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楽習フォーラム本部専任講師　清水 美和子

10月期講座のご案内　　　　　　　　　　　　　　☎ 03-5625-2131

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。

受講料の他に、別途、設備費、教材費、
音楽著作権使用料が必要な講座もあります。

お客様に特典いろいろ！
● 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）たまります。
● 早得ポイント
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。
● グループ特典
読響公演チケット20%引き、読売旅行が
主催販売する旅行代金3%割引など。詳
しくはホームページをご覧ください。
● お友達をご紹介ください！
紹介してくださった方には2,000円の商
品券を進呈。紹介された「お友達」は入会
金を半額に。8月20日〜10月31日まで

広 域 募 集
【お申し込み】 事業担当（03-3642-4301）

高円寺阿波おどり連協会所属　吹鼓連
折居 美果ほか

　「ヤットサー」、
「ヤットヤット」
などの掛け声
で、踊る阿波お
どり。とびきり
に輝く笑顔で、
あなたも楽し
く踊ってみま
せんか。本場、
徳島県で開催
される「秋の阿
波おどり」のス
テージでの発表会を目指して踊ります。男
性、女性、年齢に制限なくどなたでもご受講
できます。
※徳島県東京本部事業の受託講座
※�女性は「女おどり」「男おどり」のいずれかをお選び
いただきます。男性は「男おどり」のみ対象です。
※�徳島県主催「秋の阿波おどり」の発表会に参加
される方のみ受講いただけます。
※徳島県への旅費等はお客様のご負担となります。
※11/3鳴物協力�阿波おどり振興協会
 【日　時】9/21、10/5、10/19、11/16［11/3は「秋の
 阿波おどり」（会場 アスティとくしま）に出演］
 【時　間】20時15分～21時30分ほか
 【受講料】 4,000円（全４回分）　

NEW   阿波おどりの本場・徳島県で踊ろう
	 徳島・秋の阿波おどり講座
	 （レベルアップクラス）

焼酎スタイリストⓇ　yukiko
　秋の新シーズン、新しい出会いなどお酒
の席が多くなる季節がやってきます。日本
のお酒・焼酎をおしゃれに楽しく飲む方法
を、実践を交えて伝授します。人気の銘柄、
おすすめの食中酒、二日酔い防止法やダイ
エットとの付き合い方などを、鹿児島県の特
産品をお召し上がりいただきながら、焼酎
スタイリストがご案内いたします。
※�協力：公益社団法人鹿児島県特産品協会
���鹿児島ブランドショップ東京店
 【日　時】2019年9月25日（水）15：00～16：30
 【受講料】2,200円
 【教材費】1,700円
　　　（焼酎のテイスティングとお食事代含む）
 【会　場】かごしま遊楽館2階
　　　 遊食豚彩「いちにぃさん」日比谷店

公開 	大人の・ほろ酔い講座
	 焼酎スタイリストが教える
	 焼酎の飲み方と楽しみ方

　墨田区錦糸町を本拠地に
持つ新日本フィルハーモニー
交響楽団の首席奏者が、ホー
ルを飛び出し、クラシック名
曲の魅力を楽しく、分かりや
すく、生演奏と共に楽しめる
音楽講座を開きます。作曲家
や作品の事はもちろん、楽器
の特徴や普段聞くことのでき
ない裏話等、知れば知るほど
面白くなるクラシックの世界。
土曜日の18時。週の最後に
クラシックの優雅なひと時を、
ぜひ体験して下さい。
 【日　時】  第4土曜　18:00～19:30
 【受講料】 6か月5回15,000円
 10/26～

NEW   生演奏で楽しむクラシック名曲サロン　
新日本フィルハーモニー交響楽団　ビルマン聡平

■入会金　5,000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）

■受講料の他に、別途、設備費、教材費、音楽著作権
使用料が必要な講座もあります。

■入会金と受講料のお支払いは、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、ホームページではクレジットカードのみの
お取り扱いとなります。

■2期目以降の受講継続の手続きでは、銀行口座振替
（自動引き落とし）もご利用いただけます。

入会金と受講料お支払いのご案内
～東京ドームで踊ろう～　ジャイアンツ	ヴィーナスダンススクール
　読売巨人軍マスコットガール「ヴィーナス」
のキッズダンススクールです。現役ヴィーナス
や元ヴィーナスの講師陣が直接指導し、東京
ドームの公式戦ではグラウンドに立って踊りま
す。未経験者も大歓迎です。
月曜 16:50～17:50（小学1年～6年生）
金曜 15:30～16:30（3歳～未就学児）
 16:45～17:45（小学1年～6年生）
各3か月12回24,000円

2019 年10月期（10月～12月）受講者募集

JR錦糸町駅ビル「テルミナ」6階 2019 年秋号

《よみカル体験日》　9月1日（日）～30日（月）
　「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
1,000円でお試しいただけますが、一部対象外の講座や、10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。

●受付開始〜9月末まで（景品がなくなり
次第終了となります）

●10月期定期講座の受講手続き（継続・
新規）をされた方全員が抽選できます。

●1,200本は直営センターの合計です。

秋のお楽しみ抽選会
1,000円の商品券が、
合計1,200本！

〈プロフィル〉
東京芸術大学音楽学部附
属音楽高等学校卒業。同大
学を経て、ローザンヌ高等
音楽院卒業。同大学院修士
課程修了。ローザンヌ（スイ
ス）において�Sinfonietta�
de� Lausanne�のアカデ
ミー課程修了。
ソリストとして、故田中千香
士氏指揮のレボリューショ
ンアンサンブル、矢野正浩
氏� 指揮G r a n d � G a l a�
Orches t ra� OSAKA、
Alexander�Mayer指揮の
S i n f o n i e t t a � d e�
Lausanne�等と共演。
現在、新日本フィルハーモ
ニー交響楽団バイオリン首
席奏者。

公開  プロが教えるスコアブックの付け方

公開 　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、多彩なレシピ
の中から実演で土鍋
の楽しみ方をご紹介
します。※料理と伊賀
米を試食してカップのお
土産付き。��
10/31（木）15:00～16:30

会員   一般  2,500円

手ぶらで参加できるスマホ体験
ソフトバンク�スマホアドバイザー

　これからスマホをはじめたい
方、携帯電話をお持ちでない
方はもちろん、既にスマートフ
ォンをお持ちの方にも役に立
つ、安心の講座です。無料で貸
し出すスマホを使って、基本的
な使い方や便利な使い方を楽
しく体験しながら、わかりやすく

学べます。受講者限定の特典など、耳寄り
情報もあります。
公開  だれでも簡単！スマホの超入門
　基本的な使い方やかんたんに使うコツを
楽しく体験しましょう！ 講座では、基本的な
動かし方や電話、
メール、カメラな
ど、日常よく使う
コトを分かりやす
く学べます。
9/3（火）10：00～12：00
9/16（月・祝）
13：00～15：00
受講料：各回
会員一般とも1,000円

公開  すぐに使える！スマホの基本
　基本的な使い方に加
えて、LINEや地図、乗
換案内など、生活に役
立つコトもわかりやすく
学べます。
9/12（木）10：00～12：00
受講料：会員一般とも1,000円

公開 	JTB・ノーザンテリトリー
	 政府観光局　presents

オーストラリア・エアーズ
ロックの魅力！
アボリジニのアートと文化
オーストラリア・アボリジニ・アート・コーディネーター
内田真弓
　オーストラリアを代表する観光地、ウルル・
カタジュタ国立公園のエアーズロック。現在
テレビ等でも活躍中の内田真弓さんが、先
住民“アボリジニ”の人々が描いたアートか
ら太古の歴史、文化に迫ります。�
 【日　時】9/30（月）14:00～15:30
 【受講料】 無料

コースで学ぶゴルフ
PGAティーチングプロ（A級ライセンス）� 野内 尚美
　会場は千葉よみうりカントリークラブ（JR
五井駅から送迎あり）。用具はゴルフ場が
用意します。

♦手ぶら de ゴルフ
  「きっかけゴルフ体験」
　気軽にゴルフを体験してみませんか。
100%ゴルフ未経験者の方を対象としたレッ
スンです。
※日程はお問い合わせください。�
【各　日】 11:50～16:10

 会員  3,000円　一般  3,300円
【昼食代】 1,000円　保険料100円

♦プチゴルフ4日間コース
　初心者を対象に実際にコースに出て、ス
イングの基本を学びます。
※日程はお問い合わせください。�
【各　日】 11:50～16:10

 26,800円（昼食代・保険料込み）
非会員の方は会員証代200円が別途かかります。

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。

NEW   これで解った、
 坂本龍馬暗殺の謎！ 
茶道・歴史研究家　井上 慶雪 
　薩長同盟や大政奉還が本当に龍馬の偉業だっ
たのか。権力闘争の中に真実がある。
第4土曜14:30～16:00　6か月6回15,000円　10/26～

NEW   ルネサンスのフィレンツェ 
国際ジャーナリスト
元読売新聞ローマ・
パリ・ロンドン支局長
永井 清陽 
　ルネサンスは輝
く時代で波乱万丈
であった。ルネサン
スとは何か。フィレ
ンツェは、なぜ生ま
れたのか。
第3木曜13:30～15:00
6か月6回14,400円
10/17～

NEW   坐禅と法話 
安國寺住職　菊池 旭海 
　座禅に慣れ親しみ、心
を落ち着かせ仏教を身
近に感じてみましょう。
第3火曜13:00～14:30
6か月6回14,400円　10/15～

NEW   人生100年社会を生きる
　「傾向と対策」 
評論家・東京家政大学名誉教授　樋口 恵子 

　令和に変わっても、超少
子高齢化社会、人生100年
の現実は変わりません。事
実を知り対応を考えていき
ましょう。
第1水曜15:30～17:00
6か月5回15,000円　10/2～

NEW   シニアの楽しく学ぶ
 英会話入門★ 
よみうりカルチャー専任講師
ダミアン ベイフォード 
　基礎的な英会話を学ぶ
初心者向けのクラスです。
ダミアン先生がやさしく手
ほどきします。
金曜10:00～11:30
3か月10回28,000円　10/11～

NEW   旅行英会話★ 
よみうりカルチャー講師
井上 愛 
　旅先で遭遇する場面を
想定しながら、役立つ会話
表現を身につけていきまし
ょう。
第2・4金曜13:00～14:00
3か月6回14,400円　10/11～

NEW   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 
　発音や会話の基礎から
学んでやさしい日常会話
を習得していきます。
第１・3・5水曜10:00～11:15
3か月6回16,800円
10/16～　 よみカル  10/2

NEW   基礎から学ぶ台湾語入門★ 
よみうりカルチャー講師
陳 麗惠 
　旅行先として人気の台
湾。台湾出身の講師が現
地の生活習慣や文化紹介
も交えながら、初歩から学
ぶ入門クラスです。
第2・4土曜15:00～16：30
3か月6回20,400円　10/12～

NEW   木曜夜の中国語入門★ 
よみうりカルチャー講師
金 仲琪 
　初めて中国語を学ぶ方
が対象のクラスです。発音
の基礎から学んでいきま
す。
第2・4木曜19:00～20:30
3か月6回16,800円　10/10～

NEW   楽しい大人の塗り絵 
サクラクレパス
大人の塗り絵認定講師
藤岡 敬三 
　初心者の方や、作画
を本格的に始めるため
の入門にも最適です。
第2・4水曜15:30～17:00
3か月5回12,500円
10/9～　 よみカル  9/25

NEW   フェイスニング 
ソシエテヴィサージュ認定講師　長山 明美 
　健康で生き生きとし
た表情作りを目指すお
顔のトレーニングです。
表情筋を鍛えてたるみ
やしわを予防します。
第3月曜13:00～14:30
6か月6回18,000円
10/21～　 よみカル  9/16

NEW   季節の江戸東京野菜と
 食文化 
江戸・東京料理研究家
押上よしかつ店主
佐藤 勝彦 
　歴史や地理を交えな
がら、調理方法や美味し
い食べ方などその魅力
を学びます。※６回コー
スです。
第4月曜10:00～11:30
6か月6回14,400円　10/28～

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
30分の個人レッスン
です。
第2・4月曜18:30～21:00　
3か月6回24,000円
10/14～　 よみカル  9/9

NEW   二胡入門 
張会斌二胡アカデミー講師　水落 洋子 
　中国民族音楽を中心に、日本や西洋音楽をクラ
シックからポピュラーまで幅広く学びます。
第2・4金曜
10:15～11:15
3か月6回16,800円
10/11～
よみカル  9/27

NEW   ソウタシエ＆
 オートクチュールビーズ刺繍  
　ヨーロッパの伝統的なコード刺繍。天然石
やビーズなどをコードで流線型に囲んで針、
糸で縫いながら形を仕上げます。
第4水曜日
15:00～17:00
6か月6回16,200円
10/23～　
よみカル  9/25

NEW   綿入れ半てんを作ろう
 ６回コース  
和裁技能士　大橋 文子 
　昔懐かしい綿入
れ半てんを作りませ
んか。6回で1着完
成を目指します。
第2・4木曜13:00～16:30
3か月6回18,000円
10/10～

NEW   段取り上手はお料理上手・
　　　おもてなし編  
N's�kitchen主宰　小川 典子 
　１人１台の調理台を使い、
おもてなし料理としてちょっ
と難しい1品を集中して作
ります。
第3火曜10:30～12:30
6か月6回18,000円　10/15～

NEW   薬膳アドバイザー
 資格取得講座  
国際中医師、国際中医薬膳師
なつめ 
　薬膳の基本知識を学ん
で、家族の健康を守る食医
の知識を身につけませんか。
第3・4月曜18:30～21:00
6か月7回21,000円　10/28～
無料説明会
9/9（月）18:30～19:30（要予約）

源氏物語で知る平安時代  
国学院大学文学部卒・国文学研究家
西沢 伸子 
　原文を引用しながら、平安貴族の文化、当時の女
性の生き方、考え方など楽しく解説していきます。
第4火曜10:00～12:00　6か月6回15,000円　10/22～

NEW   はじめての色鉛筆画  
色鉛筆画講師　葛坂 徳子 
　気軽に始めやすいのが色鉛筆画の魅力です。
基本となる球体や円筒から描いていきます。

第2木曜
10：00～12：00
6か月6回
15,600円
10/10～
よみカル  9/12

NEW   貝合わせを日本画で描く  
日本画家　星野 勝 
　日本画の絵具を
使って、貝合わせを
作ってみましょう。
個人の力量に合わ
せて、制作のお手
伝いをします。
第3月曜13:00～15:00
6か月6回21,000円
10/21～

NEW   トールペイントでペットを描こう   
日本手芸普及協会指導員会員　いしだ あつこ 
　トールペイントの技法で、かわいいペットの絵を
描いてみましょう。絵が苦手な方でも、塗り絵のよ

うに楽しく描
くことができ
ます。
第2水曜
15:30～17:30
6か月6回
15,000円
10/9～

NEW   立礼でもてなす茶道  
　立礼だからこそでき
る振る舞いがあります。
椅子で抹茶を点てるこ
とは気楽に楽しく、どな
たにでも、家庭でもでき
ます。
第2金曜15:30～17:30
6か月6回14,400円
10/11～

NEW   かっこよく男子茶道  
　茶道をはじめてみようかな？初心者を対象

とした男性のた
めの気軽に参加
できる茶道塾で
す。
第１土曜
18:30～20:30
6か月6回14,400円
10/5～

NEW   初めてのジャズヴォーカル  
ジャズシンガー　三輪 明子 
　耳になじんだスタンダー
ドナンバーを課題曲に選
び、３ヶ月で２曲のペースで
仕上げていきます。
第2・4日曜13:30～15:00
3か月5回14,000円
10/13～　 よみカル  9/22

NEW   豆腐とおからでごちそうレシピ  
テーブルマナー＆プロトコル・スクール主宰
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 
　簡単でおいしく、おう
ちで繰り返し作りたくな
る豆腐＆おからの料理
を伝授します。
第１木曜 18:30～ 21:00
6か月6回16,200円　10/3～

NEW   魚の目利き・さばき・
 料理教室①土曜  
築地はじめ鮮魚店　店主　渡邊 一 

　自分でさばい
た旬の魚を美味
しく食べるコツ
を伝授します。
第１土曜
9:45～11:45
6か月5回13,500円
10/5～

NEW   アイシングクッキー  
N's�kitchen主宰
小川 典子 
　デコレーションに
たっぷり時間をかけ
て楽しむクラスです。
第2土曜14:00～16:30
6か月6回16,200円
10/12～

NEW   お勤め帰りの
 ヴォイストレーニング 

声楽家　今村 やよい 
　30分の個人レッスン
です。お好きな曲を楽し
く歌いましょう。
木曜19:10～21:40
3か月13回45,500円
10/3～　 よみカル  9/26

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26,600円　10/5～

（平日クラス）
第2・4金曜16:00～17:30　3か月6回21,600円　10/11～

NEW  氣仙えりか監修
	 フェイクスーツテクニカル講座
	 「フルーツ＆ベジタブル
	 ３０のアイデア」
監修：クレイパティシエール　氣仙 えりか
クレイパティシエールエキスパート　徳永 ゆうこ 
　数種類の粘土を使い分けてフルーツや野菜を
表現。カナッペやピンチョスにして華やかに仕上

げます。
第4水曜
12:30～14:30
6か月6回
16,800円
10/23～

NEW  クレイパティシエール
	 養成講座・学科部門
クレイパティシエール��氣仙 えりか
　「フェイクスイーツづく
り」のプロ講師認定資格
「クレイパティシエール」を
目指す方のための集中学
科講座。プロ活動に必須
の知識をテキストで学び
ます。
第１土曜10:00～12:00
6か月5回14,500円
10/5～ 作曲家��上野 正樹

NEW  ピアノで学ぶ人生演歌
　	（個人レッスン30分）
　ピアノで発声・音程・
リズムを習得し、本人
の音色、雰囲気に合わ
せて個性を引き出す
指導をします。聞き手
を満足させる歌い方
を習得しましょう。�
第2・4土曜10:00～12:30　3か月6回27,000円　10/12～

NEW  ピアノで学ぶ最新演歌
　	（少人数クラス）
第2・4水曜13:45～14:45　3か月6回21,000円　10/9～

NEW  心で歌う人生演歌
　	（個人20分）
第2・4水曜12:30～13:30　3か月6回21,000円　10/9～

公開 　私のエンディングノートを
 書くための基礎知識
日本葬祭アカデミー�葬祭カウンセラー　二村 祐輔  
　遺言では間に合いませ
ん！　生前から「伝えてお
きたいこと、聞いておき
たいこと」を整理しておき
ましょう。
9/30（月）13:00～ 15:00
会員  2,500円　一般  2,800円
教 1,000円

公開 　じっくり豊洲市場探訪＆
　　美食ランチ
フリーライター　千本木 亨雄  

　築地の中央卸売市場
が豊洲へ移転してもう
すぐ1年。市場の仕組
みや歴史・エピソードな
ど、豊洲市場の裏表を
解説。イヤホンガイドを
使用、講師の解説もク
リアーに聞こえます。

9/28（土）9：30～ 14：00　9/30（月）9：30～ 14：00
会員 各2,700円    一般 各3,000円    教 各900円    保険  各100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（アイ
ラインの入れ方や
眉、シミなど）個々
の悩みにお応えし
ます。
9/29（日）10:00～ 15:40
会員  一般  3,500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 
　10月は教室で手芸作品
を作り、12月は葉山の講師
自宅で素敵なランチを楽し
みましょう。※2回コースです。
10/31・12/19 （木）10:30～12:00
会員  5,400円
一般  6,000円　教 4,000円

公開 　アロマフローラルストーン
フラワーデザイナー協会
フィエルテ
アロマ講師　坂庭 由紀 
　写真立てにもなるフ
レグランスストーン。石
膏のフレームに色付け
やデコを施してデザイ
ンや香りを楽みましょう。

11/3（日）13:00～15:00　会員  一般  3,000円　教 500円

公開 　エディブルフラワー
フラワーデザイナー協会
フィエルテ代表
村山 友栄 
　からだに優しい食用花。
自宅でもチャレンジできる
簡単レシピをご紹介します。
11/29（金）13:00～15:00

会員  一般  3,000円　教 500円

公開 　すみだの「ものづくり」から学ぼうvol.2
 本革のブックカバー作り
HIS-FACTROY代表　中野 克彦 
　十数色の革の中からお好みの色をお選びいた
だき、仕上げは手縫いで縫い合わせていきます。
会場：HIS-FACTROY（東京メトロ銀座線「浅草駅」、都営浅
草線「本所吾妻橋駅」より徒歩4分）。
10/23（水）
10：00～13：00
会員  一般  
2,000円
教 7,000円

公開  ちょっと豪華なお仏壇に飾る
 プリザーブドフラワー
 アレンジメント
風花プリザーブドフラワー協会代表
河原 由美
　水やりが不要で、造花に抵
抗がある方におすすめです。
花材はすべてプリザーブドフラ
ワーです。
9/16（月）10：15～11：30　9/21（土）12：45～14：00
会員  各2,500円　一般  各2,800円　教 各3,000円

ダンシング ゆったり
ＪＡＺＺダンス
ACTIスタジオ講師��松原 由起
　十分なウォーミングアッ
プの後、バラードの曲に合
わせた振付で、伸びやかに
身体を使って踊ります。
第１・3・5火曜13:10～14:25
3か月7回16,100円

ソウル＆ディスコダンス
　ソウルミュージックに乗り、懐かしいステップ
やファンキーなディスコダンスを踊ります。

JIN��DANCE��FACTORY��主宰
ＪIＮ 
第１・3・5火曜
20:10～21:40
3か月7回16,800円

ビギナークラス
JIN��DANCE��FACTORY��主宰
ＪIＮ/MIYUKI  
第2・4火曜20:10～21:40
3か月6回14,400円

ダレデモダンス認定インストラクター��石渡 大輔

SAM（TRF）の
健康イージーダンス
　TV・新聞でも大反響!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。
木曜11:50～12:50　3か月13回32,500円

SAM（TRF）の
Dancing	The	美	Body

　プログラムを続け
ていくことで、引き
締まった美脚ライン・
ヒップアップ、憧れの
ボディを目指します。
木曜14:00～15:00
3か月13回32,500円

ユキ・バレエアートアソシエーション��石井 あゆ

バレエ・
エクササイズ
はじめての方でも安
心な体に無理のない
プログラムです。音楽
に乗って思いっきり体
を動かしましょう。
木曜16:30～18:00
木曜18:30～19:45
各3か月13回31,200円

　6月に開催したカルチャー初の「スコ
アブックの付け方」講座。大人気で今回
リクエストにお応えします。講師はプロ
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三井さ
ん。簡単に書くコツを丁寧に分かりやす
く説明してくれます。少年野球に通うお
子様のお父さんお母さんはもちろん、
野球場に通うファンも歓迎します。
 【日　時】 9月24日（火）10:00～11:30
 9月26日（木）19:00～20:30
 9月29日（日）10:00～11:30
 【受講料】 会員  一般  各2,500円

〈プロフィル〉�1961年島
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軍サブマネージャーを務め、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

※お食事はイメージです。

公開 　生きがいのある人生を
 運命を拓く 中村天風の教え

中村天風財団　山田 真次  
　「自然に前向きになってい
く」そんな心の持ち方をあ
なたも学んでみませんか。
　中村天風が伝える「積極
的への道」！
9/21（土）15:00～ 16:30
会員  一般  2,400円

公開 　Welcome to Japan!
 ダミアンのおもてなし英会話
よみうりカルチャー専任講師
ダミアン ベイフォード  
　外国人と触れ合う際に必
要な英語表現の基礎を学
びます。異文化交流に関心
のある方におすすめです。
9/20（金）14:30～ 16:00
会員  一般  2,400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

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１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。
9/29（日）10:00～ 12:00
会員  3,000円　一般  3,300円
教 220円

公開  筑波宇宙センター
 スペースドーム見学
元JAXA試験センター長　三枝 博  
　筑波宇宙センタ
ースペースドーム
（展示館）を見学し
ます。説明と質疑
応答の時間を設け
ます。
9/29（日）13：00～ 15：30
会員  一般  1,000円　教 100円　保険 100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。
9/30（月）
13:30～ 16:00

会員  2,500円　一般  2,800円　教 3,000円～

公開 　夏バテ解消！
 セルフケアのお灸教室
アイム鍼灸院院長、せんねん灸セルフケアサポーター
横山 美樹  
　初めての方でも、安心して利用できる「せんねん
灸」を使い、お灸の効果やセルフケアのポイントな
どを楽しく学
びます。
9/30（月）
13：00～ 15：00
会員  2,700 円　
一般  3,000 円　
教 1,000円

公開 　薔薇とグリーンの
　　クリスマスリース
フラワー装飾一級技能士　きほ 
　プリザーブドフラワ
ーの薔薇とグリーンで
作るクリスマスリースレ
ッスン。水引を足して正
月飾りにも素敵です。
11/16（土）13:00～15:00
会員  2,500円　一般  2,800円
教 3,000円

公開 　大人が楽しむ絵本講座
絵本専門士　鴫原 晶子 
　絵本は子どもだけのもの
ではありません。大人として
改めて絵本に目を向け、そ
の魅力を実感してみません
か。たくさんの絵本の中か
ら選んだ、日本そして海外の
珠玉の絵本をご紹介します。
10/10（木）10:30～12:00
会員 2,500円　一般  2,800円
教 500円

公開 　クリスマススワッグとアロマ
フラワー装飾一級技能士　福田 貴代美 

　アーティフィシャル
フラワーや天然の木
の実、ソラフラワー
を使い、オリジナル
の香りも楽しみます。
11/26（火）13:00～15:30
会員  2,500円
一般  2,800円
教 3,800円

NEW  『ナショナル ジオグラフィック』の
 編集者が語る、写真の魅力 

日経ナショナル
ジオグラフィック社　書籍編集長
尾崎 憲和 
　美しく迫力のある作品
を鑑賞しながら、どのよう
な場所で撮られ伝えられ
たのかを解説します。
第3金曜19:00～20:10

6か月6回16,800円　10/11～
画像提供：日経ナショナル�ジオグラフィック社

NEW   やさしい着付け入門  
日本和裁士会着装士　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7回16,800円　10/2～

NEW   金曜夜・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。旅先で使え
るやさしい会話を学びます。
第1・3・5金曜19:00～20:15
3か月6回16,800円
10/18～　 よみカル  10/4

NEW   ハンド＆フットケアに
 挑戦しよう 

日本ハーバルアロマ
セラピスト協会講師
Tea�Tree主宰
久保田 裕子 
　アロマオイルを用
いてトリートメントし、
心身を安らげましょ

う。女性限定の6回コースです。
第3水曜15:30～17:30　第3水曜18:45～20:45
各6か月6回16,800円
10/30～　 よみカル  10/16

©マガジンランド

NEW   カラオケ歌謡教室
　 （個人30分） 
全日本音楽著作家協会会員　作曲家　守本 哲典 
　お1人様30分、ピアノで発声とご希望の1曲を

指導致します。
第1・3金曜
18:00～21:00
3か月6回
25,800円
10/4～
よみカル  9/27

NEW  昼下がりのやさしいヨガ 
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13:30～14:20
3か月6回13,800円
10/3～　 よみカル  9/19

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13,800円
10/11～　 よみカル  9/27

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5,000円　10/5～

NEW   あの町この駅・東京さんぽ  
漫談家　青空 遊歩 
　知っているつも
りの「あの町この
駅」再発見！　毎
回、駅を起点にして
のタウンウォッチで
す。ご案内役は漫
談家の青空遊歩で

す。笑いの絶えない解説はウォーキング漫談と
大好評をいただいています。わき道、寄り道、回
り道の珍道中!�　楽しい散策講座です。
第3木曜10：30～12：30　6か月6回16,500円　10/17～

NEW   糸と針で編む　ビーズアート
 ステッチアクセサリー  
　しなやかな装着感が特徴のビーズステッチ
の技法を中心に学びます。大人の女性が身に

着けて心地よい
デザインです。
第4水曜日
15:00～17:00
6か月 6回16,200円
10/23～
よみカル  9/25

NEW   故郷の本格焼酎・泡盛  
酒匠、焼酎利酒師
佐藤 勝彦 
　様々な原料から造ら
れる本格焼酎。焼酎をよ
りおいしく味わうための
知識と酒器など実際に
味わいながら学べます。

第１日曜16:00～17:30　6か月6回　16,200円　10/6～

公開 　～仏教の心を体験しよう～
 成田山で一日修行
協力：大本山　成田山新勝寺  
　不動尊信仰で知られる成田山新勝寺で、１日を過
ごし、自分を見つめませんか。
10/26（土）
9:20～ 15:00
会員 3,000円
一般  3,300円
教 2,728円
保険  100円

NEW  フランス伝統工芸
	 フレンチ・メゾン・デコール
日本ヴォーグ社フレンチメゾンデコール講師
　初めてさんから経験のある方まで楽しめ
るカルトナージュやタッセルを作ります。ディ
プロマ取得
対応有。
第１水曜
15:00～17:00
6か月5回
13,500円
10/2～

NEW  縫わずに作るバッグと小物
　トートバッ
グや実用的
な小物を縫
わずに作りま
す。早く仕上
がり軽いバッ
グなのも魅
力です。

第１水曜12:30～14:30　6か月5回13,500円　10/2～

　有吉佐和子が杉村春子のために書き下ろ
した戯曲。再演を重ねてきた名作を大地真
央が演じます。�
【日時】11月7日（木）12：00開演（バックステージツアー
は10：50から約20分）   【会場】明治座（東京・日本
橋浜町）   【出演予定】大地真央、温水洋一、矢崎
広ほか   【受講料】会員13,364円　一般13,637円（Ｓ
席チケット、弁当付き）

バックステージツアー付き観劇
明治座 音楽劇

「ふるあめりかに
袖はぬらさじ」

　江戸の頃より11月
は劇場の新年度とし
て、その１年間に出演
する役者たちが勢ぞ
ろいする「顔見世興

行」として賑わってきました。現代の歌舞伎
座においても名残として、11月公演中は劇
場の正面に櫓（やぐら）が掲げられます。�
【日時】11月23日（土・祝）11：00開演（レクチャー9：30
から）　【会場】歌舞伎座（東京・東銀座）   【講師】
前川文子（元松竹株式会社　演劇ライツ室・歌舞伎
研究家）　【受講料】会員18,273円　一般18,546円
（１等席チケット、弁当付き）

事前レクチャー付き観劇
歌舞伎座「吉例顔見世大歌舞伎」

【日時】12月6日（金）11：00開演　レ
クチャー10：00～　【会場】国立劇場（東京・半蔵門）
【受講料】会員4,091円   一般4,364円   （席チケット
代含む）

事前レクチャー付き観劇
国立劇場

「文楽鑑賞教室
伊達娘恋緋鹿子」

【日時】11月15日（金）12：00開演（レ
クチャー11：00から）　【会場】国立
劇場（東京・半蔵門）　【出演予定】
中村吉右衛門ほか　【講師】津金
規雄（青山学院女子短期大学講師）

【受講料】会員10,637円、一般10,910円（席チケット、
弁当付き）

事前レクチャー付き観劇
国立劇場「令和元年１１月歌舞伎公演
通し狂言 孤
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　日本海から吹き付
ける風が創り出した
砂丘や海岸――。日
本遺産に認定された
因幡・但馬の地域に
は絶景が広がります。「麒麟獅子舞」はこの
地の約180の村々で舞い続けられてきまし
た。秋には厳しい風の季節での無事を願い、
春にはそれを乗り越えた感謝を胸に舞うとい
う「麒麟獅子舞」を会場で披露し、魅力を語
ります。受講者の中から１組２名様にモニタ
ーツアーが当たる抽選あり！��
【日時】9月15日（日）13：00～16：00　【会場】時事通
信ホール（東京・東銀座）　【講師】坂野靖（キリ
ノロジークラブ）、星見清晴（鳥取県地学会前会長）、
佐々木孝文（鳥取市教育委員会文化財課）　
【受講料】無料（要予約）

鳥取県「祝！麒麟のまち圏域
日本遺産認定記念シンポジウム」

令和元年「島根の世界遺産・
日本遺産」特別講座

第1回＝日本遺産「日が沈む
聖地出雲～神が創り出した
地の夕日を巡る～」�
【日時】9月16日（月・祝）13:30～

15:30　【講師】 森田喜久男（淑徳大学教授）　【内
容】出雲大社と日御碕～日本遺産  日が沈む聖地出
雲～

第2回＝世界遺産「石見銀山遺跡
とその文化的景観」�
【日時】9月23日（月・祝）13:30～15:30　【講
師】岡美穂子（東京大学大学院准教授）
【内容】世界史の中の石見銀～石見銀
山遺跡とその文化的景観～　【会場】い
ずれも、東京証券会館ホール（東京・茅場町）　【受講料】
無料（要予約）

私たちの60’s、70’s
洋楽ロック史（トークとギター演奏）

　シンコーミュージ
ック・エンタテイメ
ントとよみうりカル
チャーコラボレーシ
ョン講座。海外アー
ティストとの交流秘
話や名曲にまつわ
るエピソードを、ギ

ターの演奏を交えて披露します。�
■ 取材のなかでみたQueen
    +１人Queen演奏
【日時】10月12日（土）13：00～ 15：00　【出演】東郷か
おる子（ミュージック・ライフ元編集長）：１人Queen
演奏　tea（ギター、歌唱）

■ソロギターで楽しむ日本の洋楽ロック史
  （ビートルズ、S＆Gを中心に）　
【日時】11月9日（土）13：00～15：00 【出演】矢
口清治（ディスクジョッキー）：ギター演奏　益田洋
【会場】いずれも、読売新聞東京本社「新聞教室」
（東京・大手町）【受講料】各回 2200円

PHOTO�by�MUSIC�LIFE�
ARCHIVES

NEW   プロ直伝 ジェルネイル入門 
Ami�gelエデュケーター　高津 美恵子 
　セルフジェルネイルの基本ケアから、アートまで
初心者の方にもわかりやすくスターターキットを使
って指導します。
ネイリスト気分で
楽しみませんか。
第3土曜
10:00～12:00
6か月6回18,000円
10/19～

ぬり絵から始める花の水彩画
日本美術家連盟会員・洋画家��渡辺 三絵子

　ぬり絵感覚で絵筆に親し
みながら様々な技法を身に
つけ、自由に思い描いた美し
い花の絵を表現します。
第2・4木曜15:00～17:00　
3か月6回16,200円

絵画

１からはじめる水彩画
東京藝術大学卒業��吉田 由貴
　水彩絵の具は手軽に
扱える画材ですが、使
い方次第で実に幅広い
表現ができます。絵を
描いていると、自分で思ってもみなかった線
や色が生まれる瞬間があります。
第1・3日曜12:40～14:40　3か月6回15,000円

日曜油絵
洋画家��東原 均
　経験に応じてデッサンの描
き方や、油絵の道具の選び方
など適切なアドバイスで指導
します。
第1・3・5日曜9:45～12:15　3か月6回16,800円

楽しい日本画
日本画家��長谷川 誠
　基礎から学べるクラス
です。伝統的な技法の習
得をしながら、静物、風景、

人物デッサンなど個性を生かして制作します。
水曜10:00～12:30　3か月12回28,800円

黒板に描くチョークアート
Moniqueschalkart公認インストラクター��町田 美佐
　黒板に描かれたお洒
落な看板やメニュー、カ
ラフルなオーストラリア
生まれのチョークアート
アートを始めませんか。
第2・4木曜10:00～12:00　
3か月6回15,600円１から学べる絵画の基礎・

応用コース
主体美術協会会員��

小林 宏至
　画材は自由に、基本
と表現力のアップを目
指します。徐々に「描きたいものを描きたいよう
に、描ける」ようアドバイスします。
第1・3・5月曜18:30～20:30　6か月6回15,600円

原田タカオの似顔絵教室
似顔絵作家��原田 タカオ

　一度見たら誰でもにんま
り微笑んでしまうようなマン
ガタッチの似顔絵を描いて
みませんか。
第2・4木曜14:00～16:00　
3か月6回15,000円

木版画入門
春陽会会員��伊藤 龍作
　子供の頃に体験した木版
画の経験を思い出して、年賀
状や小品、絵本の制作など、
あなた自身のぬくもりのある

感性を作品にしていきます。
第1・3土曜10:00～12:30　3か月6回15,600円

公開 　フレッシュな
　　クリスマスリース
ロンドン･ロイヤル・F.D.講師　山田 宏美 
　生のモミの木
を使い香りも楽し
めるリースです。
11/23（土）
12:30～14:30
会員  2,500円
一般  2,800円
教  3,500円

クリスマス準備
すこし
早めの

大日本茶道学会　正教授　鈴木 仙美

日本ヴォーグ社フレンチメゾンデコール講師
アトリエ・ラ・フランス主宰
　木村 えい子


