修了
  大賀 美佐 
   　     お勤め帰りの方や学生の方へ
おすすめの個人30分クラスです。
 第2・4 月曜18:30～21:00
3か月5回22,000円　  1/27～
よみカル   12/23

NEW               声優入門｠
  俳協所属　原 真名美 
   　    台詞、CMコメント、朗読、読
み語り、ナレーションなど様々
な課題で表現力を磨きましょう。
   第１・3・5土曜18:30～20:00
 3か月6回15,840円　 1/18～　
よみカル    12/21

NEW                初めてのイタリア語入門｠
   よみうりカルチャー講師
マリア モンタニア 
   　     イタリア旅行を楽しみたい方
は、ぜひ言葉の準備を始めませ
んか。旅行で使える会話を丁寧
に進めていきます。
    第１・3・5金曜 19:00～ 20:30
 3か月6回17,820円　 1/17～　 よみカル     12/20

NEW  癒やしの花便り｠
香房花菜認定講師　 美湖 

   　      生花やプリザーブドフ
ラワー、アーティフィシ
ャルフラワーなど、様々
な素材でアレンジメント
を楽しみます。
  第 3火曜 15:00～ 17:00
 3か月3回8,250円　   1/21～

NEW  ゼロからはじめる
 津軽三味線（個人指導）｠
 正統津軽三味線
梅若清瑛邦楽教室講師　                       瑛乃 奈美
   　 迫力のバチさばきと豪快・
華麗なテクニックが魅力の津
軽三味線を、基礎からしっかり
指導します。
              第1・3水曜 17:00～ 21:00
3 か月6回19,800円　 1/15～　 よみカル    12/4

NEW   やさしい着付け入門｠
  日本和装士会　着装士　                        三橋 孝子

   　  美しく着るためのポイント
を押えながら練習を重ね、
いつもと違うすてきな「私」
を発見してみませんか。
第１・3・5水曜 15:30～ 17:30
3か月6回15,840円　 1/15～

NEW    大人のメイクから着こなしまで｠
 メイクセラピスト＆カラーリスト　                         佐藤 義子
   　   あなたに似合う色、
服の選び方とコーディ
ネイト法やヘア・メイク
まで。全身を若々しく
元気に見えるように、今
日から実践できる方法
を、お一人50分の個人レッスンです。
 第3水曜 12:30～ 20:20　3か月3回12,210円　 1/15～

NEW               女性のマージャン教室｠
 日本プロ麻雀連盟認定二段
 冨川 智史 
   　    ルールが分からない、難し
そうという方を対象にじっくり
ゆっくりとレッスンを進めます。
 第2・4日曜12:30～14:30
3か月6回15,180円　 1/12～

     NEW  初めての
 ソープ
 カービング
 　季節感や様々な行事
をモチーフにカービング
の基本をご紹介します。
     第2・4 金曜15:00～17:00
3か月6回16,500円　 1/10～

     NEW  初めてのベジタブル＆
 フルーツ
 カービング
  　身近な野菜や果物を付
け合せやピクルス、おも
てなしに変身させます。
     第2・4 金曜15:00～17:00
3か月6回16,500円　 1/10～

 カービングアートソサエティ カービングスペシャリスト
　 石橋 久美

NEW   ハワイアン
 リボンレイメイキング｠
 アトリエリボン主宰　Leina’ala　井坂 ひろこ 

   　      リボンや毛糸、ビー
ズなどを材料として、
様々な手法を使って美
しいハワイアンレイを
作ります。
   第3日曜10:00～12:00
 3か月3回7,920円　 1/19～

NEW    豆腐とおからでごちそうレシピ｠
 日本豆腐マイスター協会認定料理講師
 田中フローラみどり 
   　           簡単で美味しく、おうちで繰り返し作りたくなる

豆腐＆おから料理
を伝授します。
    第 4水曜
18:30～ 21:00
  3か月3回 8,910円
  1/15～

     公開    いちばんやさしい！
 はじめてのスマホ体験
スマートフォンアドバイザー

 　いまさら人に聞けない、
そろそろスマホにしたい、持
っているけどよく分からない
と思っている方、実際にスマ
ホを触って解決しましょう！
基本的な使い方から日常
よく使う機能まで、楽しく分
かりやすく学べる講座です。
受講者限定の特典など、耳
寄り情報もあります。
■らくらく超入門編
12/2（月）13：00～15：00　12/26（木）13：00～15：00

■らくらく入門＆便利編
12/25（水）10：00～12：00　1/22（水）10：00～12：00

各回  会員       一般               とも1,100円

公開　 令和初の新春準備
    なごみの筆文字
 おのれしょ
  日本己書道場 上席師範　    小沢 神楽  
  　  ほっこり可愛い干支年賀状、
お手製ポチ袋など、あなただけ
の癒やしの作品が完成します。
 12/7（ 土） 10：00～11：30    会員 2,530円    一般  2,860円    教  500円

今日からスタート、大人のための
健康ピアノ講座（演奏付き）

　音符の読み方から指
のストレッチ法まで、ピ
アノを弾くための基本
知識を学びます。歌謡
曲、ジャズ、クラシックな
ど講師の演奏も。

【日　時】2月7日（金）19：00～20：15
【会　場】読売新聞東京本社3階「新聞教室」（東京・大手町）
【講　師】内田 ゆう子（ピアニスト）
【受講料】会員・一般ともに2,200円

アフタートーク付き観劇講座
歌劇『紅天女』
　コミックスの大ヒット作
「ガラスの仮面」の中で、
幻の名作とされる作中劇
「紅天女」をオペラ化し
ました。原作者美内す
ずえさんの脚本。
【日　時】1月15日（水）14：00開演
【会　場】Ｂｕｎｋａｍｕｒａオーチャードホール（東京・渋谷）
【受講料】会員・一般ともに12,600円
　　　　（Ｓ席チケット、パンフレット付き）

なでしこの踊り 早春2020
　新橋の芸者衆
の踊りやお座敷
遊びなど、超一流
のおもてなしをお
見せします。交流
の時間もあり、記

念撮影や直接お話しができる特典も。
【日　時】2月27日（木）、28日（金）、29日（土）、
　　　　 3月1日（日）、2日（月）＝昼の部12：00開演
【会　場】新橋演舞場（東京・東銀座）
【受講料】会員・一般ともに12,000円
　　　　（Ｓ席チケット、会席弁当付き）

事前レクチャー付き観劇講座
国立劇場・文楽
　観劇前に、文楽
の見どころやこぼ
れ話を聞けるレク
チャー付き。公演
をより一層お楽し
みいただけます。
【日　時】2月18日（火）11：00開演予定
【会　場】国立劇場（半蔵門）
【受講料】会員・一般ともに9,500円
　　　　（一等席チケット代・弁当代含む）

魅惑のウズベキスタン探訪
～注目高まるシルクロードと美しき青の都～
　世界遺産の
古都の街並み
や、青色のタ
イル装飾を施
したイスラム
建築に魅せら
れる旅行者が急増中。日本との深いつなが
りも紹介します。お土産付き。
【日　時】1月18日（土）13：00～14：30
【会　場】読売新聞東京本社3階「新聞教室」（東京・大手町）
【講　師】嶌 信彦（ジャーナリスト、
　　　　 ＮＰＯ法人日本ウズベキスタン協会会長）
【受講料】会員・一般ともに2,420円

©NPO法人日本ウズベキスタン協会

NEW                 くらしに役立つ書道｠
読売書法会幹事　謙慎書道会理事
日本筆跡診断士協会認定筆跡診断士
小川 仙草 
   　     筆でさらっと美しい文字が書
けたら素敵ですね。IT時代だ
からこそ、自分で書く美しい文
字を大切にしませんか。初心者の方、大歓迎です。
 第１・3水曜 16:00～17:30　3か月6回 16,500円　  1/15～

 立礼でもてなす茶道
  　椅子で抹茶を点てることは、どなたでも気軽
に家庭で楽しめます。立礼だからこその振舞い
があります。
      第2金曜15:30～17:30　3か月3回7,920円

 かっこよく男子茶道
   　初心者を対象とした男性のための茶道塾
です。
      第1土曜18:30～20:30　 3か月3回7,920円

  大日本茶道学会　正教授　鈴木 仙美

画像提供：松竹（株）・（株）歌舞伎座

  公開         おせち料理  盛り付けのコツ
 料理研究家　 渡辺 あきこ  

  　正月の華やかな盛り付け
のコツをアドバイス。かまぼ
この飾り切りにも挑戦しま
す。最後に試食も。祝箸のお
土産付き（協力：紀文食品）。

  12/26（   木）     11:00～ 12:30　会員   一般         2,860円　教    1,100円
写真はイメージです

2019年10月スタートクラス

 木曜夜の中国語入門
 よみうりカルチャー講師　  金 仲琪  
 第 2・4木曜 19:00～ 20:30
3か月6回16,500円　 よみカル    12/12

 水曜午前のフランス語入門
 よみうりカルチャー講師　   グレゴリー ラメール  
 第１・3・5水曜 10:00～ 11:15
3か月6回16,500円　 よみカル    12/18

※講師作
参考イメージです。


