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03-3870-2061北千住通常の半額程度の受講料で１日体験可能！   よみカル

◎ 講師は、よみうりカルチャーの専任講師。
◎  入門レベル（★）は、挨拶などから始めます。
◎ 新設講座は通常体験（1回分受講料）で
　受講可能。 ダミアン先生の英会話

ダミアン ベイフォード
★（基礎）第2・4金曜 19：00～20：30 ★
☆10/2～ 3か月6回 16,200円    よみカル  9/28
★（レベルアップ）第2・4金曜 20：40～21：40 ★★★
☆10/2～ ３か月 6回 18,144円    よみカル  9/28

土曜英会話 ★★ リー フォウラー
★第２・４土曜 13:00～14:30
☆10/13～ ３か月6回 15,552円    よみカル  9/22

カンボジア語入門 ★
ハイ チャントール

★第１・３日曜 13:00～14:30
☆10/7～ ３か月6回 16,200円 ★通常体験 10/7

やさしいイタリア語初級 ★★
サーラ グランデ

★第１・３水曜 19:00～20:30
☆10/3～ ３か月6回 15,552円    よみカル  9/19

火曜夜のスペイン語初級 ★★
浅野 マリアンジェルス

★第１・３火曜 19:00～20:30
☆10/2～ ３か月6回 15,552円    よみカル  9/18

ドイツ語入門 ★★
クリストファー シュレッター

★第１・３火曜 19:00～20:30
☆10/2～ ３か月6回 15,552円    よみカル  9/18

ゼロからの中国語入門 ★★ 李 虹
★第１・３月曜 19:00～20:30
☆10/1～ ３か月6回 16,200円    よみカル  9/17

身につく入門中国語 ★★ 張 莉
★木曜 19:00～20:30
☆10/4～ ３か月12回 32,400円    よみカル  9/27

やさしい英会話 ★★
ラッセル ハリス

★第１・３木曜 19:00～20:30
☆10/4～ ３か月6回 15,552円    よみカル  9/20

初歩の英会話入門 ★
★第２・４木曜 13:00～14:30
☆10/11～ ３か月6回 16,200円    よみカル  9/27

初心者のための英会話 ★
チャッドリー 舞子

★第２・４月曜 10:30～12:00
☆10/8～ ３か月6回 16,200円 ★通常体験 10/8

新設

夜の集中英会話入門 ★
コディ ショクマン

★第1・3木曜 19：50～21：20
☆10/2～ 3か月6回 16,200円 ★通常体験10/2

新設

20時からの韓国語入門 ★
チョン クンヒ

★火曜 20:00～21:20
☆10/2～ ３か月11回 27,324円
★通常体験 10/2

新設 新設

やさしい韓国語入門 ★
柳 ジョンエ

★第１・３木曜 13:30～15:00
☆10/4～ ３か月6回 16,200円
★通常体験 10/4

新設

夜のルーチェ
資格取得コース

アトリエcocoon主宰
西山 眞由美

　月に１回の受講で１
年、月に２回の受講で
は半年で取得できる
ルーチェフラワーの資
格取得コースです。

★第４火曜 18:30～20:30
☆10/23～ ６か月6回 15,552円    よみカル  9/25

暮らしスタイル
の花飾り

　主にプリザーブドフラワーとア
ートフラワーを使い季節や行事に
ぴったりの花材を選び作ります。
★第４火曜 18:30～20:30
☆10/23～ ３か月3回 7,776円
　    よみカル  9/25

プリザーブドフラワーで作る
愛しのLOVEわんちゃん

MOMOフラワーデザインスクール・リボンスクール　長谷川 もも
　プリザーブドフ
ラワーの花びら等
で可愛いわんちゃ
ん達を作ります。
ギフトにもぴった
りです。
★第１水曜
　15:30～17:30
☆10/3～ ６か月6回
　14,904円 
   よみカル  10/3

★第４日曜 15:15～17:15
☆10/28～ ６か月6回 14,904円    よみカル  10/28

プリンセスStyle
ハーバリウム

　ロマンティックで可愛く可憐
に華やかに仕上げるテクニック
やコツを素敵に学べます。
★第４日曜 13:00～15:00
☆10/28～ ６か月6回 14,904円 
   よみカル  9/23

短期資格取得コース・
夜のプリザーブドフラワー

風花プリザーブドフラワー協会代表　河原 由美
　資格修了後はディプロマ発行・資材問屋
に入会いただけます。
★第１金曜 19:00～21:00
☆10/5～ ６か月5回 14,040円

新設

新設

新設新規

新規

公開
講座

はじめての香道・志野流
志野流香道師範　佐藤 和子

　日本古来の雅な
遊びとして現代に
続いております。
慌しい日常を離れ
心を癒やすひと時
をお過ごし下さい。
★第３水曜
　10:15～12:15
☆10/17～ ６か月6回 14,904円　    よみカル  9/19

お勤め帰りのいけ花
華道家元池坊教授
増田 華禎

　伝統の文化に触れてみ
ませんか？お花に触れて、
豊かな気持ちになれます。
★第２・４火曜
　18:30～20:30
☆10/9～ ３か月6回
　14,904円　    よみカル  9/25

夜の茶道・初めての表千家
表千家教授　笹内 宗静

　お客様を招くとき、招かれたときの心得な
ど丁寧に指導します。お点前の稽古をしなが
ら、自然に美しい立居振舞が身につきます。
★第２・４水曜 18:45～20:45
☆10/10～ ３か月6回 14,904円    よみカル  9/26

月に２回のテーブル煎茶
監修　愛茗流煎茶道四世家元　木村 幽亭

愛茗流家元直門　山田 勝伸
　イスとテ
ーブルで楽
しむお稽古
で無理なく
お作 法を
学べます。

★第１・３水曜 13:00～15:30
☆10/3～ ３か月6回 14,904円    よみカル  9/19

いけばな・草月流 
草月流師範会理事　山田 翠

　いつでも・どこに
でも・だれにでも・ど
んな花材でもいける
ことができるよう、基
礎から指導します。
経験者の方もどうぞ。

★Ａ木曜 10:30～12:30、Ｂ木曜 18:00～19:30、
　Ｃ木曜 19:20～20:50
☆10/4～ ３か月10回 22,680円    よみカル  9/27

ハーバリウムコーディ
ネーター資格取得講座

風花プリザーブドフラワー協会代表　河原 由美
　人気のハーバリウ
ム制作の基礎、花や
資材の知識などポイン
トをおさえた１DAY資
格取得レッスンです。
★10/28（日）
　10:30～13:00、14:00～16:30
☆3,564円 ★教材費14,800円（ディプロマ料込）

イスで楽しむ茶の湯
江戸千家いずみ会代表　井上 皓心

　椅子席で
気軽に楽し
む茶の湯で
す。 外 国
人の方には
英語で指導
します。

★第４日曜 13:30～15:30
☆10/28～６か月6回14,904円    よみカル  9/23

苔テラリウム
梢ファンタジーフラワーアート主宰　伊藤 梢

　ガラスボトルに土を入れ、苔や植物・オー
ナメントで作る
小さな植物園
です。
★11/3(土）
　13：00～15：00
☆1,080円
★教材費
　4,000円

お仏壇に飾るプリザーブドフラワー
高さ約30センチ、

菊やガーベラ・デンファレ
など、全てプリザーブドの
花材で作るお仏花です。
★10/27（土）15:00～16:30
☆2,970円
★教材費 4,000円

プリザーブドフラワーで作る
お仏壇に供えるお花

ROSE CLASSIC by KIEKO主宰　おおくぼ きえこ
　心配りを感じさせる生
花を特殊加工したプリザ
ーブドフラワーでお供え
しましょう。
★10/1（月）13：15～15：00
☆2,754円
★教材費4,300円
　（ケース付）

新設

新設

新設

新設

★第１・３水曜 18:45～20:45　    よみカル  9/19
★第１水曜 10:15～12:15　    よみカル  10/3
★第４月曜 19:00～21:00　    よみカル  9/24

公開
講座

公開
講座

公開
講座

花と光を楽しむハーバリウム
★第１金曜 19:00～21:00　    よみカル  10/5
☆第４土曜 10:30～12:30　    よみカル  10/27

公開
講座

ブルーボトル・ハーバリウム
厚生労働省認定

一級フラワー装飾技能士　きほ
　青い空をイメージ
したハーバリウムは
スクエアボトルにお
花を入れて綺麗に
仕上げます。
★9/16（日）
　10：30～12：30
☆2,808円
★教材費2,800円

公開
講座

リボンワーク＆リボンフラワー
MOMOフラワーデザインスクール・リボンスクール　長谷川 もも

　国内外のさまざまなリボンを使って指導します。まずは髪留め
やカチューシャ、コサージュ、ブーケなどを針糸なしで作ります。
★第３土曜 13:00～15:00
☆10/20～ ６か月6回 14,904円    よみカル  9/15

ルルベちゃんレッスン
ルルベちゃんの素ドールに髪

やお洋服を針糸なしで可愛らしくデ
コレーションします。
★9/29（土）13:00～15:00
☆3,186円 ★教材費 2,430円

ワイヤーコードでつくる
キラキラバッグと小物

アトリエ「20ポンド」主宰　デザイナー
吉永 珠子

　人気のワイヤーコードを編んだ
り、ネットに通してキラキラバッグ
と小物を作ります。
★第４火曜 10:30～12:30
☆10/23～ ６か月6回 15,552円
★通常体験 10/23

マクラメアクセサリー
マクラメアーティスト　おがわ ゆうこ

　カラーが豊
富で強度のあ
るワックスコー
ドを使って、
オリジナルの
アクセサリー
を制作します。

★第２・４木曜 15:00～16:30
☆10/11～ ３か月6回
　15,552円　    よみカル  9/27

レース編み 
レース指導員　赤崎 登美子

　クロッシェレースの基礎編みを確
認し、２作目以降は10種類以上あ
る技法と、衣類などの作品を講師と
相談しながら制作します。
★第２・４金曜 10:30～12:30
☆10/12～ ３か月6回 14,904円
   よみカル  9/28

彫金工房 彫金工房UH主宰　宮部 美子
指輪やペンダントトップから

はじめ、彫金技術の最も基本的
な作業を折り込んだカリキュラム
です。
★第２・４土曜 14:45～16:45
☆10/13～ ３か月6回 16,848円
   よみカル  9/22

つまみ細工講師養成
荒川区指定無形文化財工芸技術保持者　戸村 絹代

　戸村講師
の講座を5
年以上、も
しくは60コ
マ以上受講
された方向
けの講座で
す。

★第３水曜
　15:00～17:45
☆10/17～ ６か月6回
　32,400円

自分の帯でつくるトートバッグ
「紀屋」バッグ作家
さかくら のりこ

　思い出がつまった帯を、
オリジナルのバッグに。サ
イズH22×W24×D12㎝
★11/30（金）10：30～16：30
☆4,806円　
★教材費 6,480円

縫わずに作るバンブー持ち手の
ツイードバッグ

ハンドメイド作家　宮崎 薫
　おしゃれ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のバ
ッグを縫わずに作りましょう！ 約タテ22
（持ち手含まず）×ヨコ34×マチ8ｃｍ
★9/30（日）13:00～16:00
☆3,162円　★教材費4,900円

飾って楽しい食品サンプル
日本食品サンプルアート協会認定講師　並木 智子

　ホンモノ？
と見間違え
る作品作りを
楽しみます。
★第４火曜
　13:30～
　15:30
☆10/23～ ６か月6回 16,848円    よみカル  10/23

靜花流　日本刺しゅう
日本刺繍靜花流講師　森 綾子

　絹糸のしなやかさと色の組み合わせによ
って心ゆたかな作品を創作します。
★第１・３火曜 10:15～12:15
☆10/2～ ３か月6回 25,920円    よみカル  9/18

ビーズアートステッチ認定講座
ビーズステッチ＆ジュエリークロッシェ本部専任講師

　腰本 幹子
★第１・３火曜
　13:00～15:00
☆10/2～ ６か月6回
　14,904円
   よみカル  9/18

グルーデコで作るアクセサリー
JGA日本グルーデコ協会認定講師

ユリシス・ドンネ認定講師　細井 祐子
★第１火曜
　10:30～
　12:30
☆10/2～
　６か月6回
　16,200円 
   よみカル  10/2

山葡萄で作る
一生ものの手作りかごバッグ

アトリエ月　かご作家　幸脇 麻由子
★第２木曜
　13:00～
　17:00
☆10/11～ 
　３か月3回
　15,552円

ポジャギ ポジャギ作家　申 弘子
★第２月曜
　13:00～
　15:00
☆10/8～
　６か月6回
　16,200円
   よみカル  9/10

らくらく洋裁
洋裁講師　岩下 典子

★第１・３火曜 15:30～17:30
☆10/2～ ３か月6回
　14,904円　    よみカル  9/18
★第１・３火曜 18:15～20:15
☆10/2～ ３か月6回
　14,904円

内川陶芸 初心者コース
陶芸家　内川 清徳
★第２・４火曜
　10:30～12:30
☆10/9～
　３か月6回
　17,496円
   よみカル  9/25

新設 新設

公開
講座

新設

新設

新規

つまみ細工
★第２火曜 15:30～17:30　    よみカル  9/11
★第３水曜 15:30～17:30　    よみカル  9/19
★第３日曜 15:00～17:00　    よみカル  9/16

公開
講座

公開
講座

新規 新規 新規 新規

新規新規
新規

電動ろくろコース ★火曜 10:30～12:30

スージィーの腹話術
（入門クラス）

腹話術パフォーマー　スージィー
　発声・パペット操作・キャラクターの作り方
を学ぶ入門コース。ボランティアとして、保育
園や幼稚園、
老人ホームな
ど、また被災
地活動にも役
立ちます。
★第１土曜 
　15:30～
　17:30
☆10/6～
　６か月6回
　22,032円
★通常体験
　10/6

基礎から学ぶ
デジタルカメラ入門

フリーランスフォトグラファー・日本写真家協会会員
　勝山 基弘
　「デジタルカメ
ラの基礎からし
っかり学びたい」
「基礎力を高め
て写真のクオリ
ティーや表現力
を上げたい」と
いう方のための
講座です。
★第２・４水曜
　13:30～
　15:00

☆10/10～ ３か月6回 16,848円    よみカル  9/26 

60歳からの
脳トレマージャン（月）

脳トレマージャン講師　小林 征喜
　楽しく遊び
ながらマージ
ャンをして右
脳を鍛えまし
ょう。初心者
の方も大歓
迎！基礎から
始めて符の
計算、 勝つ
戦略まで指導
します。

★第１・３月曜 15:00～17:00
☆10/1～ ３か月6回 16,200円    よみカル  9/17

新設 新設

実践デジタル一眼レフカメラ講座
★第２・４水曜 15:30～17:30　    よみカル  9/26

★第２・４水曜 13:00～15:00　    よみカル  9/26

楽しいマジック入門
マジシャン　サブ片山

　マジックは老
若男女どなたで
も楽しめます。
身の回りの物を
使って、アッと
驚く手品で周り
の方々をびっく
りさせましょう。

★第１・３・５火曜 15:30～17:00
☆10/2～ ３か月7回 17,388円     よみカル  9/18

体にやさしい薬膳＆漢方の知恵
漢方スタイリスト・薬膳アドバイザー　さら

　薬膳は自然の力でやさしく不調を改
善できる強い味方。いざというときに、
漢方の知識があれば安心です。暮らし
の中に取り入れやすい内容です。
★第2土曜 13：00～14：30
☆第3金曜 13：00～14：30
★10/13、10/19～  6か月6回 16,200円
   よみカル  10/13、10/19

季節を楽しむ寄せ植え・
ハンギングバスケット
日本ハンギングバスケット協会公認講師

大塚 敦子
　植え込みだけでなく毎日のお手入れ
方法やコツを学んでいきます。限られ
たスペースで季節の花や植物を楽しみ
ましょう。
★第１木曜 13:00～15:00
☆10/4～ ６か月6回 17,496円
   よみカル  10/4

はじめてのモダン盆栽
琳葉盆栽教室主宰　岸本 千絵

　現代のインテリアにあ
うモダン盆栽を創り、飾
り、育て、日本の四季
を楽しみましょう。
★第４金曜 13:00～15:00
☆10/26～ ６か月6回
　18,792円
★通常体験 9/28

園芸の基本・好きだけど
失敗してしまう人、大集合

グリーンコーディネーター　山田 光夫
　楽しい実践を通して園芸のす
べての基礎を学んでいきます。
植物が好きだけれどいつも枯ら
してしまう方、大集合です。
★第２水曜 13:00～15:00
☆10/10～ ６か月6回
　15,552円

和みの苔玉と盆栽
(財)日本自然観察指導員・なづかりオーガニックファーム主宰

かさはら えつこ
　季節の変化を感じさせて
くれる植物や苔の美しさ
は、インテリアとして心和
むオアシスになるでしょう。
★第３日曜 10:30～12:30
☆10/21～ ６か月6回
　14,904円　    よみカル  9/16

アロマで美と健康生活
アロマ＆メディカルソロジスト　長谷部 美彗子
　赤ちゃんからお年寄りまで、全ての年代層
に合わせたアロマの活用法をご紹介します。
★第４火曜
　13:00～15:00
☆10/23～ ６か月6回
　16,200円
   よみカル  9/25

囲碁（入門） 日本棋院普及指導員　井上 博
　一生楽しめるゲ
ームですので、今
から気軽に始めて
みませんか。
★第２・４木曜
　10:30～12:30
☆10/11～ ３か月6回 15,552円    よみカル  9/27

プラモ文化祭
プロモデラ－　オオゴシ＊トモエ

　受講生の作品
を一挙に展示し
ます。入場無料。
★11/23（金）
　13：00～17：00
☆入場無料
★会場：北千住センター（北千住ルミネ9階）

カメラ女子のための
デジタルカメラ講座
★第２・４水曜
　19:00～
　20:15
☆10/10～
　３か月6回
　16,848円
   よみカル  9/26

家系図の魅力と作り方
行政書士、東京の家系図屋さん　安藤 光信

　古い戸籍を紐解いて、自分のルーツを探
そう。家系図の読み方、書き方等を学びます。
★第３土曜 13:00～14:30
☆10/20～ ６か月6回 19,440円    よみカル  10/20

新規

新規

新設

★経験者 第２・４木曜 13:00～15:00    よみカル  9/27

公開
講座

新設

表情筋トレーニング 
笑顔トレーナー　栗原 明美

　誰でも何歳からでもできる、１日数分のトレー
ニング。ほうれい線やお顔のたるみの改善に。
★第２水曜 13:00～14:30
☆10/10～ ６か月6回 14,904円    よみカル  10/10

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　榊原 弥栄子
マイカラー＝お似合いの色を分析します。お似合いの色とは、皆様を若 し々く綺麗に演

出してくれるサポートカラーです。4つのグループの中から、マイカラーを論理的にお伝えします。
★9/29（土）10:15～12:30　☆12/22（土）10:15～12:30
★3,402円　☆教材費259円　

ファッションタイプ診断 
自分に似合う洋服を見つけたい。そのためには洋服

の色だけでなく、柄や形も大切です。5つのファッションタ
イプの中からお似合いのタイプを診断し、ご提案します。
★10/27（土）10:15～12:30 ☆3,402円 ★教材費259円

骨格スタイル診断
骨格スタイルアドバイザー　榊原 弥栄子

　骨格スタイルの特徴により、似合う服の形や素材は違います。3
つの骨格タイプの中からお似合いのタイプを診断し、ご提案します。
★11/23（金）10：15～12：30、13：45～16：00
☆11/24（土）10：15～12：30 ★4,482円 ☆教材費324円

メイクアップ基本の《き》（個人） 
メイクセラピスト　佐藤 義子

　顔は心の窓・見た目は対人コミュニケーションの鍵。運を呼
ぶのも顔次第！・・・これは言い過ぎではありません。うきうき楽
しくなる若さと気品を、メイクアップで手に入れましょう。マンツ
ーマンの個人レッスンで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。
★第３火曜 10:30～19:00 ☆10/16～ ３か月3回 11,988円
★通常体験 10/16

大人のメイクから着こなしまで（個人） 
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、お一人50分の個人レッスンです。
★第１土曜 10:30～19:00　☆10/6～ ３か月3回 11,988円

ジェルネイルレッスン 
プライベートネイルサロン「クリスタル」オーナー

　青柳 ひろみ
　短時間集中で指先のおしゃれを楽しんで
みませんか？艶やかで美しい輝きの仕上が
りを目指しま
す。
★第２月曜
　15:30～
　17:30
☆10/29～
　３か月3回
　8,748円
   よみカル  10/29

ウォーキング
＆ヒップアップ 

ボディトレーナー 
小清水 恵美 

　正しい姿勢、歩き方を
マスターすると、脚の筋
肉のつき方が変わってきま
す。Ｏ脚が改善されて美
脚効果が期待できます。
颯爽と歩いている自分の
姿をイメージしてスタイル
美人を目指しましょう。
★第１日曜
　13:15～14:30
☆10/7～ ３か月3回
　7,452円　    よみカル  10/7

新設 新規新規

着つけ教室ステップⅠ
元鈴乃屋着物学院院長　根橋 寿恵子

　器具は一切使わずに、半襟の付け方か
ら始め、普段着から礼装までを指導します。
★第１・３土曜 15:30～17:30
☆10/6～ ３か月6回 14,904円

着付教室
（6回で着付の手順をマスターしよう）

厚生労働大臣認定一級着付技能士
舞依鼓スタイル　伊藤 依子

★第１・３月曜 13:30～15:30
☆10/1～ ３か月6回 14,904円　    よみカル  9/3

木曜・着付け
装道礼法学院講師　中山 綾子

★第２・４木曜 18:15～20:15
☆10/11～ ３か月6回 15,552円
よみカル  9/27

火曜・着付け（少人数・午後）
★第１・３火曜 13:30～15:30
☆10/2～ ３か月6回 18,144円 
よみカル  10/2

火曜・着付け（少人数・午前）
★第１・３火曜 10:30～12:30
☆10/2～ ３か月6回 18,144円 
よみカル  10/2

新規

新規

新規

公開
講座

公開
講座

公開
講座

はじめてのヘアアレンジ 
NPO法人マザーズホームケア全国講師会会長

　稲垣 俊彦
　ちょっとしたお出かけに役立つまとめ髪
の基本から、夜会巻きなど応用も学びます。
お持ちのアクセサリーやウイッグの使い方
もアドバイス
します。
★第１日曜
　15:00～
　16:30
☆10/7～
　６か月6回
　16,200円
　    よみカル  10/7

新設

ヘアカット・ハサミ使いの基本
前髪やレイヤーカットの他、耳周り、

えり足の刈り上げ、自然な仕上げ方もアド
バイス。セルフカットや介護カット、ヘア
カット検定にも対応します。
★第１日曜 13:00～14:30
☆10/7～ ６か月6回 16,200円    よみカル  10/7

ベビー・キッズヘアカット
実際にお子様をヘアカットしながら、

早業テクニックと失敗
しないコツを指導しま
す。500円相当のお
土産付です。対象は
０歳～小３まで。
★9/30（日）
　11:00～12:00
☆ 特別受講料540円

あなたに似合う！
ファッションウィッグ

　気軽に髪型、カラーを
変えられる、ファッション
ウィッグ（30種類）に挑
戦してみませんか？ ウィッ
グを試着し、お洒落にイ
メチェンしてみませんか？
★9/30（日）
　13:00～14:30
☆2,862円
★希望者のみ購入可　１点20,800円

新規

公開
講座

公開
講座

Put your free time
to good use. Learn a
language at Yomiuri.

おしゃれ・マナー

新規

新設

新規

★月2クラス 第２・４火曜 18:30～20:30    よみカル  9/25

お茶会
裏千家教授　林 宗和

　お作法、流派問わず、どな
たでも楽しめます。初めての方
も大丈夫です。お友達をお誘
いあわせの上、お越しください。
★9/30（日）11:00～15:00
☆ 特別受講料500円（要予約）
　（お茶菓子・水屋料含）　★会場：よみうりカルチャー北千住・和室

日曜午後の裏千家 　基本的実技の習得を目指します。さら
に点前作法や茶事の楽しさを学びます。
★第2・4日曜 13:30～16:00
☆10/14～3か月5回12,420円    よみカル  9/23
茶道裏千家 ★金曜13:30～16:00    よみカル  9/28
日曜裏千家 ★1・3日曜10:15～12:45    よみカル  9/16
裏千家男子専科 ★1・3日曜13:30～16:00    よみカル  9/16

茶・花・フラワー

着つけ教室ステップⅠ

体験作品

★（趣味）第１金曜 19:00～21:00    よみカル  10/5

★第１金曜 19:00～20:30　    よみカル  10/5

会員に特典いろいろ
読響公演チケット20％割引、読売旅行が主催販
売する旅行代金3％割引など。詳しくはＨＰで。

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。

よみカル・
 ポイント

こどものピアノ（個人レッスン）
日本ジャック＝ダルクローズ協会正会員　グレイス音楽教室主宰　鈴木 文子
★第１・３金曜 15:30～18:00
☆10/5～ ３か月6回
　14,904円
★第２・４金曜
　15:30～20:00
☆10/12～ ３か月6回
　14,904円
★通常体験 10/5、10/12

初めての沖縄三線（ジュニアクラス）
クイチャーパラダイス派遣講師　大河戸 知子

　小学生高学年以
上対象。
★第２・４土曜
　14:30～15:15
☆10/13～ ３か月6回
　10,368円
　    よみカル  9/22

ジュニア・ヴァイオリン（小・中学生）
ヴァイオリニスト
桐朋学園大卒
浅井 久美子

★第２・４木曜
　18:35～21:05
☆10/11～ ３か月6回
　22,680円
　    よみカル  9/27

テコンドー（小学生～）
テコンドーオムスクール　垣屋 龍宏

★第２・４日曜
　17:30～
　19:00
☆10/14～
　３か月6回
　14,256円
   よみカル  9/23

子どもフラダンス
KaPaHa'aOKaLokomaikai主宰　秋山 望

　5歳～小学生対
象。
★第１・３日曜
　13:45～14:30
☆10/7～ ３か月6回
　14,904円
　    よみカル  9/16

キッズHip Hop（5歳～中学生）
フルヤアカデミーインストラクター　MANA

★火曜 17:35～18:35
☆10/2～ ３か月13回 28,080円    よみカル  10/2

ジュニア新体操＆リズム教室
カワイ体育教室専任講師　星 初紀

★金曜（3歳～6歳）16:30～17:30
　　　（小学生）17:30～18:30
☆10/5～ ３か月12回 24,624円    よみカル  9/28

こどもの書道教室（3歳～）
読売書法会参与　白鷗書道会副理事長　又木 白雲
★第２・４日曜
　10:05～
　11:30
☆10/14～
　３か月6回
　10,368円～
　    よみカル  9/23

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」のキッズダンススクールです。ヴィー
ナスで活躍した講師陣や現役ヴィーナスが
直接指導します。楽しさを感じながらリズム
感や体力、柔軟性を高め、礼儀作法や協調
性を育みます。
★木曜 17:30～18:30　（小学1年～6年生）
☆10/4～ ３か月13回 28,080円    よみカル  9/27

どれみキッズ
すがも児童合唱団主宰・親子デュオ
大澤 よしこ、大澤 和音

　呼吸法・発声・滑舌などの歌
の基本はもちろん、手話歌、振
りつけ、「童謡百人一首」など
の遊びも取り入れます。楽しく歌
いましょう。年中～小学生対象。
★第１・３・５月曜 17:00～18:00
☆10/1～ ３か月7回 17,388円
   よみカル  9/17

空手道（親子コース）  全日本空手道連盟、和道会五段　高柳 伸彦
空手を習わせたいが子供

一人で通わせるのは心配。子供
と一緒にご自分も気持ち良く体を
動かしたい。そのような親子が
対象です。小学生以上対象。
★土曜 18:10～19:25
☆10/6～ ３か月12回 25,920円
   よみカル  9/22

ベビーサインで楽しい子育て
日本ベビーサイン協会認定マスターインストラクター

看護師　牛木 貴恵
　生後6か月～1歳3か月まで対象。まだ言葉をう
まく話せない赤ちゃんとジェスチャーを使ってコミュ
ニケーションする育児法です。6か月コース。
★第４金曜 10:20～11:50
☆10/26～ 3か月3回 8,748円
★事前体験会 9/28（金）13:00～13:50 ☆3,078円

子供のお習字教室
読売書法会理事・謙慎書道会常任理事　佐藤 美風
★金曜 （小学生）17:00～18:00
　　　　（中学生）18:30～19:30
☆10/5～ ３か月11回 21,384円    よみカル  9/28

こどもアート（絵画と工作）（4歳～）
子どもアトリエ　平田 真弓

★水曜
　16:00～
　17:00
☆10/3～
　３か月11回
　22,572円
　    よみカル  
　9/19

楽しい子供絵画（4歳～）
画家　比企 祥子

★第２・４日曜 12:30～14:00
☆10/7～ ３か月6回
　14,256円　    よみカル  9/23

こども＆おやこのゴスペル
ゴスペル指導者　Ｒｅｍｉ、神田エリザベス 、Ｔ.ミノモ

　ゴスペルが伝える「愛」をこど
もたちにも届けたい！Let’s Enjoy！ 
3歳～小学生対象。
★第２・４土曜 14:45～15:25
☆10/13～ ３か月6回
　（こども）12,960円 
　（おやこ）16,200円     よみカル  9/25

あなたも宝塚受験を目指そう
元宝塚歌劇団　郷 真由加

　宝塚のステージを夢見るお子様にダンス、発声、歌を、宝塚ＯＧが
指導。子役や音楽
学校、ショーモデ
ルなどを目指す方
へもオススメです。
小学生～高校3年
生対象。
★第１・３・５日曜
　14:00～15:00
☆10/7～ ３か月6回
　14,904円
   よみカル  9/16

ジュニア・バレエ 谷桃子バレエ団講師　下川 真恵美
★金曜（４歳から）16:30～17:30　
　　　（高学年）17:35～18:35
　　　（中学・高校・大学）18:35～19:55
☆10/5～ ３か月12回 25,920円
★土曜（３歳半から）13:30～14:30
　　　（低学年）14:30～15:30
　　　（高学年）15:30～16:30
☆10/6～ ３か月12回 25,920円
※2019年2月11日発表会。入場無料です。

文芸・教養・資格・キャリアアップ
10/4 短歌講座【第1週】 ① 木 10:15
9/20 短歌講座【第3週】 ③ 木 10:15
9/20 はじめての短歌教室 ③ 木 13:00
10/4 月１回の初心者の楽しむ俳句 ① 木 13:30
9/28 ゆっくり俳句 ②④ 金 15:30
※9/18 俳句の手ほどき ①③ 火 13:00
※10/3　自分史・エッセイを書いてみよう ①③ 水 13:00
9/29 楽しいエッセイ教室 ① 土 15:15

童話＆エッセイ教室【経験者】 ① 土 13:00
9/25 童話創作教室 ②④ 火 13:00
9/17 源氏物語と平安時代 ①③ 月 10:30
9/25 『日本書紀』入門 ②④ 火 12:30
10/14 話題の旧石器・縄文塾 ②④ 日 10:30
※9/24　古文書講読講座【経験者クラス】 ②④ 月 10:30
野 江戸下町探検ウォーキング ③ 金 10:30
野 訪ねて、見て、知る、文化遺産探訪 ① 土 10:30
野 江戸「それホント？」めぐり～日曜コース ① 日 10:30
野 下総の歴史を歩く ③ 水 10:30
野 歴史と出会う東京の散歩道 ② 火 10:30
野 名庭園探訪 ④ 土 10:00
9/28 心にしみる写経と法話 ②④ 金 10:30
9/28 星と宇宙の科学 ④ 金 13:00
9/19 脳の体操～簡単な計算から～ ①③ 水 13:30
9/21 朗読で学ぶ好印象な話し方 ①③ 金 10:30
9/27 朗読と語りと話し方 木 10:30
10/1 読み聞かせとお話の達人になろう ①③ 月 10:30
9/15 朗読劇に挑戦!! ①③ 土 10:30
9/16 魅力ある話し方・聴かせる朗読 ①③ 日 10:30
外国語  ★…入門  ★★…初級Ａ  ★★★…初級Ｂ（初中級）

9/10 英語を聞き取るコツ ★★★★ 月 10:30
10/8 初心者のための英会話 ★ ②④ 月 10:30
9/17 ゆっくり英会話入門 ★～★★ ①③ 月 13:30
9/24 STEP UP英会話 ★★★ 月 15:00
9/24 自信をつける英会話Ａ ★★★ 月 18:30
9/24 自信をつける英会話Ｂ ★★★★★ 月 19:40
9/25 火曜朝の英会話入門 ★ ②④ 火 10:30
9/18 旅行英会話 ★★ ①③ 火 12:50
9/25 日常話せる英会話 ★★ ②④ 火 12:50
9/25 わかる・使える英会話 ★★ 火 14:30
9/26 シニアからのらくらく英会話 ★～★★★★ 水 10:30
9/26 基礎から学び直す英会話 ★★★ ②④ 水 13:00
9/19 やさしい旅行英会話初級 ★★★ ①③ 水 13:30
9/26 はじめての英会話入門 ★ ②④ 水 19:00
9/19 お勤め帰りの英会話入門 ★ ①③ 水 19:00
9/27 モーニング英会話入門 ★ 木 10:30
9/27 木曜午後の英会話中級 ★★★★ 木 15:00
9/20 やさしい英会話 ★★ ①③ 木 19:00
9/21 実力UPの英会話 ★★★★ 金 10:30
9/22 サタデー英会話 ★～★★ ②④ 土 10:10
9/16 日曜の英会話入門　★ ①③ 日 13:00
9/24 はじめてのフランス語初級 ★★ ②④ 月 19:00
9/28 フランス語初級 ★★ ②④ 金 19:00
9/26 スペイン語 ★★ ②④ 水 19:00
9/26 基礎から学ぶイタリア語入門～初級 ★～ ②④ 水 10:15
9/20 イタリア語（経験者クラス） ★★★★ ①③ 木 18:25
9/28 はじめてのイタリア語初級 ★★ ②④ 金 19:00
9/26 中国語会話 ★★★★★ 水 10:30
9/22 土曜 中国語 ★★★★★ 土 17:00

9/16 中国語初級 ★★～ ①③ 日 13:30
9/10 お勤め帰りの韓国語 初級 ★★★ ②④ 月 19:00
9/17 身につく韓国語 中級 ★★★★★ 月 19:00
9/25 70分で学ぶ韓国語 初中級 ★★★★ 火 18:40
9/25 夜学ぶ韓国語 初中級 ★★★★ ②④ 火 19:00
9/26 韓国を楽しもう韓国語 中上級★★★★★ 水 19:00
9/27 木曜夜韓国語 初級 ★★～★★★ 木 19:00
9/28 ゆっくり楽しむ韓国語　初中級 ★★★★ 金 10:30
9/28 自信がつく韓国語 初級～初中級 ★★★～ ②④ 金 19:00
9/21 金曜夜の韓国語初中級 ★★～ ①③ 金 19:00
9/21 はじめての韓国語入門 ★～ ①③ 金 19:00
9/15 月２回土曜の韓国語初級 ★★ ①③ 土 10:30
9/22 すぐ読めるハングル　初級 ★★★ ②④ 土 10:30
9/15 １からはじめる韓国語 入門初級 ★～★★ ①③ 土 14:00
9/23 日曜午前・韓国語 初中級 ★★★★ ②④ 日 10:30
9/23 韓国語初級 ★★ ②④ 日 10:30
9/23 日曜の韓国語初級 ★★ ②④ 日 13:00
絵画・書道・ペン字

9/22 初めての絵画 ②④ 土 18:00
日本画　大野講師 火 13:30

10/1 はじめての日本画 ①③ 水 10:30
9/30 美術いろいろ ①③ 日 10:30
10/1 現代水墨画（月） ①③ 月 10:30
10/4 現代水墨画（木） ①③ 木 13:00
10/1 俳画で描くはがき絵（３か月） ①③ 月 15:30
10/1 デッサンから始まる水彩画（月） ①③ 月 12:45
10/4 デッサンから始まる水彩画（木） ①③ 木 15:30

美しい水彩　ガッシュ画 ①③ 火 13:00
9/26 はじめての淡彩スケッチ ②④ 水 10:30
10/3 ペンで描く透明水彩画（昼） ① 水 10:30
9/26 ペンで描く透明水彩画 ②④ 水 19:00
10/2 写真から描く水彩画(初心者） ①③ 火 15:30
10/4 写真から描く水彩画 ①③ 木 10:30
10/13 デッサンと水彩 土 13:30
9/26 楽しい淡彩画 ②④ 水 13:00

土曜油絵 土 13:30
10/6 油絵　河西講師 土 10:15
10/7 やさしい日曜油絵教室 ①③⑤ 日 10:15
10/5 油絵の基本を学ぶ 金 10:15
10/4 パステル画 木 15:45
10/3 パステル＆色えんぴつ ①③ 水 12:45
10/7 楽しいイラスト雑貨 ① 日 10:30
10/3 色鉛筆画 ①③ 水 15:00
9/30 デッサン・クロッキー ①③ 日 13:00
10/5 基礎デッサン・淡彩 ①③⑤ 金 13:30
10/1 基本のデッサンから写実表現まで ①③ 月 15:00
10/4 美味しい！を描こう ①③⑤ 木 10:30
10/5 オトナのためのぬりえ ①③ 金 10:30
野 はじめての野外風景スケッチ ① 水 10:00
※9/27　はじめてのボタニカル・アート ②④ 木 10:30
9/23 日曜日のボタニカルアート ②④ 日 13:00

ボタニカルアート ①③ 金 10:30
9/22 花の静物画 ②④ 土 15:30
10/5 ペットを描こう!! ①③ 金 10:30
9/24 はがき絵・てがみ絵 ②④ 月 13:00
9/27 楽しい絵手紙 ②④ 木 10:15

絵手紙（月） ①③ 月 10:15
10/6 はじめての絵手紙 ①③ 土 13:00
10/9 四季を描く剪画（切り絵） ② 火 13:00
9/22 土曜日のチョークアート ②④ 土 10:30
野 銀座画廊めぐり ③ 金 14:00

10/3 美術を楽しむ ① 水 19:00
10/3 今から始める書道 ①③ 水 10:30
10/2 ゆっくり楽しむ小筆 ①③ 火 10:30
10/2 基礎書道入門　初級 火 18:15
10/1 基礎書道入門　初級 月 10:15
10/2 漢字・かな・実用書 火 10:15
9/29 漢字・かな・実用書 土 15:30
9/27 日常の書道 木 15:30
9/20 楽書　巻紙で手紙 ③ 木 10:30
9/26 ほっとする書道（増設クラス） ②④ 水 17:45
9/27 木曜実用書道 木 13:00
9/28 暮らしの書 ②④ 金 13:00
9/27 生きいき書道講座 ②④ 木 10:15
9/30 かな書道・実用書道 ①③⑤ 日 10:15
9/28 金曜夜の楽しむ書道 金 18:30
10/3 美しい文字を目指す書道 ①③⑤ 水 13:00
9/22 初心者のためのペン字（筆ペン・ボールペン） ②④ 土 13:00
9/29 紫芳の字手紙 ④ 水 10:30
9/27 楽しい書道（毛筆・筆ペン・ボールペン） 木 18:20
9/26 楽しい書道・隔週（毛筆・筆ペン・ボールペン） ②④ 水 18:20
9/19 月1回で美文字（筆ペン・小筆） ③ 水 13:00
9/24 女性のためのかな書道（毛筆・ペン） ②④ 月 10:30
9/24 女性のためのペン字・かな書道 ②④ 月 13:00
9/29 はじめてのペン字 ②④ 土 12:30
9/27 毛筆・筆ペン・ペン習字 ②④ 木 18:30
9/24 お勤め帰りの書道 ②④ 月 19:00
9/29 週末の書とペン字 ②④ 土 15:00
10/1 アラビア文字に親しむ ①③ 月 13:00
10/6 カリグラフィー ①③ 土 10:15
9/10 お勤め帰りのカリグラフィー ②④ 月 19:00
10/6 篆刻（てんこく） ①③ 土 18:00
茶道・生け花・フラワー

9/21
お勤め帰りの裏千家

①③ 金 19:00
9/28 ②④ 金 19:00
9/28 茶道・裏千家 金 13:30
9/16 日曜・裏千家 （午前） ①③ 日 10:15
9/23 日曜・表千家   ②④ 日 10:15
9/18 火曜日の表千家 火 10:15
9/24 茶道・表千家（笹内・月） 月 10:15
9/24 表千家入門クラス ②④ 月 13:30
10/5

いけばな・小原流
金 10:30

9/21 ①③ 金 18:00
9/21

飾って楽しむ「花意匠」
①③ 金 10:30

9/21 ①③ 金 18:00
9/24

いけばな・池坊

月 18:00
10/1 ①③⑤ 月 10:30
10/1 ①③⑤ 月 18:00
9/24 ②④ 月 18:00
9/26 池坊・立花（佐藤）      ④ 水 15:30
9/26 水曜日の池坊（初級）   ④ 水 15:30

池坊・立花（鈴木）     ① 水 15:30
10/3 月１回のいけばな・池坊 ① 水 15:30
9/22 土曜いけばな池坊（初級）2・4 ②④ 土 10:15
9/19 いけばな池坊（稲葉） ②③ 水 19:00
10/3 四季の茶花を愉しむ ① 水 13:00
9/15 ゼロから始める「いけばな雪舟流」 ③ 土 18:30
9/26 未生流いけばな ②④ 水 10:30
10/27 月に一度のギフトアレンジ ④ 土 10:30
10/1 シック・フラワーアレンジメント　初等科 ①③⑤ 月 18:30
10/2 佐納和彦のフラワーデザイン ①③⑤ 火 18:30
10/9 花遊びレッスン ② 火 18:30
10/1 おしゃれな花空間 ① 月 18:30

季節のフラワーアレンジメント ② 木 10:30
9/22 季節のフラワーアレンジメント（土曜） ④ 土 13:00
9/25 新妻フラワーアレンジメント（基礎） ②④ 火 18:30
9/20 英国タエコ・マーヴェリーフラワースクール ①③⑤ 木 13:00
10/14 日曜のフラワーアレンジ ② 日 10:30
10/1 アートなフラワースタイル ① 月 13:00

トロッケンゲビンデ（初級・中級） ③ 木 10:15

10/9 Happy ブーケ ② 火 18:30
ウエディングブーケ～世界でたった一つ～ ① 月 13:15

9/21 かんたん手作りプリザーブドフラワー（夜） ③ 金 19:00
9/26 ビギナーのための手作りプリザーブドフラワー&アレンジメント ④ 水 15:30
10/5 夜のプリザーブドフラワー ① 金 19:00
10/1 12か月を彩るプリザーブドフラワー ① 月 13:00
邦楽･舞踊

9/12 初めての新内小唄 ②④ 水 15:30
三味線によるボイストレーニングと長唄 ①③ 水 15:30
長唄三味線・杵五会 ②③④ 火 10:30

9/27 端唄・俗曲・三味線 木曜（両稽古） 木 10:15
9/27 （唄のみ） 土 11:15
9/29 三味線で楽しく端唄を歌いましょう（両稽古） 木 10:15
9/29 （唄のみ） 土 11:15
9/26 粋な唄・三味線（両稽古） ②④ 水 13:00
9/26 粋な唄・三味線（唄のみ） ②④ 水 13:00

民謡（唄） ①③ 金 10:30
9/19 はじめての詩吟（女性専科） ①③ 水 15:30

浪曲入門 ②④ 金 15:00
9/26 初めての生田流筝曲 ②④ 水 10:30

山田流筝曲・三絃 土 13:00
9/26 文化箏と三味線・個人30分 ②④ 水 13:00
9/22 初めての沖縄三線 ②④ 土 13:00

沖縄音楽・三線 ①③ 日 10:30
9/26 しの笛 ②④ 水 10:30
9/25 しの笛（夜クラス） ②④ 火 18:30
9/23 初めての尺八 ②④ 日 13:00

藤間流（個人30分）1・3クラス ①③ 木 15:00
藤間流（個人30分）2・4クラス ②④ 木 15:30

10/5 藤川流・新舞踊 金 13:40
9/26 黒田節と輪踊りを踊る ②④ 水 13:30

日本舞踊(松川流個人）　 ②④ 水 15:00
9/20 櫻川流江戸芸かっぽれ踊り 木 13:15
音楽

9/16 日曜・大人のピアノ ①③ 日 10:30、13:00
9/21 お勤め帰りのジャズピアノ ①③⑤ 金 19:00
9/17 夜のピアノ ①③ 月 19:00
10/3 シニアのリフレッシュピアノ 水 12:50
10/3 シニアのリフレッシュピアノ（初心者） ①③ 水 13:55
9/24 初心者のためのピアノ　個人 ②④ 月 13:30
9/23 大人のキーボード（2・4日） ②④ 日 15:15
9/16 大人のキーボード（1・3日） ①③ 日 15:00
9/19 大人のキーボード（1・3水） ①③ 水 10:30
※10/5 フルート初級　個人 金 15:00
9/27 フルートオカリナ個人・隔週木曜 ②④ 木 13:00
9/26 やさしいオカリナ入門 ②④ 水 13:00
9/22 ブルースハープを吹こう　個人 ②④ 土 14:30
10/3 ハーモニカ　少人数集中 ①③ 水 13:30
※10/3 ハーモニカ　個人 ①③ 水 15:00

初めてのサンポーニャ ②④ 日 13:00
9/26 60才からのギター 入門・初級 ②④ 水 15:00
9/29 はじめてのギター ①③ 土 11:00
※9/15 マンドリン ①③ 土 16:00
※9/15 楽しむウクレレ ①③ 土 15:00
9/15 ウクレレ ①③ 土 16:45
9/20 ハワイアン・ウクレレと歌 ①③ 木 15:30
9/17 楽しいウクレレ ①③ 月 19:00
※9/22 ウクレレ少人数レッスン ②④ 土 10:30他
9/27 ヴァイオリン　個人 ②④ 木 18:35
9/22 二胡演奏講座　初級 ②④ 土 16:40
9/21 昭和歌謡＆ヴォイストレーニング ①③ 金 10:30
9/20 ヴォーカルレッスン 個人 ①③ 木 16:15
9/20 やさしいヴォイストレーニング個人 ①③ 木 10:30
9/23 KARADAすっきり！ヴォイストレーニング ②④ 日 13:00
9/26 女性のための声楽 ②④ 水 10:30
9/9 うたごえ喫茶 ② 日 11:00
9/20 楽しいホームソング ①③⑤ 木 13:00
9/25 ピアノでうたう抒情歌 ②④ 火 13:00
9/29 土曜シャンソン 土 14:00

9/21 世界のメロディー・シャンソン＆カンツォーネ ①③ 金 15:15
9/22 世界のメロディー・シャンソン＆カンツォーネ ②④ 土 13:00
※11/5 月曜シャンソン ①③ 月 15:45
10/2 カンツォーネ＆オペラアリア ①③ 火 15:15
9/22 初歩からのカンツォーネ＆ナポレターナ ②④ 土 18:00
9/26 はじめてのシャンソン＆カンツォーネ ②④ 水 15:30
9/24 ピアノで歌うポピュラーソング ②④ 月 10:15
9/24 ピアノで歌う歌謡曲 ②④ 月 12:30
9/19 懐かしい日本のタンゴ・シャンソン ④ 水 19:00
9/23 ハワイ語で歌うフラソング ②④ 日 11:45
9/28 英語でポップスを歌おう ②④ 金 15:30
※9/23 ポピュラーソング・ヴォイスレッスン 個人 ②④ 日 10:30
10/4 木曜ジャズボーカル ②④ 木 18:30
10/6 ジャズボーカルレッスン ①③ 土 16:00
10/6 ジャズボーカルレッスン入門 ①③ 土 18:30
9/27 洋楽R＆B・POPSのヴォイストレーニングと歌唱指導 ②④ 木 19:00
9/22 ゴスペル ②④ 土 15:30
9/29 ゴスペル ①③ 土 10:30
9/26 最新歌謡曲とヴォイストレーニング ②④ 水 12:30
9/18 基礎から学べる歌謡曲 ①③ 火 10:15
9/17 たのしいカラオケ ①③ 月 13:00
9/25 初めてのカラオケ ②④ 火 18:30
9/25 黒木美帆の歌謡教室 ②④ 火 13:00
9/25 黒木美帆のカラオケ 個人 ②④ 火 15:15
※9/28 心で歌う最新演歌 ②④ 金 13:00
※9/23 心で歌う人生演歌 個人 ②④ 日 16:00
※9/15 ピアノで学ぶ最新演歌 ①③ 土 12:45
9/14 手回しオルゴールの曲作り ② 金 10:30
9/23 クラシック音楽＆コンサート鑑賞入門 ④ 日 10:30
9/28 たのしく歌おう 名曲教室 ②④ 金 10:45
9/24 心を癒すヴォイストレーニング ②④ 月 15:30
趣味・暮らし・料理・おしゃれ

9/20 マージャン教室≪超入門≫ ①③ 木 12:45
9/20 木曜のレディース麻雀《経験者クラス》 ①③ 木 15:00
9/27 マージャン教室《入門》 ②④ 木 13:30
9/24 大江戸玉すだれ ②④ 月 15:30
9/16 あなたも一席！新作講談 ③ 日 10:30

鉄道模型を作る ②④ 土 10:30
10/14 スワロフスキーを使った総合大人デコ ② 日 15:00
11/4 みんなで楽しむプラモデル製作（第1週） ① 日 13:00
9/16 みんなで楽しむプラモデル製作（第3週） ③ 日 13:00

運勢学（気学占法） ②④ 金 16:15
9/26 運勢学入門（気学占法） ②④ 金 14:45

陰陽五行論算命学(基礎)1年コース ②④ 火 15:00
10/12 気軽に楽しむ一眼デジカメ ② 金 13:30
野 東京写真さんぽ ③ 木 10:30

犬の洋服仕立て屋さん ②④ 月 13:00
9/26 季節のポプリ ④ 水 13:00
10/7 ハーブ＆アロマで「美･健･食･住」 ① 日 10:30
野 おいしいパン屋さんめぐり ② 金 10:30
野 四季の鎌倉　自然散策 ② 日 10:15
野 草花・樹木と語る旅 日 10:30
野 花巡り鎌倉1万歩ウォーク ② 木 10:15
野 大江戸グルメウォーキング（第１クラス） ① 水 10:00
野 大江戸グルメウォーキング（第２クラス） ② 水 10:00
野 大江戸グルメウォーキング（第３クラス） ③ 水 10:00
野 大江戸グルメウォーキング（第４クラス） ④ 水 10:00
野 '18錦秋のお江戸歩き＆美味しいランチ　A ③ 火 10:30
野 '18錦秋のお江戸歩き＆美味しいランチ　C ③ 木 10:30
野 '18錦秋のお江戸歩き＆美味しいランチ　D ② 木 10:30
野 東京のお菓子を歩く ④ 木 11:00
野 河口から源流まで荒川を遡る ② 土 09:30
野 「関東の一級河川」江戸川周辺探訪 ② 土 10:00
野 車窓と駅弁を楽しむ･月に一度の鉄道旅 ③ 土 09:00
野 広重の「名所江戸百景」錦絵散歩 ④ 水 10:30
野 大江戸遊歩術と老舗巡り ④ 土 10:00
野 大江戸散策と老舗めぐり【第1水】 ① 水 10:00
野 大江戸散策と老舗めぐり【第4水】 ④ 水 10:00
野 大江戸タイムスリップ・ウォーキング ③ 火 10:30

野 江戸・東京坂道ものがたり ② 金 10:30
野 江戸・東京橋ものがたり ② 木 10:30
野 『江戸名所図会』ゆかりの地を巡る ① 火 10:30
9/27 英国紅茶サロン ④ 木 13:30
ダンシング

10/14 インストラクターと踊る社交ダンス入門 ②④ 日 15:30
10/14 社交ダンスワルツ専門クラス ②④ 日 10:15
10/14 社交ダンス経験者クラス ②④ 日 13:30
9/24 基礎から始める社交ダンス ②④ 月 13:30
10/4 楽しいフォークダンス 木 13:00
9/26 カントリーラインダンス ②④ 水 18:15
9/29 ＭＪＢタップダンス 土 16:15
9/29 土曜シアターダンス 土 14:45
9/17 ソウル＆ディスコダンス ①③ 月 13:00
9/16 ソウル＆ディスコ（増設クラス） ③ 日 16:45
9/28 フラメンコ初級 金 10:15
9/29 たのしいフラメンコ（初級） 土 11:30
9/25 やさしいフラメンコ ②④ 火 14:00
9/27 情熱のフラメンコ舞踊（入門） 木 19:00
9/24 アルゼンチン・タンゴ ②④ 月 19:00
10/16 スマイル・フラ（入門クラス） 火 19:10
10/16 フラクラス・スタジオカルア 火 20:15
9/28 はじめてのエレガントフラ 金 12:30
9/15 大原ひで子のフラダンス 土 18:30
9/10 ビューティフルフラ 月 10:30
9/28 ハワイアン・フラ 金 18:00
9/12 初めてのハワイアンフラ（シニアクラス） 水 12:30
10/2 実年からのフラダンス 火 15:30
9/27 実年からのフラダンス 木 15:30
9/16 カレイナニ早川のSUNDAYフラ ①③ 日 10:20
9/2 日曜日に楽しむフラダンス ①③ 日 15:00
9/23 カトーエミイのフラ入門　～クプナクラス～ ②④ 日 13:15
9/13 笑顔が一番！フラダンス ②④ 木 13:00
9/14 輝くボディ！フラダンス ②④ 月 13:00
9/11 はじめてのチャーミング・フラ ②④ 火 13:00
9/28 カンボジア舞踊 ②④ 金 12:00
9/17 初めてのアラビアンダンス ①③ 月 15:15
9/26 魅惑のアラビアンダンス ②④ 水 20:00
9/17 月曜日のアラビアンダンス（超入門） ①③ 月 19:00
9/29 基礎から踊るベリーダンス（入門クラス） ①③⑤ 土 18:30
9/24 プレイバック宝塚 ②④ 月 15:30
9/26 K-POPダンス ②④ 水 20:30

クラシックバレエ 土 16:30
9/25 美容クラシックバレエ 火 19:00
9/29 初心者からのHAPPYバレエ（土曜クラス） ②④ 土 19:00
スポーツ・健康
楽しいピンポン ①③⑤ 月 12:45

9/23 忍法戸隠流道場 ②④ 日 16:00
9/10 合気道 月 18:20
9/22 空手道＜ベーシック＞ 土 18:10
9/17 女性カンフーフィットネス ①③ 月 20:30
9/30 八極拳 ①③⑤ 日 15:30
9/23 テコンドー ②④ 日 17:30
9/27 BOX OUT（ボクシングエクササイズ）（女性専科） 木 19:00
9/18 デューク更家式シェイプアップウォーク ①③ 火 12:50
9/20 若返りエクササイズ～カラダの中からキレイになる ①③ 木 12:00
9/27 中高年の元気な背骨＆足腰体操 ②④ 木 12:00
9/24 中高年の元気な背骨＆足腰体操 ②④ 月 12:00
9/20 下半身やせ骨盤エクササイズ ①③⑤ 木 19:00
9/25 火曜ピラティスストレッチ 火 10:15
9/28 らくらくストレッチ体操 金 14:20
9/21 健美ストレッチ体操 金 10:30
9/25 腹式呼吸＆爽やか体操 火 12:30
9/19 夜の美容バレエストレッチ ①③⑤ 水 19:00
9/28 美容バレエダイエット 金 20:10
9/26 ピラティスマットエクササイズ 水 19:00
9/19 60歳からのロコモ体操 ①③ 水 15:15
9/21 骨盤＆姿勢エクササイズ ①③ 金 13:00
9/28 太極拳入門 ②④ 金 19:15

9/19 健康気功とやさしい太極拳 ①③⑤ 水 13:30
9/22 武当気功と太極拳 土 10:15
9/27 長寿健康太極拳 木 10:30
9/27 肩こり・腰痛ケアのためのヨガ 木 15:30
9/26 美と健康のフィットネスヨーガ 水 12:00
9/29 美容健康ヨガ A 土 10:30
9/29 美容健康ヨガ B 土 13:00
9/21 音と香りのヨガ ①③ 金 19:15

らくらく広池ヨーガ健康法 火 14:45
9/28 腰痛・ひざ痛予防改善　やさしい広池ヨーガ健康法 ②④ 金 13:00
9/24 整体ヨーガ 月 10:30
9/19 癒やしのヨーガ（美容と健康） ①③ 水 12:15
手芸

9/24 石飛昌子のちぎり絵 ②④ 月 10:30
※10/5 和紙屋さんの折り紙教室 ① 金 12:45
10/3 アート押し花A初級 ① 水 13:00
9/27 わくわく押し花ライフ ④ 木 10:30
9/23 月1回日曜のナチュラル押し花 ④ 日 10:30
※/9/26 香りの花せっけん　ルナブランカ ②④ 水 10:30
※/9/26 シースルー・クレイフラワー ②④ 水 10:30
9/27 ラペリスフラワー（石の花）基礎 ②④ 木 13:00
9/21 てまり ①③ 金 13:00
9/23 布でつくる袋もの ④ 日 10:15
9/21 月１回の戸塚刺しゅう ③ 金 13:30
9/21 モロッコフェズ刺しゅう ①③ 金 13:30
10/5 スパンコール刺しゅう ①③ 金 13:30
9/19 絽刺し（ろざし） ③ 水 10:30
9/19 津軽こぎん刺し ③ 水 10:30
9/18 手縫い仕立ての刺し子 ①③ 火 10:30
9/5、19　パッチワークキルトSentir le Vent ①③ 水 18:30
9/17 ハワイアンキルト　昼 ①③ 月 13:00
9/17 ハワイアンキルト　夜 ①③ 月 19:00

松山敦子のパッチワークキルト 金 10:30
9/25 パッチワークこっとん ②④ 火 13:00
※10/10 初めての加賀ゆびぬき ② 水 10:30

手あみ ②④ 月 13:00
基礎手あみ ①③ 木 18:20

9/28 楽しい手編み ②④ 金 13:00
9/25 リバーシブルアフガン ②④ 火 10:30
※3回で タティングレース基礎 ②④ 木 13:00
9/14 サコタカコ創作ビーズ織り ② 金 13:00
10/2 ビーズデコ刺しゅう＆ビーズジュエリー ① 火 10:30
9/27 エレガントビーズステッチ入門 ②④ 木 18:30
9/20 アトリエエヌのビーズフラワー ③ 木 13:00
10/4 ビーズアクセサリー基礎講座 ① 木 10:30
9/24 ビーズ織り＆ビーズ刺しゅう ②④ 月 10:30
9/28 ＮＹスタイルビーズアクセサリー ②④ 金 18:30
10/3 羊毛でつくるフェルト雑貨 ① 水 10:15

羊毛フェルトで愛犬・愛猫を作ろう ④ 金 13:30
9/19 羊毛フェルトで作るあなただけの犬 ③ 水 12:15

佐藤法雪の羊毛フェルトで作るリアル猫人形教室 ② 月 12:30
9/12 ハワイアンリボンレイ ② 水 15:30
9/22 飯田深雪のアートフラワー（基・上） ②④ 土 15:30
※10/5 四季のみずひき遊び ① 金 13:00

ゆっくり作るつるし雛 ② 金 15:00
9/11 布で作る立体メッシュワークのバッグ ② 火 10:30
9/17 つるし飾り入門 ①③ 月 12:30
9/24 つるし飾り応用 ②④ 月 12:50

きものからリ・ファッション木 ①③ 木 12:45
きものからリ・ファッション土 ①③ 土 13:00
らくらく洋裁　2・4入門、夜 ②④ 火 15:30、18:15
らくらく洋裁＆リフォーム午前  ②④ 火 10:30
自由に楽しいソーイング ②④ 月 15:30
人形・ぬいぐるみの服作り ②④ 月 13:00

9/18 手縫いおしゃれ帽子講座 ①③ 火 13:00
デンマークラグメイキング ①③ 月 15:30
初めて着物をぬう 土 13:00
和裁（入門） 金 13:00
夜の和裁教室（入門） ①③⑤ 水 18:00

「はんてん」と「ちゃんちゃんこ」午前、午後 ①③ 水 10:15、13:00
9/18 革・着物から作るコサージュ ③ 火 13:00
工芸

9/20 たのしい陶芸  午前、午後 木 10:30、15:30
9/20 たのしい陶芸 木曜 夜 木 18:30

たのしい陶芸トライアルコース ① 木 18:30
手作り陶芸1･3金曜午後 ①③ 金 13:00
手作り陶芸2･4金曜午前、午後 ②④ 金 10:30、13:00
手作り陶芸1･3土曜午前 ①③ 土 10:30
手作り陶芸2･4土曜午前、午後 ②④ 土 10:30、13:00

10/7、10/14　日曜陶芸　午前、午後 ①③、②④ 日 10:30、13:30
9/20、9/27　土に親しむ陶芸　木 ①③、②④ 木 13:00
10/11 つちぼとけを作ろう ② 木 13:00
9/28 トールペイント、オイルペイント  ②④ 金 15:30

金継ぎ入門（金）、蒔絵と螺鈿入門 ③ 金 13:30
10/9 金継ぎ入門（火） ② 火 14:00
9/27 七宝焼 ②④ 木 10:15
10/5 とんぼ玉 ① 金 10:30
10/14 天然石のモザイクタイル ② 日 10:30
9/18 グラスリッツェン ①③ 火 10:30

ステンドグラス   ①③ 金 12:45
面打ち（能面）午前、午後 ①③⑤ 土 10:15、13:00

9/24 鎌倉彫A ②④ 月 10:15
9/24 鎌倉彫B ②④ 月 15:30
9/22 仏像彫刻（初級） ②④ 土 18:00

やさしい仏像彫刻（初級） ②④ 土 15:45
9/28 フルーツ＆ソープカービング　午前、午後 ④ 金 10:15、13:00

暮らしの中の竹工芸 ③ 水 10:15
手縫いで作る革小物＆バッグ ①③ 土 10:30
手縫いで作る革小物＆バッグ（月１クラス） ③ 土 15:30
創作人形教室 ②④ 水 10:30

9/21 クラフトバンドで編むかご＆バッグ ①③ 金 13:00
掛け軸表装 ② 土 10:30

※10/13 なんでも裏打ち講座 ② 土 12:30
9/20 デコパージュ　初級 ①③ 木 10:30

メルヘンシャドウボックス（初級） ②④ 火 10:30
9/15 石猫 ③ 土 15:30
9/19 手作り純銀アクセサリー ③ 水 18:00
10/1 大人のレジンアクセサリー ① 月 10:30

講 座 名 曜 日 時 間よみカル
体験日

◇キャンセル待ち講座一覧◇

ほっとする書道②④水15:30、実用ペン字①③木
13:00、かんたん手作りプリザーブドフラワー②水13：
00、花と光を楽しむハーバリウム④土10：30、大人の
ピアノ個人①③月15:30、エンジェルハープ①③木
15:30、気軽にヴォイストレーニング個人①③月12:40、
ヴォイス＆ヴォーカルレッスン個人①③金15:30、誰でも
できる！ヴォイストレーニング個人②④日14:00、黒木美
帆のカラオケ 個人②④土10:05、健康美バレエ水
10:20、金継ぎ・蒔絵③金10:10、ナンタケットバスケッ
ト③水10:30、こより手芸④月13:00、インテリア茶箱
を作る②月13:00、戸塚刺しゅう①③火、①③金10：30、
つるし雛②金10:30、きものからリ･ファッション①③月、こ
どものピアノ《水》（個人レッスン）①③⑤水16:00

大正琴（琴城流）初級
琴城流大正琴教授
梅津 文子

★第１・３月曜 10:30～12:00
☆10/1～ ３か月6回
　15,552円
   よみカル  10/1

錦正流の大正琴
錦正流家元
吉岡 錦正

★木曜13:00～15:00
☆10/4～ ３か月12回
　31,104円
   よみカル  9/27

盆踊り教室入門
新英流新英会 会主
新英 美紗信

★第２・４木曜 15:15～16:15
☆10/11～ ３か月6回
　14,904円
   よみカル  9/27

ゼロから始める
沖縄三線
クイチャーパラダイス派遣講師

大河戸 知子
★第２・４月曜 19:00～20:30
☆10/8～ ３か月6回 16,200円
   よみカル  9/24

初心者の詩吟
日本詩吟協会師範・

階会（きざはしかい）会長
山本 津月

★第１・３金曜 13:00～14:30
☆10/5～ ３か月6回
　15,552円    よみカル  9/21

観世流  謡曲・仕舞
観世流能楽師・日本能楽会会員・

重要無形文化財総合指定保持者　髙梨 良一
★（謡曲 初級）木曜 13:30～14:10
☆（謡曲 中級）木曜 14:10～15:30
★10/4～ 3か月10回 29,160円    よみカル  9/27
☆（仕舞）木曜 15:30～16:10
★10/4～ 3か月10回 30,240円    よみカル  9/27

澤田流津軽三味線（入門）
澤田流津軽三味線教授

澤田 一成
　津軽三味線の名門「澤田流」
の教授が、じょんがら節が弾け
るまでを丁寧に、初めての方か
ら経験者まで幅広く指導します。
★第１・３月曜
　13:00～14:30
☆10/1～ ３か月6回 17,496円  
   よみカル  9/17

いきいき和太鼓（入門）
和太鼓奏者
TAKERU
　心も身体
もリラックス
して楽しく
和太鼓を叩
きましょう。

★第１・３日曜 18:40～20:10
☆10/7～ ３か月6回 15,552円     よみカル  9/16

新規 どじょうすくい踊り
安来節保存会踊り師範

金子 誠一
　愉快な安来節の音楽
に合わせ、ユーモアあ
ふれる動きのどじょうす
くい踊り。笑顔と腰振
りがポイントです。
★第２・４日曜
　10:30～12:00
☆10/14～ ３か月6回
　14,904円    よみカル  9/23

新規 藤間流・日本舞踊（専科・個人）
日本舞踊協会会員・藤間流師範

藤間 勘七翁
　格調高い
芸風を、わか
りやすい小物
から指導して
いきます。

★火曜 13:00～16:00
☆10/2～ ３か月10回 31,320円    よみカル  9/18

生田流筝曲・三絃（初）個人
清松会主宰　富成 清女

　お琴、三弦の音色に惹かれる方、年齢・経験を問
わず指導します。
★第１・３・５火曜
　17:00～
　20:30
☆10/2～
　３か月7回
　18,144円
   よみカル  9/18

花柳流  日本舞踊（個人30分）
花柳流師範
花柳 梨兆

　花柳流ならではの
多種多様な振り付けで
レベルに合わせた演
目から踊れます。
★第１・３木曜
　16:30～20：30
☆10/4～３か月6回
　16,848円
   よみカル  9/20

新設

★第２・４土曜 15:30～17:00
　    よみカル  9/22
☆第２・４日曜 10：30～12：00
　    よみカル  9/23

新規

新規

★（4歳～未就学児）土曜 12:00～13:00、13:15～14:15
☆（小学1～６年生）水曜 17:00～18:00 ※人気につき、お申し込み前にお電話でご相談ください。

こどもクラブ
こどもクラブ 専任講師

プチコース
（1歳児）

H29年4/2～
H30年4/1生
　1歳のお子様とお
母様が一緒に学び触
れ合う60分のクラス
です。
★木曜 11:40～12:40
☆10/4～ ３か月11回
　20,196円
   よみカル  10/4
あいあいコース（2歳児）H28年4/2～H29年4/1生
★木曜 10：10～11：30　☆10/4～ ３か月11回 23,760円　    よみカル  10/4

新設

新設

楽しい知能開発教室
★3歳児　H27年4/2～H28年4/1生
　　　　  月曜 10:30～12:00    よみカル  10/1
☆年  少　H26年4/2～H27年4/1生
　　　     火曜 15:30～17:00    よみカル  10/2
★年  中　H25年4/2～H26年4/1生
　　　     金曜  15:30～17:00    よみカル  10/5
☆年  長　H24年4/2～H25年4/1生
　　　     水曜 15:30～17:00    よみカル  10/3

小学生学習講座
★１年生　火曜 16：30～18：10 
　　　　　    よみカル  10/2
☆２年生　火曜 16：30～18：10 
　　　　　    よみカル  10/2
★３年生　火曜 16：30～18：30 

    よみカル  10/2

新規 新規

新規

小学生の空手道
★土曜 18:10～19:25    よみカル  9/22

新設

ベビーリトミック（10か月～1歳）
国立音楽院講師

リトミック研究センター会員
鈴木 文子

　心と身体が急速に発達す
る幼児期前のプレ教室です。
音楽にあふれた楽しいレッス
ンで心の豊かさを育てます。
★第１・３・５水曜 10:30～11:10
☆10/3～ ３か月6回
　12,960円　    よみカル  10/3

幼児リトミック（２～３歳）
★第１・３・５水曜 11:20～12:00 ☆10/3～ ３か月6回 12,960円    よみカル  10/3

ステップアップリトミック（3～4歳）
★第１・３・５水曜 15:00～15:40  ☆10/3～ ３か月6回 13,608円    よみカル  10/3

新規

新規

新規

新設

キッズ・ジュニア

邦楽・舞踊
新規

二人会 ～落語と講談で映す明治１５０年～

【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）

　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。

■ミュージカル ■国立劇場

■柳亭小痴楽＆神田松之丞

　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。

　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】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）

「タイタニック」バックステージツアー付き観劇

２０１8年10月期 広域募集 お申し込み 事業担当（03-3642-4301） ■踊らにゃ損々、徳島・阿波おどりの風が吹く ■日本×オーストリア修好150周年記念

秋の阿波おどりナイト 「ウィーン国際芸術祭の旅」ツアー決定！
　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　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　※要事前予約

「文楽鑑賞教室」人形遣い
レクチャー付き観劇

【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）

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　※要事前予約

03-3870-2061
講座案内

北千住
※印は通常体験対象日（１回分の受講料）  野 マークは野外講座  ★は外国語のレベル

日付は「よみカル体験」対象日
体験受講料　　　　  　 （教材費別)1,080円1,080円

新規新規


