
体を動かそう日本の踊り・世界の踊り自分で作ろう

食を楽しむ

メイクアップ基本の《き》
（個人50分）
メイクセラピスト　佐藤 義子

　あなたのお肌の悩み
を解決しながら、個性を
引き出し、自信がつくメ
イク法をプロがお手伝
いします。 一人50分
の個人レッスン。
第1日曜10:30～17:00

3か月2回11,000円　初日2/5 事前体験 12/4

楽しく歌おう世界の名曲
二期会会員　井ノ上 ひろみ
　一度歌って
みたかった憧
れの名曲を、
イタリア在住
経験のある
講師が、ご希望に応じてレッスンします。
第1・3金曜15:15～16:30

3か月6回22,176円　初日1/6　 事前体験 12/16

中高年の楽しい
キーボード（土）

カシオミュージックサークル
講師　久田 美恵
　キーボードの基本操
作を覚えながら、演歌
でもポップスでも、好き
な曲が両手で弾けるよ
う指導します。

第2・4土曜　A14:45～16:15、 B16:15～17:45

3か月6回21,384円　初日1/14　 事前体験 12/10

ラ メルヘン・テープで作る
バッグ講座
日本手芸普及協会指導員
横倉 節子
　専用のテープをネッ
トに通してお気に入りの
バッグを作りましょう。
第3月曜12:00～14:00　3か月3回10,312円
初日1/16　 事前体験 12/19

NEW 月に1回の折り紙サークル
折り紙愛好家　工藤 康子

　昔なつかしい
伝統折り紙から、
創作折り紙、便
利な雑貨つくり
を楽しみます。

第4金曜12:30～14:30　3か月3回9,570円
初日1/27　 事前体験 12/23

NEW はじめてさんの手編み教室
～基礎編みと小物～

日本アートクラフト協会理事　手編み講師
小川 佳代子
　棒針編み、かぎ針
編み、アフガン針編
みの基礎を6回で学
び、小物も作る初心
者向けの教室です。

第2・4日曜10:00～12:00
3か月6回20,790円　初日1/8（ 事前体験 可）

ミシンで作る布バッグ
エルタデザイン主宰　武田 浩子
　ポーチ、がまぐち、トートやショル
ダーバッグを自分で作ってみません
か。接着芯や金物、革の使い方やフ
ァスナー、ポケットの付け方、型紙の
取り方などをマス
ターできます。着
物地やお手持ちの
材料でも作れます。
第2水曜13:00～15:30

3か月3回11,880円　初日1/11　 事前体験 12/14

NEW 木目込みで兜を作る
4回コース

日本手工芸指導協会師範 /講師
柳橋 由美子　金江 直美
　お子さん、お孫さんへの贈り物として
手作り兜でお祝いしましょう。

第1・3・5水曜
14:30～16:30
3か月4回
13,750円
初日2/1

デジタルなどで描く
趣味のイラスト
イラストレーター　小塚 類子

　お持ちのスマホ、タブ
レット、パソコンでイラス
トを描いてみませんか。
ペンやマーカーなど、デ
ジタルに限らずお好み
の画材でも指導します。
第2・4月曜13:00～15:00

3か月6回19,800円　初日1/9　 事前体験 12/12

バレトン®ソール・シンセシス
元宝塚歌劇団宙組　大海 亜呼
　バレトンとはフィットネス・バレエ・
ヨガといった3つの要素を含んだ有
酸素運動です。音楽
に合わせながら全身
を動かします。
第2・4火曜10:00～11:00
3か月6回19,800円
初日1/10   事前体験 12/13

基礎からしっかり学ぶ
株式投資
日本テクニカルアナリスト協会
認定テクニカルアナリスト（CMTA®）　川田 英利
初心者の方でも安心して楽しく学べ

る、結果を出すための株式投資の講座
です。
第2・4金曜
15:30～17:00
3か月6回22,687円
初日1/13

マジック入門
横木マジック研究所
代表　横木 ジョージ
　カードやコインマジッ
クから本格的ステージマ
ジックまで楽しみながら
習得していただきます。

第2金曜12:30～14:00
3か月3回9,900円　初日1/13　 事前体験 12/9

はじめての民謡（グル－プ）
民謡歌手　青木 由起子
　民謡ならではの発声
法や、リズムなどしっか
りお伝えします。この講
座では三味線唄を覚え
ていきます。
第1・3水曜13:30～15:00
3か月5回17,600円　初日1/18

歌って 踊って！ 
ショークワイア
脚本・演出　もとき あつ子
　みんなで一つの作品を創り上げて行
く喜び。みんなで歌い、踊り、演じ、創造

する。ホットな時間を
すごしませんか。
第1・3火曜
11:45～13:00
3か月6回19,800円
初日1/17　 事前体験 12/20

アコーディオン（個人30分）
日本アコーディオン指導者協会専任講師
畑田 知勢子
　親しみがあって
心に響く音色のア
コーディオン。あ
なたも弾いてみま
せんか。1人30分の個人レッスン。
第2・4土曜14:00～16:30

3か月6回28,875円　初日1/14　 事前体験 12/10

楽しいジャグリング
プロジャグラー　しんのすけ

　ボールや棒を自由に
操ってみましょう。一度
投げたらやめられない
魅力があります。
第1・3・5水曜20:10～21:30
3か月6回19,800円
初日1/18　 事前体験 12/21

心に伝わる文章講座
作家　平山 讓

　文章力＝「伝える
力」は素敵な魅力と
なります。楽しく仲よ
く文集作りを！
第2・4火曜12:30～14:30
初日1/10（ 事前体験 可）
3か月6回19,800円

楽しい煎茶教室
煎茶道　黄檗幽茗流　家元　三浦 佑晃

　おいしいお茶
を楽しみながら
煎茶道のお手前
を通して、日常
生活にも役立つ

知識やマナーが身につきます。
第3土曜17:30～19:30

3か月3回9,900円　初日1/21　 事前体験 12/17

カリグラファーズ・ギルド会員
加藤 絵美さんの講座

やさしいカリグラフィー
第2・4水曜
18:30～20:00
3か月6回19,800円
初日1/11
事前体験 12/14

お勤め帰りのカリグラフィー
　専用のペンでアルファベットを美
しく書く伝統の技術です。
第1・3木曜18:30～20:00
3か月6回19,800円  初日1/5 事前体験 12/15

S
シニア

世代、
ベストメイクレッスン！
メークアップアーティスト
田島 みゆき
「メイクをしていないよ
うな自然な仕上がりのメ
イク」ができるようになる
入門レッスンです。
●第1水曜18:30～20:00   初日1/18
●第2火曜13:45～15:15   初日1/10
各3か月3回12,375円

NEW 綿入れ半てんを作ろう
5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。5回で1着完成を目指しま
す。1月期3回、4
月期2回の継続受
講が必要です。
第3土曜10:00～13:00
3か月3回13,200円
初日1/21

NEW オリジナル粘土
つくって飾る
マスコアートの花

マスコアートアカデミーI.C.F.A認定講師　木下 久美子
純白のオリジナル樹脂粘土＜マスコ花ク

レイ＞に油絵具を練り込み、生きていると思
える花々を創ります。繊細な表情や色彩は、
まさに生花を超えたアートです。事前体験では「つくし」を作ります。
第2・4水曜10:00～12:00　3か月6回18,975円　初日1/11　 事前体験 12/14

NEW 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
　布目をすくって刺すやさしい刺繍です。たくさ
んの色を使い、
美しい作品を作
ります。
第2・4土曜
10:00～12:00
3か月5回19,250円
初日1/14

（ 事前体験 可）

C M Y K 文化センター　錦糸町（読売）１面

文化センター　錦糸町（読売）１面　ＣＭＹＫ 文化センター　錦糸町（読売）１面　ＣＭＹＫ

ダミアン先生のお勤め帰りの
英会話初級★★★

よみうりカルチャー講師
ダミアン ベイフォード
第2・4火曜19:00～20:30
3か月6回23,100円
初日1/10　 事前体験 12/13

英字新聞で学ぶ「スポーツ英語」
読売新聞記者 並木 大
　スポーツにまつわる英語表現
や単語を学びませんか？「ジャ
パン・ニューズ」に12年在籍し、
2018年平昌冬季五輪を現地で取材した読
売新聞記者が初歩から丁寧に解説します。
第1・3火曜20:15～21:30
3か月6回13,200円　初日1/17　 事前体験 12/6

JR錦糸町駅ビル 「テルミナ」６階

☎03‒5625‒2131
錦糸町

伝統江戸芸かっぽれ
伝統江戸芸かっぽれ　櫻川ぴん助直門師範
櫻川 寿々慶
　200年近い伝統
を持つ、粋で、いな
せで、歯切れのいい
かっぽれを、楽しく踊
ってみませんか。
第2・4日曜10:00～11:30
3か月6回19,800円
初日1/8

安達哲治監修
クラシックバレエ
文科省認定バレエ専門士　飯田 桃子

　個々のレベルに
合わせた無理のな
いレッスンを進め
ていきます。
木曜18:30～19:40
3か月11回36,300円
初日1/5　 事前体験 12/15

カントリーラインダンス
HOWDYカントリーダンサーズインストラクター

飯塚 友浩
カントリー音
楽だけでなく、
ひとりで踊れ
るラインダン

スを中心にレッスンします。
第1・3木曜　12:00～13:30

3か月6回 19,800円　初日1/5　 事前体験 12/15

大人の
ブラッシュアップバレエ
バレエ講師　島田 梨帆
　憧れのトゥシュー
ズ、ヴァリエーショ
ンと盛りだくさんの
レッスン内容です。
土曜12:30～13:50
3か月12回39,600円
初日1/7　 事前体験 12/17

楽しいフラメンコ（入門）
一般社団法人 フラメンコ協会副会長
曽我辺 靖子
　パルマに合わせ
てフラメンコの世界
に挑戦してみましょ
う。年齢問わずご受
講いただけます。
第1・2・3火曜
9:55～11:15

3か月8回27,456円   初日1/10   事前体験 12/20

男の茶の道
大日本茶道学会　正教授　鈴木 仙美
　初心者のため
の茶道塾です。
皆様の生活で所
作や振る舞いが
かっこよく優雅
になるように。
第1土曜14:00～16:00

3か月3回9,900円　初日1/7（ 事前体験 可）

NEW 誰でもカンタンに柔らかくなる 
 魔法のストレッチ
柔軟性改善ストレッチ
インストラクター　大村 佳子
　痛くない＆効果絶大の
オリジナルストレッチで
柔らかくしま
す。今までの
ストレッチの概念が変わります。
第1木曜10:00～11:30
3か月3回14,256円　初日1/5

NEW ペルシャンダンス
監修　国際アラビアンダンス協会主宰　
ミーナ・サレー／専属インストラクター

Zita
ペルシャの宮廷

で踊っている様な優
雅なスタイルが特
徴の魅力的なダン
スです。

第2・4木曜18:30～19:45

3か月6回19,800円  初日1/12   事前体験 12/22

NEW こどもの硬筆・
上達のコツ

書道家　築地 恵子
　上手に書くコツを
つかめば字を書くの
が楽しくなります。
一緒に上達を目指し
ましょう。
第2・4木曜18:00～19:00
3か月6回16,500円
初日1/12

NEW ～よみかる健康相談会～
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
初日1/7

NEW JIN先生のドローン教室
ドローンホリックカフェ代表　
JINほか、認定インストラクター
　あらゆるドローンに精通している講師
がドローンの基本操作を教えます。
第2土曜
14:00～16:00
3か月3回
11,550円
初日1/14

（ 事前体験 可）

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
読売巨人軍公式マスコットガール「ヴィーナス」OGメンバー 風見 和（月・水）、永野 仁那（金）
読売巨人軍公式マスコットガール「ヴィーナス」のキッズダンススクールです。

NEW 2023年1月スタート
旅先で役立つ英語入門★
よみうりカルチャー講師
リー フォウラー
第2・4水曜10:00～11:30
3か月6回19,800円
初日1/11

★入門　★★初級１　★★★初級２

NEW 2023年1月スタート
やさしいイタリア語会話入門★
よみうりカルチャー講師
フェデリーカ マンチニ
第1・3・5日曜10:00～11:30
3か月6回19,800円
初日1/15

NEW 2023年1月スタート
一緒に始めよう韓国語入門★

よみうりカルチャー講師
慶 順進
第1・3・5金曜10:00～11:30
3か月7回23,100円
初日1/6

NEW 2023年1月スタート
楽しくはじめよう
韓国語入門★
よみうりカルチャー講師
李 芝姫
第2・4木曜
13:00～14:30
3か月6回19,800円
初日1/12

外国語

受講料の他に維持費が必要です。別途、教材費や音楽著作権使用料が必要な講座もあります。

※表示の入会金、受講料は消費税込みの金額です

髙島屋和菓子バイヤー　畑 主税
髙島屋全店と

47都道府県全
ての和菓子を担
当するカリスマ
和菓子バイヤー
が、ぜひ皆様に
食べていただき
たいおすすめの
和菓子をご紹介
します。
1/30（月）13:30～15:00　参加費 3,652円（会員 3,102円）
お菓子代1,650円

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！  「孤独のグ
ルメ」の漫画原作者である
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
ニューなどを紹介します。
地元特産品のお土産付き。
3/19（日）13:30～15:00
参加費 3,410円 （ 会員 2,860円）

公開 髙島屋和菓子バイヤーが紹介する
和菓子の魅力

公開 御食国（みけつくに）から伝わる
食の探求2023

公開      人には聞けない
税金や給与明細　 

 プチ雑学
神猿予備校　奥田 伸一
給与明細に記載さ

れている税金の算出
方法や保険などの見
方を解説します。
12/17（土）15:00～17:00
参加費3,520円（会員 2,970円）資料代330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。
1/24（火）13:30～16:00
参加費4,180円（会員 3,630円）   教 3,000円～

公開      素敵な布ぞうりを作ろう！！
はっぴぃ布ぞうり主宰、創作手芸作家
小石 淑子
足裏に気持ち

いい素敵な布ぞ
うりを作ってみま
せんか？
3/19（日）14:00～17:30
参加費4,361円（ 会員 3,811円）教 2,800円

公開      バルーンフラワー
風花プリザーブドフラワー協会代表　河原 由美
アートフラワーを使

ったバルーンフラワー。
なんとも不思議で可愛
いアレンジを作りませ
んか！
1/21（土）12:30～14:30
参加費4,499円（会員 3,949円） 教 3,300円

公開      ソーシャルマナー
3級認定講座

一般社団法人日本マナーOJTインストラクター協会
シニアマナーOJTインストラクター 斎藤 栄子
試験なし、3時間の受

講のみで履歴書に記載で
きる資格が取得できます。
12/18（日）、 3/26（日）
13:00～16:00 
参加費　各日とも3,850円（会員 3,300円）
認定書発行料 1,650円

公開      ハーブのある楽しい暮らし
～フライングリースを作りましょう～

ハーブ研究科　桐原 春子
バラと豊富なハー

ブを使い香しいフライ
ングリースを作りまし
ょう。雑誌に連載を持
つ講師が指導します。
2/6（月）12:45～14:30
参加費4,372円　教 2,000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
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
1/12（木）、 2/9（木）10:30～12:00 
参加費8,833円（会員 7,733円）
教 4,400円　保険料100円

公開      天然香原料で作る
邪を払う匂い袋

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
あなた好みのにおい袋を作ってみ

ましょう。嗅覚を刺
激し心と身体のバ
ランスも取れます。
1/17（火）10:15～11:45
参加費3,652円
教 2,000円

公開      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

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」

の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。
2/15（水）、2/22（水）9:00～16:30
参加費　各日とも23,100円
飲食代、 18歳以上70歳未満の方の利用税
1,200円は別途

公開      自分だけの温泉を
作る！？ 野

の

湯
ゆ

の魅力
アウトドア・アドバイザー　瀬戸 圭祐

究極の秘湯
「野湯」。施設
もアクセスの
道も何も無
い、自然湧出

の湯を探し湯船を掘って入湯する、そ
の魅力をお伝えします。
1/28（土）10:00～11:30
参加費3,894円（会員 3,344円）

公開      新築・リフォーム
正しい建築会社の選び方

住宅コンサルタント　栗原 浩文
ハウスメーカー、工務店、

建築家、リフォーム会社の
特徴をわかりやすく解説。
また、見積金額のチェック
ポイントや建築会社への価

格交渉術もわかりやすくお伝えします。
1/29（日）13:00～15:00
参加費無料　※要事前予約

公開      アイシングクッキーで作る
お雛様リース

東日本アイシングクッキー協会
代表　田中 弥生

クッキーで
作る可愛くて
美味しい「お雛
様リース」を作
りましょう！

2/15（水）13:30～15:30
参加費4,290円（ 会員 3,740円）   教 2,500円

NEW ランニングのための体づくり
日本ランニング協会認定インストラクター　里仲 弘
これからランニングを始めたい、フル
マラソンを完走したいなど、各人の希望
に合わせて室内で出来る体作りを指導
します。自分のペースに合わせて、目標
を達成しましょう。
第1・3土曜13:00～14:30

3か月6回 20,460円　初日1/7 事前体験 12/17

公開      タブレット純の昭和歌謡案内
歌手・芸人　タブレット純
歌謡曲、グループサウンズ、フォークなど、日

本のポピュラー音楽についてのディープな知識
をレクチャー。昭和の名曲の独唱を交えつつ、
昭和歌謡の系譜、曲にまつわるエピソードなど
を解説します。
2/26（日）15:00～16:30
参加費4,862円（会員4,466円）　音 22円

公開      ふわもち白玉でおいしいお雑煮
川光商事株式会社　小川 誠
松戸市の名産「玉三白玉粉」を製造販

売する川光物産株式会社は、白玉粉を
作り始めて百年になる老舗企業です。
白玉粉や同社の歴史、白玉の製造方法
や白玉にまつわる色々を一緒に学んで
いきます。また、後半は寒い時期にも使
える白玉粉を使ったレシピを実演と試食
を交えて紹介します。

1/18（水）13:30～15:30　参加費4,290円（ 会員 3,740円）材料費550円

NEW もっとおいしく飲める
ビール講座

ビアジャーナリスト　こぐねえ
ビールの基本、種類、家飲みをもっとおい

しくする方法など、知るとビールライフが豊
かになる講座です。いま話題のクラフトビー
ルなど、数種類のビールを毎回楽しみます。
第1金曜19:00～20:30

3か月3回9,900円　初日1/6（ 事前体験 可）

公開      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
きのこをペースト状にして作るポター

ジュスープは、色々な種類のきのこが同
時に食べられて、栄養満点！乳製品と
の組み合わせで、栄養も旨味もアップし
ます。調理方法やアレンジメニュー、お
すすめレシピなど、もっと知ってほしい
きのこの魅力について試食を楽しみな
がらご紹介します。

12/21（水）14:00～16:00　参加費4,290円（ 会員 3,740円）材料費1,650円

公開      自家製ラーメンスープを学ぶ
だしソムリエ認定講師　山根 正充
スーパーで手に入る食材だけを使

って、おいしい自家製ラーメンが作れ
るコツをご説明します。
2/28（火）11:00～13:00
参加費4,290円（ 会員 3,740円）
教材費 1,650円

NEW 歌わない声枯れ防止発声トレーニング
誤えん防止 ボイスサイズ®

ボイスサイズ®講師
村治 亜斗夢
一緒に若々しい見た

目と声を取り戻しましょ
う! ボイスサイズの音
楽ユニット「好

こう

声
せい

年
ねん

」の
メンバーが講師として楽
しく明るく指導します。

第1・3火曜15:00～16:00　3か月5回16,500円　初日1/17　 事前体験 12/20

公開      ピアノ五重奏によるミュージカル映画の世界
新日本フィルハーモニー交響楽団バイオリン首席奏者　ビルマン 聡平
ピアニスト・作曲家　中山 博之
新日本フィルメンバーによる豪華ピアノ五重奏の特別

な講座です。楽しい解説付きでクラシックの名曲をご堪
能下さい。 後半はミュージカル映画の世界を作曲家中
山博之の編曲でピアノ五重奏にしてお届けします。
12/10（土）開場18:30　開演19:00　参加費3,000円
会場：すみだトリフォニーホール　小ホール

公開講座 １回から数回完結型の講座です。会員の方も初めてよみうりカルチャーをご利用の方も、どなたでもご受
講いただけます。公開講座の参加費は受講料と維持費の合計金額です。よみうりカルチャー会員の方は
参加費が割引なる講座もあります。教材費や音楽著作権使用料が必要な講座もあります。

会員 ＝会員参加費　教 ＝教材費
音 ＝音楽著作権使用料 

NEW 初心者マージャン教室(金B）
日本健康麻将協会認定レッスンプロ
鈴木 奈緒
　基本ルールから点
数計算まで分かりや
すく指導します。人気
につき午後にBクラスを増設しました。
第2・4金曜13:30～15:30

3か月6回18,975円　初日1/13　 事前体験 12/23

NEW 世相を詠む「都々逸」
戯作者　松崎 菊也
　過去の名句を講師が解説す
るとともに、毎回お題に沿って
皆さんに詠み合っていただき
都々逸の楽しさを知っていただ
きます。
第1木曜13:00～14:30
3か月3回9,900円
初日1/26　 事前体験 12/22

撮影：御堂 義乘 ビルマン 聡平 中山 博之

●月曜16:30～17:30 リトル１（小学１年～３年）　初日1/9
●月曜17:40～18:40 リトル２（小学４年～６年）　初日1/9
●水曜16:30～17:30 リトル（小学生）　初日1/11
●金曜15:30～16:30 キッズ（３歳～未就学）　初日1/6
●金曜16:45～17:45 リトル（小学生）　初日1/6
●月曜18:50～20:20 シスター（満18歳以上）　初日1/9
●金曜18:00～19:30 ジュニア（中高生）　初日1/6

各3か月12回
26,400円

各3か月12回
33,000円

公開        は公開講座です。
事前体験 は講座のお申し込み前に体験受講ができる日です。

NEW は新設講座です。

※画像はイメージです。


