
スポーツ・健康

初めて募集の講座New

受付時間 月曜〜土曜１０：００〜２０：0０（日曜〜１８：3０）

kitasenju@ync.ne.jpよみうりカルチャー北千住 検索 リニュー
アル 新しいカリキュラム

講座の運営、施設や道具の修繕などにあてさせていただきます。教材
費、保険料等が必要な講座もあります。

⃝お支払い方法
　・入会金、受講料などのお支払いは、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一括払い、ホームページではクレジット
一括払いをご利用いただけます。

　・�継続受講の方は、お支払いに銀行口座振替（自動引き落とし）をご利用
いただけます。

⃝入会金５５００円　※優待の併用は出来ません。
　・７０歳以上と小学生以下のお子様は入会金無料。
　・読売新聞購読または購読予定の方には特典があります。
　・�７０歳以上で読売新聞購読または購読予定の方は、入会金が無料になる
ほか、受講料割引券１０００円分を進呈いたします。

⃝維持費、教材費など
　・�受講料のほか維持費がかかります。維持費は新型コロナウイルス感染
防止に必要な消耗品等の調達、オンライン講座の実施環境整備、野外

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。
獲得したポイントは、定期講座の受講料割引に使えます。

よみカル
ポイント

入会金と受講料お支払い等のご案内
※表示の受講料などはすべて消費税込みの金額です。会員料金の表示がない場合は、統一料金です。

野 外 で 楽 し む
薫風のお江戸歩き2023

お江戸ウォーカー・演芸ライター　山口 則彦
　分かりやすく面白い講師の解説で江戸
の名所をご案内します。
★第3火曜10:30〜 4/18〜
　①六本木〜赤坂②目黒〜不動前
　③広尾〜麻布十番

★第3木曜10:30〜 4/20〜　①押上〜亀戸②広尾〜麻布十番③稲荷町〜浅草
★第2木曜10:30〜 4/13〜　①押上〜亀戸②佃島〜明石町③四谷界隈
★各3か月3回9,900円

鉄道沿線のんびりさんぽ
　東京とその周辺に残る
ローカル線と観光を楽し
みましょう。
★第4水曜10:00〜13:00
★6か月5回18,700円 4/26〜

江戸「それホント？」めぐり�
江戸歴史研究家　田中 ひろみ

　意外と知られていない江戸の史跡を歩きながら、
江戸のうんちくを楽しく学びます。
★第２水曜10:30〜13:00
★6か月4回14,300円 4/12〜

アロマテラピー検定
１級・２級資格取得講座

日本アロマ環境協会認定アロマセラピーインストラクター
中川 真李

　教科書に出てくるクラフトを実
際に作ってみることで視覚・嗅覚
を使って楽しく覚えていきます。
★第2日曜11:00〜12:30
★6か月6回19,800円 4/9〜
★無料説明会 3/12

大人のエレガントバレエ
KayanoBalletStudio（代表）

バレエ教師兼ダンサー
河合 かや野

　バレエで美しく健康に、レッ
スンレベルは入門から基礎初級
程度までを指導します。
★毎週水曜10:20〜11:50
★3か月12回38,280円
　4/5〜　   事前体験 4/5

基礎から踊るベリーダンス
（入門クラス）

ベリーダンサー　Sylph 
　初めてでも楽しく、
官能的なアラビアン
ダンスの世界を体験
できます。
★第１・３・５土曜18:30〜20:00
★３か月7回23,100円 4/1〜　   事前体験 3/18

ＭＪＢタップダンス
スタジオ「ブンブン」主宰　近藤 千恵
　ジャズダンスの基礎とタップダ
ンスの基本を同時に習得してダ
ンシングへと進みます。
★毎週土曜16:15〜17:35
★３か月13回41,470円 4/1〜　   事前体験 3/25

あいあいコース（2歳児）
こどもクラブ 専任講師

　お子様とお母様が一緒に学
び触れ合うクラスです。
★第１・３・５日曜10:10〜11:40
★3か月5回11,550円
　4/16〜　   事前体験 4/16

楽しい知能開発教室（3歳児）
こどもクラブ 専任講師

お母様から離れて、お友達や先生と楽しく遊ぶ90分です。
★毎週土曜10:30〜12:00
★3か月10回28,600円 4/15〜　   事前体験 4/15

　ヴィーナスで活躍した講師陣や現役ヴィーナスが直
接指導にあたり踊る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。発
表の場は、東京ドームのジャイアンツ公式戦。臨場感
あふれるグランドでジャイアンツ選手を応援しましょう！
★キッズ（4歳〜未就学）毎週土曜10:45〜11:45
　3か月12回26,400円 4/1〜　    事前体験 4/1
★キッズ（4歳〜未就学）毎週土曜12:00〜13:00
　3か月12回26,400円 4/1〜　    事前体験 4/1

ジャイアンツ　ヴィーナスダンススクール ヴィーナスダンススクール専任講師　新居 史麻、冷牟田 花恋、渋谷 華子、永野 仁那
★リトル（小学生）毎週水曜17:00〜18:00
　3か月12回26,400円 4/5〜　    事前体験  4/5
★リトル（小学生）毎週木曜17:30〜18:30
　3か月12回26,400円 4/6〜　    事前体験 4/6
★リトル（小学生）毎週土曜15:30〜16:30
　3か月12回26,400円 4/1〜　    事前体験 4/1
★リトル（小学生）毎週土曜16:40〜17:40
　3か月12回26,400円 4/1〜　    事前体験 4/1
★ジュニア（中高生）毎週土曜18:00〜19:30
　 3か月12回33,000円 4/1〜　    事前体験 4/1

大江戸グルメウォーキング・アンコール
フリーライター　千本木 亨雄

　17年目を迎える大江戸グルメウォーキング。ご
要望にお応えし第1回目からのコースを廻ります。
★第3水曜10:00〜15:30
★6か月5回18,700円 4/19〜

吉田悦花の俳句さんぽ
月刊俳句誌「炎環」前編集長・NPO法人神田雑学大学最高顧問

吉田 悦花
　散策して、俳句を詠み、さらに句会もという欲ばりな講座
です。
★第2火曜12:30〜15:00  ★6か月6回21,450円 4/11〜

講談師と行く「昼飯前にひとっ旅」
講談師　神
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　史跡めぐりを中心に、今昔さまざまな視点からちょっとし
た非日常を感じていただいくのが目標です。
★第１火曜10:00〜12:30　★6か月5回18,590円 4/4〜

分散投資・NISAの賢い使い方
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　川田 英利
　様々な業界における企業
の業績や順位など今後の見
通し、注目のキーワード等を
解説します。
★第2・4金曜17:45〜19:15
★3か月6回20,592円 4/14〜　   事前体験 4/14

シニアのための
エレガントフラ

スタジオカレイナープア講師　須藤 敏代
　ハワイアン・フラは五感を通して表
現する伝統的な踊りです。
★第1・3金曜12:30〜14:00
★3か月6回19,800円 4/7〜
   事前体験 4/7

インドムービーダンス
プシュパ代表　Yuki 

　インド古典舞踊と欧
米のダンスがミックス
された、何でもありの
楽しいダンスです。

★第１・３土曜10:10〜11:40
★３か月6回20,790円 4/1〜　   事前体験 3/18

SAM（TRF）の健康イージーダンス午後クラス
一般社団法人 ダレデモダンス認定インストラクター　Mayu

　SAMプロデユ－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。体力
に自信の無い方でも大丈夫です！
★第２・４水曜12:10〜13:10　★３か月6回20,625円 4/12〜　   事前体験 4/12

楽しい知能開発教室
こどもクラブ 専任講師

　就学前に必要な学習の基礎
から応用へと発展させます。
★（年少クラス）
　毎週火曜15:30〜17:00

　3か月11回36,300円 4/11〜　   事前体験 4/11
★（年中クラス）毎週金曜15:30〜17:00
　3か月11回36,300円 4/14〜　   事前体験 4/14
★（年長クラス）毎週水曜15:30〜17:00
　3か月10回33,000円 4/19〜　   事前体験 4/19 

水彩画�風景スケッチ講座
JIWI 日本国際水彩画会会員　伊佐 智三郎

　写真を参考に風景画を描きます。個人に合わせて楽しく描くことを目
指します。初心者の方、レベルアップをお考えの方共に大歓迎です。
★第2・4日曜15:00〜17:00
★3か月6回19,800円 4/9〜　   事前体験 3/26

ブリティッシュスタイルの
フラワーアレンジメント

フラワーサロンRose Classic代表　おおくぼ きえこ
　市場から仕入れた生花を中
心に、洗練された色彩のアレ
ンジメントを作ります。プリ
ザーブドフラワーの希望も可
能です。
★第2木曜13:00〜15:00
★6か月6回19,800円
　4/13〜　   事前体験 4/13

花あしらい�フラワーレッスン
YAYOI  FLOWER  ACADEMY代表　吉岡 弥生

　季節の移ろいをテーマに
自分らしさを表現するフラ
ワーレッスンです。
★第1木曜10:30〜12:30
★6か月6回19,140円
　4/6〜　   事前体験 4/6

はじめての茶の湯・表千家
表千家教授　波多野 宗良

　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いを身
につけましょう。

★第1・3水曜18:30〜20:30
★3か月6回19,140円 4/5〜　   事前体験 3/29

体の歪みを改善し、
正しく歩ける体作り

日本ウォーキングセラピスト協会代表理事
長坂 靖子

　体の軸を正しい位置にして歩行
ができるように改善を目指します。
★第2・4木曜14:00〜15:15
★3か月6回19,140円 4/13〜　   事前体験 3/23

シニアのための超入門英会話
よみうりカルチャー講師　前田 由里

　簡単な会話ができるようになるま
で指導します。
★第1・3・5火曜10:30〜12:00
★3か月7回23,100円 4/4〜
   事前体験 4/4

ロミロミ癒やしの
セルフマッサージ【女性限定】

ロミロミサロン・スクール　レイアロハ代表
杉野 知子（Tomoko kehaulani）

　ハワイ式呼吸法でマナ（＝気）
を取り込み、ご自身の凝り固ま
った首や肩をほぐしてしていき
ます。ご自宅でできるハワイの
マッサージを習得しませんか。
★第1金曜19:30〜20:45
★6か月6回19,800円 4/7〜
   事前体験 3/17

健康＆「脳力」アップ講座
元広島東洋カープ1軍トレーニングコーチ

（一社）日本スポーツビジョン協会 顧問　石橋 秀幸
　脳は身体を動かすだけで
なく、身体からの刺激を受
けて活性化されます。ゲー
ム感覚の運動で、健康と「脳
力」を向上させるコツを紹
介します。
★第2・4木曜10:30〜12:00
★3か月6回21,780円 4/13〜　   事前体験 3/23

一本歯下駄ウォーキング
野口ボクシングジムトレーナー

野口 詩延
　一本歯下駄を履いて歩くだ
けで、骨格、筋肉が正しい位置
に改善されます。
★第1・3日曜12:00〜13:30
★3か月6回19,800円 4/2〜
   事前体験 3/19

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

　英語から遠ざかってもう何年にもな
る方、基礎から身につけてみませんか。
★第2・4金曜19:00〜20:30
★3か月6回20,790円 4/14〜　
   事前体験 4/14

女性専科・らく楽ストレッチ
フレッシュ体操アカデミー 主宰　石崎 光子

　独自のストレッチで硬くなりやすいカラダの柔
軟性を養い、健康で腰痛・肩こり等にも大変効
果的な体操です。

★第1・3金曜
　13:00〜14:15
★3か月6回18,975円 4/7〜　   事前体験 4/7

お勤め帰りのリラックスヨガ
ヨガインストラクター　横溝 恵子
　ゆったりとした動きでシン
プルなアーサナ（ポーズ）を
中心にヨガを行っていきます。
★第2・4木曜19:30〜20:45
★3か月6回18,480円
　4/13〜　   事前体験 3/23

夜の美容バレエストレッチ
山川バレエ団　本間 潤一

　クラシックバレエの基礎とストレッチを
中心にすすめます。体力に自信のない方、
体のかたい方も無理なく始められます。
★第1・3・5水曜19:00〜20:30
★3か月7回23,100円 4/5〜
   事前体験 3/29

美容バレエダイエット
★第1・3・5金曜19:30〜20:50
★3か月7回23,100円 4/7〜　   事前体験 3/31

学び直しの韓国語初級
駿台外語＆ビジネス専門学校主任　洪 載善
　簡単なあいさつや自己紹介、買い物、
旅行などに役立つ会話を学びます。
★第1・3土曜14:00〜15:30
★３か月6回20,790円 4/1〜
   事前体験 4/1

ゆっくり楽しむ小筆
東京書芸協会準師範　髙野 麻名美

　東京書芸協会の競書誌「実
り」の中の月例を中心に稽古
します。
★第1・3火曜10:30〜12:30
★3か月6回19,140円 4/4〜
   事前体験 4/4

長唄三味線（個人）
長唄杵勝会　師範名取　杵屋 裕三郎
　三味線に初めて触れる方には撥
の持ち方や楽器の構え方、譜面の
読み方など、皆様のレベルに合せ
てお稽古します。１レッスン30分
★第2・4火曜13:00〜15:00
★3か月6回23,760円 4/11〜
   事前体験 3/28

月1回の「ありがとう」
から始める手話（未経験者）

手話パフォーマンス演者　坂内 里嘉子
　「ありがとう」や「また会いまし
ょう」など実際によく使う手話から
学びます。45分のレッスンです。
★第3日曜10:15〜11:00
★3か月3回7,920円
　4/16〜　   事前体験 4/16

やさしいジャズダンス
名倉ジャズダンススタジオインストラクター

大沼 ひろみ
　基礎から丁寧にご指導します。
リズムを楽しみながら全身を使
って楽しく踊りましょう！
★第1・3・5水曜10:30〜12:00
★3か月7回22,407円 4/5〜
   事前体験 4/5

アルゼンチン・タンゴ
2008年タンゴダンス選手権アジア大会チャンピオン　大矢 英一郎

アシスタント　篠原 三枝
　アルゼンチン流の楽しくわか
りやすいシステムで学べます。
一流のダンサーに師事したプ
ロが直接指導します。３つの異
なるリズム・ミロンガ・ワルツ
の違いを体で感じましょう。
★第２・４月曜18:30〜20:00
★３か月6回20,790円 4/10〜　   事前体験 3/27

カトーエミイのシニアフラ
カトーエミイ舞踊塾フラアーツ　専属講師　ハーラニ 戸沼
　日曜日の午後は、50代以上の
マダム達みなさんで明るく爽やか
な時間を過ごしましょう！ストレッチ
を取り入れて、ゆったりと進めます。
★第２・４日曜13:15〜14:30
★３か月6回19,800円
　4/9〜　   事前体験 3/26

小学生学習講座
こどもクラブ 専任講師

　学校の授業に重点をおいた
基礎力を身に付けます。さらに
教科書より一歩進んだ発展的な
学習内容にも取り組みます。4
年生コースは、国語・算数・理
科・社会の学習を取り入れます。

★（1年生）毎週金曜16:30〜18:10
　3か月11回45,980円 4/14〜　   事前体験 4/14
★（2年生）毎週火曜　17:00〜18:40
　3か月11回45,980円 4/11〜　   事前体験 4/11
★（4年生）　毎週木曜　17:00〜19:00
　3か月11回49,610円 4/13〜　   事前体験 4/13

☎03-3870-2061お申し込み・
お問い合わせ
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月1回の「ありがとう」
から始める手話（経験者）

　手話を少し習った事がある方やブランクのある方な
どにおすすめです。月1回楽しく手話に触れませんか。
★第3日曜11:05〜12:35
★3か月3回9,487円 4/16〜　   事前体験 4/16

リニュー
アル

リニュー
アル

ゴルフ・エアロビクス
日本フィットネス協会公認インストラクター

健康運動実践指揮者
全米ヨガアライアンス

中村 勝美
　プロゴルファーが行うトレ
ーニングから考案。エアロ
ビックダンスにチューブ体操
を取り入れます。
★第2・4月曜12:45〜13:45
★3か月6回21,120円
　4/10〜    事前体験 4/10

New

ビューティフルフラ
ビューティフルフラ講師　カレイキエレナニ船崎

早川洋舞塾主宰　カレイナニ 早川
　カレイナニ早川独
自のカリキュラムに
より、基礎から丁寧
に指導します。
★毎週月曜
　10:30〜11:45

★３か月11回36,300円 4/3〜　   事前体験 3/20

ジュニア新体操＆
リズム教室（年少～小学校低学年）

新体操講師　金井 才佳
　柔軟トレーニングで体をし
なやかにし、リボン、ボール、
ロープを使い踊りましょう。

★毎週金曜16:25〜17:25
★3か月12回31,350円 4/14〜　   事前体験 3/24

New

50歳からの
K-POPダンス【14：30～】

よみうりカルチャー講師　洪 載善
　格好いいK-POPの振付を
ベースにゆっくり楽しく進めて
いきます。
★第1・3金曜14：30〜16：00
★3か月6回19,800円
　4/7〜　   事前体験 4/7

New

スマイル・フラ（超入門クラス）
マイレ本間フラスクール　カルアシスターズ
カ・メハナ・オ・カラア ももこ

　フラがはじめての方へ基礎から
丁寧にレッスンします。
★第２・４火曜18:20〜19:20
★３か月6回18,975円 4/11〜　   事前体験 3/28

楽しい子供絵画　
画家　比企 祥子

　クレパス、絵の具、鉛筆、
墨など、多くの素材に触れ
ながら、個性豊かに、型に
はまらないのびのびとした
創造表現を目指します。
★第2・4土曜15:45〜17:15 4/8〜    事前体験 3/25
★第2・4日曜12:30〜14:00 4/9〜    事前体験 3/26
★各3か月6回16,698円

腰掛タップダンスⓇ
腰掛タップダンスⓇ公式インストラクター　元宝塚歌劇団団員

苑 みかげ
　タップの楽しさを生かし、
いすに座ってリズムを刻む
健康ダンスです。無理なく
下半身の筋肉を鍛えます。

★第２・４水曜10:25〜11:25
★３か月6回20,625円 4/12〜　   事前体験 3/29

しょうちゃんちの
ベビーサイン（基礎）

日本ベビーサイン協会認定リーダー
フィンガーペイントアートクラス認定インストラクター

いけがみ しょうこ
　赤ちゃんとの”今”がもっ
と楽しめるものになるよう
にベビーサインで育児を応
援サポートします。
★第2金曜10:20〜11:50
★6か月6回20,526円 4/14〜　   事前体験 3/24

New

転倒防止に役立つ
予防体操

骨盤調整インストラクタ―
さら 

　転ばない人生への一
歩！骨盤エクササイズで
柔軟な関節と体を支え
る筋力をつけていきま
しょう。
★第1・3水曜12:15〜13:15
★3か月6回19,140円 4/5〜　   事前体験 3/15

New

楽しいピンポン
日本スポーツ協会公認コーチ４、元全日本チャンピオン監修　阿部 博幸

コーチ２　土屋 慶子
　心地よい汗を流し、心肺機
能を高め、血行を良くして楽
しい毎日を過ごしましょう。
★第1・3・5月曜12:45〜14:15
★3か月7回23,100円
　4/3〜　   事前体験 4/3

はじめての楊名時太極拳
楊名時太極拳　師範　半田 紀子
　楊名時が日本で最初に普及
し愛好されている太極拳。ゆ
ったりとした動きと深い呼吸で
心と体を整えます。体力に自
信がない方でも大歓迎！
★第2・4月曜14:30〜16:00
★3か月6回19,800円
　4/10〜　   事前体験 3/27

New

健康寿命アップ体操と
ふくらはぎケア

健康管理士一般指導員1級　アロマテラピーインストラクター
　中川 真李

　まずは筋力アップ体操、
その後アロマオイルを使っ
てふくらはぎのセルフケア
する方法をお教えします。
★第3日曜15:00〜16:30

★6か月6回17,820円 4/16〜　   事前体験 3/19

New

のどを鍛える
「健康声磨きⓇ」レッスン
（一社）日本声磨き普及協会　認定インストラクター

加藤 真梨子
　のどの不調や声の衰えが
気になる方向け。のどを鍛
えましょう。
★第2・4火曜12:50〜14:20
★3か月6回20,625円
　4/11〜　   事前体験 4/11

New

健康のための
ストレッチとトレーニング

フイットネストレーナー　高橋 亮太
　「体質改善」「体型
改善」を目的に、様々
なストレッチとトレーニ
ングに取り組みます。
★第2・4月曜
　14:30〜15:30
★3か月6回18,480円
　4/10〜
   事前体験 3/27

New

SAMURAI��殺陣講座
芸道殺陣　波濤流　高瀬道場師範

殺陣師・アクション監督　瀬木 一将
　時代劇に使われる刀（竹
光）を使って、殺陣アクショ
ンを楽しみます。
★第1・3火曜18:50〜20:20
★3か月6回21,450円
　4/4〜　   事前体験 4/4

リニュー
アル

シニアの楽々筋力アップ体操
フルヤアカデミーインストラクター　佐藤 美紗

　やさしいストレッチとスクワッ
トの組み合わせで運動不足を解
消しましょう。
★第1・3木曜14:00〜15:00
★３か月6回19,140円 4/6〜
   事前体験 3/16

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
　目標達成のためのトレーニン
グ方法などを指導します。
★第1・3日曜13:45〜15:15
★3か月6回20,460円 4/2〜
   事前体験 3/19

整体ヨーガ
インド・アナンニケタンヨーガ講師　秋田 和恵

　自分自身で身体の歪みを
発見し、自分で歪みを治せ
るように、個人的なアドバ
イスも含めご指導します。
★毎週月曜10:30〜12:00
★3か月10回31,900円
　4/3〜　   事前体験 3/20

骨格改善バーオソルピラティス
バーオソルピラティス認定指導者　西條 京子

　骨格の歪みを改善し、
身体のバランスを整え
不調を取り除くトレーニ
ングメソッドです。
★第1・3金曜
　19:30〜20:30
★3か月6回18,480円 4/7〜　   事前体験 3/17

ダンシング

月に一回の未生流いけばな
未生流師範　大川 康甫

　未生流は花や葉の色彩や質感
の美しさ、形状の面白さ、自然
の風情や情緒などを表現します。
★第1日曜15:00〜17：00
★6か月6回19,140円
　4/2〜　   事前体験 4/2

New

New

オンライン
講座はこちら

事業企画・大手町スクール事業企画・大手町スクール お申し込み・ お問い合わせ 03-3642-430103-3642-4301
講座情報
をもっと
詳しく！

 会場：読売新聞東京本社3階「新聞教室」

　1978年に「りぼん」（集英
社）でデビュー、現在は人気エッ
セー漫画「新・トルコで私も考え
た」を執筆中の高橋さんが、国
際結婚で知った文化の違いや
楽しさ、苦労、トルコの今と昔な
どエピソードを交え紹介します。

　熊本地震から7年。天守・小天守の復
旧が終わり、宇土櫓の修理に進みます。
復旧の過程で
新発見が相次
ぐ熊本城の現
在を、建築史
の立場からお
話しします。

　校閲･校正の仕事だけでなく、
報告書や企画書、エントリーシー
トなどの作成、日本語のスキル
アップにも。間違いやすい事例
を問題形式で学びます。

熊本大学元教授　伊東龍一

読売新聞東京本社　前校閲部長　鳥居美樹

◆5/7（日）13：00～14：30　
◆3,850円（会員3,300円）、オンライン2,750円
　それぞれ1週間のアーカイブ配信付き

◆5/20（土）14：00～15：30
◆3,630円（会員3,080円）

◆４/16（日）10：00～11：30
◆3,850円　※Zoomウェビナーで実施

　

　春休みはコツメカワウソに会いに行こ
う！ 飼育スタッフによる子育て記録の動
画解説と餌やり体験（小学生以下のみ）が
セットになった講座です。

◆3/31（金）11：00～11：45
◆1,100円 ※別途入園料

漫画家・高橋由佳利が語る
「トルコで私も考えた」

熊本城  復旧の現場から
コツメカワウソの子育て記録と
餌やり体験

第3回 日本語力をスキルアップ
～校閲オンライン講座

　平家の名将・平知盛が海を渡り中国
大陸に落ち延びたという大胆な設定。
猿之助の宙乗りにもご期待ください。

■お弁当付き　市川猿之助奮闘歌舞伎公演
　歌舞伎スペクタクル
「不死鳥よ 波

は

濤
と う

を越えて
―平家物語異聞―」

◆出演　市川猿之助ほか
◆5/14（日）11:30開演
◆16,000円（会員15,500円）（一等席）

　国立劇場建て替えに伴う特
別企画。3月歌舞伎出演の又
五郎さんと制作に長く携わる
大和田理事に、現場の思い出
や苦労話、今後の抱負や期待
をお話しいただきます。

国立劇場の歌舞伎
国立劇場理事　大和田文雄
歌舞伎役者　中村又五郎

◆3/21（火・祝）
　15:30～17:00
◆会場   国立劇場内、
　　　　伝統芸能情報館3階
◆3,300円（会員2,750円）

HANA・BIYORI（よみうりランド隣り）

　名作歌舞伎、歌舞伎狂言、舞踊と祝祭感
あふれる多彩な演目をお楽しみください。

■お弁当付き　壽
ことぶき

祝
しゅく

桜
お う

四月大歌舞伎
「義経千本桜」「大

お お

杯
さ か

觴
ず き

酒
しゅ せ ん の

戦強
つ わ も の

者」
「お祭り」

◆出演　中村梅玉  中村又五郎
　　　　中村芝翫  片岡孝太郎
　　　　松本幸四郎 片岡愛之助 ほか
◆4/23（日）11:00開演
◆16,000円（会員15,500円）（一等席）

明治座創業百五十周年記念

　平清盛が栄華を極める時代
に、源氏の再興を志す人々の物
語がドラマチックに展開します。

■事前レクチャー付き　3月歌舞伎

役者と制作者が語る

「歌舞伎名作入門」
一
いち　じょう

條大
おおくらものがたり

蔵譚・五
ご

條
じょう

橋
ば し

◆出演　中村又五郎ほか
◆3/26（日）12:00開演、
　事前レクチャー11:00
◆9,000円（会員8,500円）（一等席）

初代国立劇場さよなら公演

ⓒ高橋由佳利／集英
社クリエイティブ　

セット申し込みで1,100円お得＆国立劇場の手拭いをプレゼント！

国立劇場提供

キッズ・ジュニア

プラネタリウム100周年連続宇宙講座（全12回）
◆4月9日（日）プラネタリウムの誕生　
　井上　毅（明石市立天文科学館館長）
◆5月28日（日）人はなぜ宇宙に魅せられるか？　
　縣　秀彦（国立天文台准教授）
◆6月24日（土）電波でさぐる『目に見えない』宇宙
　平松　正顕（国立天文台講師）
◆すべて13：30～15：00（アフタートーク15：10～15：40）
◆読売新聞東京本社3階「新聞教室」　
◆3,300円、オンライン2,750円（共に1週間のアーカイブ配信付き）

ルーヴル美術館展の「愛の名画」を
100倍楽しむ
� 美術評論家　谷岡　清
　話題の「ルーヴル美術館展　愛を描く」（3/1～6/12
国立新美術館）出品の名画から、神話を題材にした様々な
「愛のかたち」を読み解きます。
◆4/22（土）13：00～14：30
◆読売新聞東京本社3階「新聞教室」
◆3,850円（会員3,300円）

事業担当 03・3642・4301申し込み・問い合わせ 

フランソワ・ジェラール 《アモルとプシュケ》
1798 年　パリ、ルーヴル美術館
Photo © RMN-Grand Palais 
(musée du Louvre) /Tony Querrec / 
distributed by AMF-DNPartcom

明石市立天文科学館提供

C M Y K

文化センター　北千住　４面　ＣＭＹＫ文化センター　北千住　１面　ＣＭＹＫ

文化センター　北千住　１ｰ４面

北千住駅ビル ルミネ９階

☎03‒3870‒2061
北千住

2023年４月期

頭の体操
身近なおもしろ算数と数学

桜美林大学教授　芳沢 光雄
　生活の中にあふれている算数や数学のおもしろさを知
って「つまらない」を「楽しい」に変えませんか。例え
ば「あみだくじ」の順位のからくりや、電車の時速を簡
単に計測する方法など、物事の考え方や仕組みを知ると、
数字が身近に感じられます。この講座では、こどもから
大人までを対象に長年多くの講義を行ってきた講師が、
算数や数学は「苦手」や「嫌い」と思っていた人たちを「楽
しい」と考えを一変させた内容の一部を再現します。ご
一緒に算数と数学のおもしろさを感じてみませんか。
★第1・3月曜15:30〜17:00　★3か月6回19,800円 4/3〜
★無料説明会　3/6　15:30〜16:30（要予約）

New

面打ち
能面・花玄会主宰　荒 昌二郎 （六代目杢右衛門）

　能面打ちの基本技能と共に、道具・
木のこなしから能面文化の本質まで、

「静寂」と「華やかさ」を合せ持つ
日本文化の一端を極めていきます。
★第1・3土曜13:00〜15:00
★3か月6回 27,720円 ４/１〜

多肉植物の寄せ植え入門
多肉スタイリング協会®スタイリスト、Studio-m主宰　塚田 昌枝

　多肉植物の寄せ植え入門です。特性を
理解し、可愛く長く楽しめる寄せ植えの基
本を学びます。
★第4土曜13:20〜15:20
★6か月6回18,810円 4/22〜
   事前体験 3/25

基本から学ぶ四柱推命
～入門クラス～

日本・推運学会専務理事・
（協）易道事業連盟専務理事

清水 誠
　四柱推命は生年月日から様々
な事を知ることができます。
★第2・4火曜13:00〜14:30
★3か月6回19,140円 4/11〜　   事前体験 3/28

健康マージャン（女性専科・入門）
日本健康麻将協会　レッスンプロ　柴崎 健司

　楽しく遊びながら、右脳トレー
ニングでマージャンを学びます。
★第1・3月曜14:50〜16:50
★3か月6回20,790円
　4/3〜　   事前体験 3/27

英語で歌おう� 英語講師　荻野 薫
　英語の歌には、日常よく使われ
る言葉がリズムよく、 しかも心を込
めた形で散りばめられています。
歌を通して英語に触れましょう。
★第1・3木曜14：30〜15：50
★3か月6回19,800円 4/6〜　
   事前体験 4/6

歌謡曲とフォークソングを歌おう
ギタリスト・シンガー　カーネル渡辺

　皆が知っている昭和の
懐かしい名曲を、ギター
の伴奏で歌いましょう。
★第1・3火曜
　18:00〜19:00
★3か月6回19,800円
　4/4〜     事前体験 3/21

コスチュームジュエリー講座
コスチュームジュエリーデザイナー＆インストラクター　腰本 みきこ

　宝石を使わず個性的な魅力を放
つアクセサリーを制作し、装い方
も学びます。
★第2土曜13:30〜15:30
★6か月6回19,800円 4/8〜
   事前体験 4/8

羊毛フェルトで
愛犬・愛猫を作ろう

中山みどり監修認定講師　江村 香織
　羊毛フェルトで本物そっ
くりの愛犬・愛猫を作りま
す。世界に一つだけのう
ちの子を作りましょう。
★第3土曜13:00〜15:30
★3か月3回13,530円 4/15〜

New

New

New

New

New

New

New

New

「恐竜博2023」をもっと楽しもう！�
真鍋博士の恐竜教室

国立科学博物館研究調整役（兼）副館長　真鍋 真
　化石となったもの言わぬ恐竜たちは私たちに
何を教えようとしてい
るのでしょうか？日本を
代表する恐竜学者の
真鍋博士が、恐竜の
誕生、進化、絶滅ま
でを画像を使ってわか
りやすく解説します。
★3/30（木）13：00〜14：30
受 3,850円（会員：3,300円）小学生：2,200円 
維 220円　
※小学３年生以下のお子様は親子でご参加下さい。

佛教入門　父母の恩
奈良薬師寺管主　加藤 朝胤

　父母は自らを犠牲にしてで
も子どもの喜びを願っていま
す。お釈迦様の教えにある父
母の恩を学び、自分の行動を
深く考え、素直で清らかな心
の養いをお受け頂く講座です。

★5/13（土）10:30〜12:00
受 2,750円 維 220円

膝の痛み講座
【膝が変われば人生が変わる！】

苑田会人工関節センター病院院長　杉本 和隆
　膝の痛みに悩んでいませんか？苑田会人工関
節センター病院院長の杉本和隆先生が「膝の痛
み」、「膝の痛みに対する治療」、

「膝の痛み予防法」などについ
て、わかりやすく解説いたしま
す。「膝の痛み」の間違った知
識を捨て、これからの人生を変
えていきましょう。
★4/22（土）14:00〜15:30
受 1,100円 維 220円

能の楽しみ方入門
横浜能楽堂芸術監督　明治大学大学院兼任講師　中村 雅之

　能の演目、役柄などが
わかるともっと能を楽しむ
事ができます。能の歴史
や基本的な進行、約束事
を初めての方にも分かり
やすく解説します。

★3/31（金）11：00〜12：30
受 3,850円（会員3,300円） 維 220円

犬のしつけ～シニア犬編～
ドッグトレーナー、防災士　長田 翔太

　シニア犬との向き合
い方、運動やストレス
の発散方法を中心に講
座を行っていきます。
長く付き合うわんちゃん
の今後のためにも知識
を付けていきましょう！

★3/12（日）14:30〜16:00
受 3,300円（会員：2,750円） 維 220円

ここが楽しい！�韓国ミュージカル
韓国エンターテイメント・ナビゲータ－　田代 親世

　韓国エンタメナビゲートの
第一人者である講師が、ドラ
マチック韓国ミュージカルの
魅力、特徴、楽しみ方、びっ
くりエピソードなどを楽しく語
ります。
★6/24（土）13：00〜14：30
受 4,400円（会員：3,850円） 維 220円

春のバルーンアレンジ
風花プリザーブドフラワー協会代表

河原 由美
　バルーンの中にアートフラワ
ーを閉じ込めた可愛いアレンジ
を作ります。
★3/25（土）10:30〜12:30
受 3,740円（会員：3,190円） 
教 3,300円 維 385円

春色の壁掛け
フラワースクール　アトリエフロレゾン

谷澤 美喜子
　縦にも横にも飾れる春らしい
色合いの壁掛けをプリザーブド
フラワーなどのお花で作ります。
★3/18（土）10:30〜12:30
受 3,740円（会員：3,190円） 
教 3,500円 維 220円

三日月のドライフラワーリース
flowerdesign angelique主宰　フラワー装飾技能士

高野 容子
　パステル系の色合いで、
優しい雰囲気のリースをご
一緒に作りましょう。
★3/21（火・祝）
　13:00〜15:00
受 3,740円（会員：3,190円） 
教 4,000円 維 220円

香りのある薔薇のブーケ
　春の薔薇やチューリップ、珍
しい小花などを束ねて、可愛
らしい花束を作りましょう。
★3/20（月）13:30〜15:30
受 3,740円（会員：3,190円） 
教 3,800円 維 385円

桜の苔玉盆栽
(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
　万葉集の中野桜にまつわる話や
取り巻く環境を学びながら、春らし
く桜の盆栽を作ります。
★3/19（日）10：30〜12：30
受 2,750円 教 3,300円 維 220円

真珠屋さんに習う手作り
パールネックレス

KOBE PEARL COLLECTION 代表　所神根 孝二
　パールや天然石でお好みのア
クセサリーを作ります。
★4/29（土）13:00〜15:30
受 3,850円（会員：3,300円） 
教 3,000円〜  維 220円

ハッピー手相鑑定
手相家　青木 智

★5/2（火）13:00〜18:00
受 3,300円（会員：2,750円） 
維 220円

四柱推命でみるあなたの運勢
日本・推運学会専務理事

（協）易道事業連盟専務理事
清水 誠

★5/2（火）13:00〜18:00
受 3,300円（会員：2,750円） 
維 220円

『薬に頼らず血圧を下げる方法』
を科学的に解説します。

薬学研究者　加藤 雅俊
　「高血圧の9割の人が薬を飲む必要がないと
いう事実」、「危険な血圧とそうでない血圧の
見分け方」など、健康になれる方法について
科学的な根拠を示しながらお話しします。自宅
でもできる「1日1分の簡単加藤
式降圧体操」も実践指導します。
★3/31（金）13:00〜14:30
受 3,630円 維 220円

1日5分で体質リセット！
『勝手に血糖値が下がる
体になる方法』を教えます。
　「薬に頼らなくても」、「空腹を我慢しなくて
も、勝手に血糖値が下がる方法」をお教えしま
す。しかも、時間もほんの数分でOK。今すぐ、 
今日からできる方法です。
★4/29（土）13:30〜15:00
受 3,630円 維 220円

「ルーヴル美術館展　愛を描く」
じっくり対話鑑賞

アートナビゲーター　深津 優希
　話題の「ルーヴル美術館展
　愛を描く」（3/1～6/12、
国立新美術館）の見どころを
紹介する、西洋美術史の入門
講座です。作品を見て気づい
たことを話し合う対話鑑賞も
ご体験いただけます。
★4/29（土）10:30〜12:00
受 3,850円（会員：3,300円）
維 220円

自分らしい紀行文・
旅エッセイの書き方
著述家・編集者・写真家　山本 高樹
　旅の体験を文章化する紀行
文。旅の面白さや感動を個性豊
かな表現で伝える技術をわかり
やすく紹介します。

★4/23（日）、5/28（日）13:00〜14:30
受 2回分 一般 7,700円（会員：6,600円）
維 440円　資料代実費

シニアのスマホ（個人レッスン・30分）
プライムOAスクール主任　菊池 惠美

　通話だけではもったいな
い。基本操作、写真、Line
など、選んで集中レッスン。
★4/2（日）10:30〜14:50
受 4,400円 教 528円
維 220円

ラベンダーとハーブの
寄せ植え風アレンジ

Flower sweet主宰　石川 千恵
　アーティフィシャルのラベンダー
やハーブをたっぷり使用し、爽やか
な寄せ植え風のアレンジを作ります。
★4/22（土）13:30〜15:30
受 3,190円 教 3,622円
維 220円

ミモザとグリーンリーフのリース
Flower sweet主宰　石川 千恵

　プリザーブドリーフとアーティ
フィシャルのミモザを合わせて
暖かい春の日差しを感じるリー
スを作ります。
3/26（日）13:00〜15:00
受 3,190円 教 3,622円 維 220円

春のお仏花
フラワー装飾１級技能士・Bright Leaves　明葉 

　淡くて優しい色合いのプリザ
ーブドフラワーとアーティフィシ
ャルフラワーでお彼岸のお供え
花を作りませんか。
★3/12（日）10:30〜12:30
受 3,740円（会員：3,190円） 
教 2,800円  維 220円

私に似合う美眉の描き方レッスン
メイクセラピスト　佐藤 義子

　顔の印象を決める眉。若々しく元気に見える眉の描き方・お手入れ法・似合う口紅の
色も教えます。春のおしゃれを楽しみましょう。
★4/1（土）10:30〜12:00　受 3,850円（会員：3,300円）教 500円  維 220円

ルノルマンカード占い
鑑定士　さてら

★4/29（土）13:00〜18:00
受 3,300円（会員：2,750円） 
維 220円

タロットカード占い
フォーチュンカウンセラー

草野 日和皓
★5/3（水）13:00〜18:00
受 3,300円（会員：2,750円） 
維 220円

簡単おいしいハチミツ梅干し
野菜ソムリエ　食生活アドバイザー　有里 節子

　熟成南高梅とミネラルた
っぷりの塩を使い、仕上げ
にハチミツを入れてまろや
かな梅干しを作ります。
★6/24（土）
　11:00〜12:30
受 2,970円 教 2,100円 維 220円

防災備蓄収納
2級プランナー認定資格講座
（一社）防災備蓄収納プランナー協会代表理事　長柴 美恵

　防災グッズの備蓄リス
トなど具体的な準備方法
と危険性の回避法につい
て演習を交えながら学び
ます。＊1日で認定証が
取得できます。

★3/30（木）10:30〜17:30
受 16,500円 教 7,590円  維 220円

春を彩るフラワーアレンジメント
YAYOI FLOWER ACADEMY代表

吉岡 弥生
　咲き誇る春の花を感じて、
楽しみながらアレンジメント
を学んでみませんか？
★3/25（土）10:30〜12:30
受 3,740円（会員：3,190円） 
教 3,000円 維 220円

イースター・テーブルの
フラワーアレンジメント

リビングカラー講師　塚原 由利子
　カラフルな生花のアレンジに
イースターエッグやウサギを置
いてテーブルを楽しく飾ります。
★3/25（土）13:00〜15:00
受 3,740円（会員：3,190円）
教 3,700円 維 220円

蒼山日菜�レース切り絵
「妖精」をハサミで切ってみよう

蒼山日菜認定講師　中沢 ユキコ
　人気アーティスト、蒼山日菜
さんのオリジナル図案「妖精」
を使って指導をします。写真
は上級者向けの課題です。
★3/19（日）13:00〜15:00
受 4,125円 教 1,320円〜  
維 220円

和服のしきたりとコーディネート
装道礼法きもの学院分院長　駒井 ゆき子

　着物、帯、小物の合わ
せ方がわからないとお悩
みの方、楽に装う事がで
きます。TPOや季節、色
を合わせ何十通りもの合
わせ方を考えます。
★3/30（木）10:30〜12:30
受 3,850円（会員：3,300円） 維 220円

ネクタイリメイクの巾着作り
着物リメイクデザイナー　藤岡 幸子

　家で眠っている想い
出のネクタイを手縫い
で巾着袋にリメイクし
てみませんか。
★3/30（木）
　10:30〜13:30
受 4,510円 教 2,000円  維 220円

簡単にできるウォーキング
日本ランニング協会認定ウォーキングインストラクター　里仲 弘
　身体を動かす楽しさや正
しい姿勢で歩くための基本
を学びます。歩くことを重
視しいつまでも自分の足
で歩けるようにしましょう。
★4/30（日）15:30〜16:45
受 3,410円 維 220円

はじめてのマヤ文明と考古学
明治大学特別研究員　今泉 和也

　聞いたことはあるけれど、よく分
からない古代文明。そんなマヤ文
明について学んでみませんか？
★第1月曜13:00〜14:30
★6か月6回19,800円 4/3〜
   事前体験 3/20

New

やさしい古文書入門
元早稲田大学講師・元国士舘大学講師　泉 正人

　辞書の選び方、引き方、文字と
内容の説明などをじっくりと学びま
しょう。
★第1・3月曜13:00〜14:30
★3か月6回21,450円 4/3〜
   事前体験 3/20

New

竹むきが記
聖徳大学オープンアカデミー講師　髙橋 啓市

　歴史書「太平記」などの
資料を活用し、王朝女流日記
の最後の作品「竹むきが記」
を読んでいきます。
★第2・4月曜10:30〜12:00
★3か月6回20,790円
　4/10〜　   事前体験 4/10

唐代の女詩人たち
　「女性に学問は不要」などといわれていた唐時
代の女性詩人の作品を楽しみましょう。
★第1・3月曜10:30〜12:00
★3か月6回20,790円 4/3〜　   事前体験 3/20

New

New

わくわく宇宙サロン―夜空の向こうに思いをはせて―
筑波大学特命教授（元日本天文学会会長）　梅村 雅之

　広い宇宙には、地球以外にも
生命が誕生している惑星がある
と考えられています。宇宙の誕
生から生命の誕生にいたる“宇宙
のロマン”を感じてみませんか。
★第３日曜13：00〜14：30
★6か月6回19,800円 4/16〜　   事前体験 4/16

New

Big Bang
ビッグバン

宇宙で最初の天体
（第一世代天体）

銀河の誕生

星の誕生

太陽系・惑星

宇宙の歴史

宇宙背景放射

宇宙
再イオン化

38万年

4億年

10億年

138億年

巨大ブラック
ホール

宇宙暗黒時代
（宇宙のミッシングリンク）

量子重力
（超弦理論） 大統一理論

超対称性理論

お勤め帰りの俳句入門
「雲取」主宰・俳人協会評議員

鈴木 太郎
　俳句の基本やテクニックな
ど実作を通して楽しく勉強し
ます。（俳句５句をご用意く
ださい）
★第4金曜19:00〜20:30

★6か月6回19,140円 4/28〜　   事前体験 3/24

New

キューブパズル六面攻略
TORIBO®アンバサダー　松井 玲穏
　手軽に楽しめる玩具としてだ
けではなく、頭を鍛えるパズル
として注目されています。誰で
も揃えられるコツを伝授します。
★第2日曜13:30〜15:00
★3か月3回9,405円 4/9〜

New

声優にチャレンジ！（入門）
俳優・演出家・カウンセラー

日ケ久保 香
　発声と演技の基礎を丁寧に
指導します。
★第2・4水曜19:00〜20:30
★3か月6回19,800円
　4/12〜　   事前体験 3/22

New

はじめての数秘術
ジャズシンガー、日本数秘術研究会代表　奥村 ショウコ

　誕生日には人生の航海
図が隠されています。一緒
に読み解いてみませんか。
★第1木曜13:00〜14:30
★6か月6回19,800円
　4/6〜　   事前体験 4/6

日本の歌・世界の歌
元愛知県立芸術大学講師　二期会会員

　三崎 今日子
　どこかで聞いたことのある
メロディー、歌を歌います。
★第2・4日曜12:50〜13:50
★3か月6回22,440円 4/9〜
   事前体験 4/9

楽しいピアノ個人
東京音楽大学・ピアノ科卒業　鈴木 雅子

　個人のレベルやペースに合
わせて進めていきます。ピアノ
は脳トレにも最適です。（30分）
★第1・3火曜15:30〜20:00
★3か月6回25,740円
　4/4〜　   事前体験 4/4

New

New

New

かわいい
ミニチュアフード（基礎）木

日本ミニチュアフード協会代表　野津 礼奈
担当講師　NONA

　かわいいミニチュア
フードを作って楽しみま
しょう。
★第1木曜
　10:15〜11:45
★6か月6回21,384円
　4/6〜

New

ミニチュアクラフトのパン屋さん
アートギャラリーフローレ公認講師

加藤 みかほ
　6回で完成するパン屋さん
のシリーズです。本物そっく
りのパンを作るコツをお伝え
します。
★第1土曜10:30〜12:30
★6か月6回19,800円
　4/1〜　   事前体験 3/18

New

マスコアートの花（入門）
マスコアートアカデミーI.C.F.A認定講師　後藤 文子

　オリジナル粘土で生きている
ようにみずみずしい作品を作り
ます。
★第2・4月曜10:30〜12:30
★3か月6回19,800円 4/10〜
   事前体験 3/27

絽
ろ

刺
ざ

し入門
日本手工芸協会絽ざし科師範　 布川 実千代

　日本の伝統工芸の刺しゅう
「絽刺し」。小さなアクセサリ
ーから大きな絵までお好き
な作品を作ります。
★第4木曜10:30〜12:30
★6か月6回21,120円
　4/27〜　   事前体験 3/30

New

New

スウェーデン刺繍サロン
（公財）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
　たくさんの色を使い、
美しい作品を作ります。
★第2・4月曜
　13:00〜15:00
★3か月6回21,120円
　4/10〜     事前体験 3/27

New

ワンデー伊勢型紙教室
野画工房主宰　田部 久美子

　伊勢型紙で5月のお節句
の柄を彫ってみませんか。
★3/31（金）10:30〜12:30
受 3,080円 教 600円
維 220円

毎日食べて腸美人
「発酵食品の活用法」

薬膳アドバイザー・醸しにすと　さら 
　普段の調味料を発
酵食品に変えるだけ
で腸内環境はぐんと
良くなります。

★第3金曜13:00〜14:30 4/21〜
★第3水曜19:00〜20:30 4/19〜
★各6か月6回20,790円

New

フランソワ・ジェラール《アモルとプシュケ》1798年　パリ、
ルーヴル 美 術 館　Photo © RMN-Grand Palais (musée du 
Louvre) / Tony Querrec / distributed by AMF-DNPartcom

写真 田中健一

（各講座お一人様15分） 要予約あなたの運勢を個人鑑定します

入会金不要の公開講座

誤えん防止�ボイスサイズⓇ
ボイスサイズⓇ講師　村治 亜斗夢

　声がかすれる、声がこもりがち、食べ物が
飲み込みづらくなった、などのお悩みに・・・
喉トレ、肺トレを組み合わせた新しい発声エク
ササイズはいかがでしょうか。
★第2・4水曜14:00〜15:00
★3か月6回19,800円 4/12〜    事前体験 3/22

ボイスサイズ講師　村治 亜斗夢、川原光貴、森下 邦太
　ボイスサイズのインストラクターによる音楽ユニット「好声
年（こうせいねん）」のメンバーが喉トレ、肺トレを組み合わ
せた新しい発声エクササイズを楽しく明るく説明します。最後
に好声年によるミニライブもあります。
★4/30（日） 14:00〜14:40　☆入場無料（予約制）

ミニイベント��声・喉・肺の体操！
ボイスサイズ®andミニLIVE

公開
講座


