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北千住
駅ビル！駅近！習い事
１都３県に教室
オンライン講座も

掲載している講座は、新型コロナウイルスの影響で、休講または延期する場合があります。ご了承ください。

初めて募集の講座New

受付時間 月曜～金曜１０：００～２０：３０（土曜～20：00、日曜～１８：００）　※8/17（火）は休業日です。　※新型コロナウイルスの影響で受付時間を変更する場合があります。

kitasenju@ync.ne.jpよみうりカルチャー北千住 検索

●表示の受講料などはすべて消費税込みの金額です。
●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。

　・ 2期目以降の受講継続のお支払いは、銀行口座振替（自動引き落とし）をご利
用できます。

●入会金５５００円
　・ 7０歳以上と小学生以下のお子様は入会金無料
　・ 小学生以下を除く入会金無料の対象者で、読売新聞購読、または購読予定の
方に受講料割引券１０００円分を進呈します。

● 受講料のほか維持費がかかります。教材費、保険料等が必要な講座もあります。
　・ 維持費は、講座１回あたり385円～（講座によって異なります）です。新型コ
ロナウイルス感染防止に必要な消耗品類の調達、オンライン受講環境の整
備、野外講座の運営、施設や道具の修繕などにあてる費用です。

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、受講料の割引に使えます。

よみカル
ポイント

入会金と受講料お支払い等のご案内
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はじめての
ハワイアンキルト

Naniloa Kapakuiki　ハワイアンキルト講師　武藤 理恵
　伝統的なハワイアンキ
ルトの基礎が学べます。
まずクッションカバーから
始めます。
★第２・４水曜
　10:30～12：30
☆3か月6回23,100円 7/14～

アイヌ刺しゅう入門
関東ウタリ会事務局　八幡 智子
　文様は魔よけの力があり、
日常身につけるものに刺しゅう
をほどこし、悪い力を寄せ付
けまいとしたと言われていま
す。アイヌ刺しゅうを通じアイ
ヌ文化にも触れてみませんか。
★第4土曜15:00～17:00
☆3か月3回10,560円 7/24～

木彫り 木彫工房風土会主宰　白石 晶子
　生活の中に木の温もり、優しさを取り入れて自分

だけのオリジナル作
品を作り上げ楽しみ
ましょう。
★第1・3火曜
　13:30～15:30
☆3か月6回20,790円
　7/6～

つるし飾り
木目込・ちりめん細工教室「緋桜会」講師　正教授

伊藤 千有希
　幸せや繁栄を願って季節
の花、人形、縁起物、動
物などを作り、つるし飾りと
して完成します。
★第２・４月曜10:30～12：10
☆3か月6回16,500円 7/12～

韓国結び「メドゥプ」
メドゥプ講師　北里 多恵子
　ボードやピンを使わ
ず、紐を手にもって結ん
で作る飾り結びメドゥプ。
基本の結びを学びながら
アクセサーや日用品をつ
くります。
★第２木曜10:30～12:30
☆3か月3回9,570円 7/8～

はじめての蒼山日菜レース切り絵
蒼山日菜認定講師　中沢 ユキコ

　小さなはさみ１本で作り上
げる、モノクロームの切り絵。
★第1日曜13:00～15:00
☆3か月3回12,375円
　7/4～

楽しく描く和食器
一級絵付け技能士　日本ヴォーグ社認定講師　伊藤 三恵子

　伝統的な有田焼の技法で有田焼の白磁に絵を描きます。絵付けの初
心者も “わたしだけの和食器” を作りませんか。
★第4木曜10:30～13:00
☆3か月3回13,200円 7/22～

世界の名曲を楽しく歌おう！
　世界で歌い継がれている名曲を、
やさしい日本語訳の歌と原語にふ
れながら楽しくハーモニーします。
★第1・3・5木曜10:30～12:00
☆3か月8回30,800円 7/1～
   よみカル  6/17

カンツォーネ＆
イタリアンソング

　わかりやすいイタリアンソング
とともに発声から始めましょう。
★第1・3・5土曜14:10～15:40
☆3か月7回26,950円 7/3～    よみカル  6/19

月に1回の基礎から始める
プリザーブドフラワー

Flower sweet主宰　石川 千恵
　枯れない永遠のお花「プリザー
ブドフラワー」を気軽にレッスン
できます。
★第3月曜13:00～15:00
☆3か月3回9,570円 7/19～

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
　間瀬 凜

　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 7/13～

やさしいカリビアンフイットネス
ソカサイズインストラクター　岡本 佐知子
　カリブ海の陽気なリズムにのってカ
リビアンフイットネスを楽しみましょう。
★第1・3水曜10:30～11:30
☆3か月6回19,800円 7/7～
   よみカル  6/30

ヴォーカルレッスン個人
ブルースシンガー　村上 智里

　基礎のヴォイストレーニングから
歌力の向上を目指します。歌うこと
の楽しさを共に感じましょう。
★第2・4木曜16:55～20:30
☆3か月6回25,740円 7/8～

ストレッチ＆リズムダンス
スタジオ「B-STREET」主宰　KUMI

　音に合わせて楽しく踊るヒップホップ
ダンス！！ 初心者も経験者も大歓迎です。
★第2・4火曜18:00～19:00
☆3か月6回19,800円 7/13～    事前体験  7/13

やさしいヴォイストレーニング個人
武蔵野音楽大学大学院声楽専攻修了　声楽家

高橋 順子
　ご希望の曲を個々の進度に合わ
せて丁寧に指導します。演歌以外
でしたらジャンルは問いません。
★第2・4月曜15:00～19:35
☆3か月6回25,740円 7/12～

初心者のためのお気軽ピアノ 
一般社団法人 全日本らくらくピアノ®協会１級認定講師　久田 美恵
　ピアノの経験がなくても、独自メ
ソッドですぐに弾けます。全体練習
ではハノン・ソルフェージュ。個人
練習では各々がお好きな曲に取り
組みます。
★第2・4月曜13：15～14：45
☆3か月6回21,450円 7/12～    事前体験  7/12

楽しい知能開発教室（3歳児）
こどもクラブ 専任講師

　オリジナルのカードやプリント教
材を活用して、知能分野をバラン
スよく伸ばすカリキュラムです。
★毎週月曜10:30～12:00
☆3か月10回26,400円 7/5～    よみカル  6/21

いけばな  池坊宝生流
池坊宝生流教授　増田 彩雲

　いけばなを初めて習う方にもわか
りやすい技術で花と向き合い、心の
豊かさを磨いてみませんか？
★第1火曜10:30～12:00
☆3か月3回9,075円 7/6～    事前体験  7/6

プリザーブドフラワー短期資格取得
風花プリザーブドフラワー協会代表　河原 由美
　プリザーブドフラワーを使い花にあっ
た基礎のワイヤリングやアレンジの方
法を学びます。
★第4火曜10:30～12:30
☆3か月3回10,725円 7/27～

宇宙開発よもやま話
元JAXA試験センター長 　三枝  博

　華やかな宇宙開発の裏で成功に導い
ている協力者の話や、宇宙開発の歴史
を紐解き、人類のこれからを考えます。
★第2日曜13:00～14:30
☆３か月3回9,900円 7/11～

【足・ひざ・腰・首】足から未病対策
カサハラ式フットケア整体亀有　院長（柔道整復師）　加賀 章乃

　足裏のバランスを整えるこ
とで、足・ひざ・腰・首の痛み
や不調も自分で改善できます。
★第1水曜10:30～12:00
☆3か月3回10,560円 7/7～

やさしい韓国の歴史（古代１）
元国学院大学講師　鈴木 英夫

　朱蒙（ちゅもん）、広開土王など高
句麗・百済・新羅の歴史ドラマの主役
の実像を探りつつ韓国史を解説します。
★第2・4火曜13:00～14:30
☆３か月6回19,800円 7/13～

インド舞踊
プシュパ代表　Yuki 

　身体だけではなく、表情や気
持ちにもキレイが巡る踊りです。
★第2・4木曜19：00～20:30
☆3か月6回20,790円 7/8～
   事前体験  7/8

外国人への日本語の教え方（入・初）
元(財)津田塾会津田日本語教員養成講座教授法関連主任講師　元橋 富士子

　私達日本人にとって無意識に覚えた
日本語を外国人に教えることは思ったよ
り難しいものです。本講座ではそのため
の知識と方法を楽しく学んでいきます。
★第2・4土曜10:30～12:00
☆３か月6回22,440円 7/10～

手作り
ハワイアンジュエリー

st’udio nina主宰　平山 仁菜
　幸せを呼ぶハワイアンジ
ュエリーを誰にでも簡単に
造形できる純銀粘土を使っ
て手作りしてみませんか。
★第1火曜13:00～15:30
☆3か月3回11,550円 7/6～

ビューティフルフラ
★毎週月曜10:30～11:45
☆3か月11回36,300円 7/5～　    よみカル  6/21

スマイル・フラ（入門クラス）
★毎週火曜19:10～20:10
☆3か月12回37,950円 7/6～　    よみカル  6/29

実年からのフラダンス
★毎週火曜15:30～17:00 7/6～　    よみカル  6/29
☆毎週木曜15:30～17:00 7/1～　    よみカル  6/24
★各3か月11回33,275円 

はじめてのチャーミング・フラ
★第2・4火曜13:00～14:15
☆3か月6回19,800円 7/13～　    よみカル  6/22

ウクレレ（経験者）
★第1・3土曜16:45～18:15
☆3か月6回19,140円 7/3～　    よみカル  6/19

ウクレレ少人数
★第2・4土曜11:20～12:00/12:10～12:50
☆各3か月6回23,100円 7/10～

ハワイ語で歌うフラソング
★第２日曜11:45～13:00
☆3か月3回10,395円 7/11～　    よみカル  6/13

ハワイアン・ウクレレと歌
★第１・３木曜15:30～17:00
☆３か月6回19,800円 7/1～　    よみカル  6/17

初めてのハワイアンフラ（シニアクラス）
★毎週水曜12:30～14:30
☆3か月13回41,470円 7/7～　    よみカル  6/23

はじめてのエレガントフラ
★毎週金曜12:30～14:00
☆3か月12回39,600円 7/2～　    よみカル  6/25

日曜に楽しむフラダンス
★第1・3日曜15:00～16:30
☆3か月6回19,800円 7/4～
   よみカル  6/20

美しいフラ入門
★第2・4日曜13:15～14:30
☆3か月6回19,800円 7/11～　    よみカル  6/27

子どもフラダンス
★第1・3日曜13:45～14:30
☆3か月6回17,490円 7/4～　    よみカル  6/20

ウクレレ入門
カイノアミュージックアカデミー代表

鴻池 薫
　コード3つから始め、ハワ
イアン、世界のポピュラーソ
ング等を歌いながら弾く練習
をしていきます。
★第2・4月曜14:30～16:00
☆3か月6回19,800円 7/12～    事前体験  7/12

楽しいウクレレ
アロハプメハナバンド主宰　古舘 忠

　初心者の方向けのクラ
スです。音楽の和・輪を
広げていきましょう。
★第1・3火曜13:15～14:45
☆3か月6回19,800円
　7/6～　   事前体験  7/6

ヒットした「あの歌」でたどる旅＆ストーリー［パートⅠ］
大宅壮一ノンフィクション賞作家　橋本 克彦

　「あの歌」を聞きながら旅をした気分を味わう講座です。歌が
生まれた背景や時代模様、舞台となった美しい風景などを紹介
します。「津軽海峡・冬景色」「みだれ髪」「青葉城恋歌」など
を取り上げます。
★第1月曜13:00～14:30
☆3か月3回9,900円 7/5～    よみカル  6/21

声楽個人レッスン
日本オペラ協会会員　小林 悦子

　身体全体と呼吸を整え、正しい
発声を学びましょう。それぞれの個
性にあった楽曲を個人指導します。
★第1・3・5木曜13:00～16:00
☆3か月8回61,600円 7/1～
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般若心経の教え
ラク～に生きるヒントが見つかる

奈良薬師寺管主　加藤 朝胤
　前半は写経を経験して頂き、後半
はお写経についての意味など、般若
心経についてお話をいたします。
★7/11（日）14:00～16:00
受会員・ 一般：2,750円 教2,000円 維220円

ワンデーかぎ針編み教室
手編み作家　清水 芳子

　カラフルなモチーフをつな
げて小物入れを編みます。つ
なぎ方をマスターしましょう。
★7/31（土）10:30～13:00
受会員：3,850円 一般：4,400円
教1,000円～1,500円 維220円

世界に一つだけのお絵描きエコバッグ
画家　設樂 雅美

　自由にお絵描きをして、自分だ
けのエコバックを作ります。
★8/2（月）10:30～12:00
受会員・一般：1,100円 教500円 維220円

字手紙で夏のご挨拶
紫芳の字手紙認定指導員　上野 紫楓

　大きな漢字一文字と、短い一文で
完成する「字手紙」簡潔な言葉で
夏のお便りを書きましょう。
★8/4（水）10:30～12:30
受会員・一般：1,100円 教100円 維220円

ウインドーアレンジ
Flower sweet主宰

石川 千恵
　プリザーブドのローズやリー
フでナチュラルな壁掛けアレン
ジを作ります。
★7/4（日）13：00～15:00
受会員・一般：3,190円 教3,322円 維220円

夏休み  ペンギン教室
ペンギン会議研究員　上田 一生

　ペンギンのいきいきとした動画
や映像などを見ながら、ペンギン
についてゲームをしたりクイズをして楽しみましょう。
夏休みの研究のヒントもいっぱいつまった講座です。
★（低学年）7/29（木）10:30～12:00※親子でご参加下さい
受会員・一般：3,300円 教500円 維220円
★（4年生以上）7/29（木）13:00～14:30
受会員・一般：2,200円 教500円 維220円

こどもの作文教室
児童文学作家　高橋 うらら

　作文や物語を書くことは、記述力や構成力を身に付
けることにもつながります。作文の苦手な
お子様でも書くことが楽しくなるよう、児童
文学作家である講師が丁寧に指導します。
★7/31（土）（小学2・3年生）13:00～14:30
☆8/1 （日）（小学4～6年生）13:00～14:30
受会員・一般：2,640円 教100円 維220円

トゥーオヤのペンダント
トルコ文化センター講師　的屋 礼子

　枝先に光るビーズを編みこんだ
可愛らしいペンダントです。紐もか
ぎ針（トゥ̶）で作ります。
★6/27（日）10:30～12：50
受会員：4,400円 一般：4,950円 教1,200円 維220円

チョークアートで時計作り
チョークアートインストラクター　町田 美佐

　アイスクリームの文字盤の時計を作ります。
★7/31（土）10:30～12:30
受会員・一般：1,100円
教1,000円 維220円

文字で遊ぶ～彩書～
筆遊び彩書主宰、読売書法会理事審査員　尾﨑 洋子

筆遊び彩書講師　中山 杏竹
　文字を絵のように表します。きれい
な字でうちわに書いてみませんか？
★7/27（火）13:00～14:30
受会員・一般：3,410円
教800円 維220円

フレッシュハーブのリース
　アーティフィシャルのハー
ブを使ってフレッシュ感たっ
ぷりのリースを作ります。
★6/29（火）13：00～15:00
受会員・一般：3,190円
教3,322円 維220円

「消しゴムはんこ」で季節の便りを！
雅楽彩 主宰　江口 春畝

　消しゴムはんこで素敵なハガキを作
りませんか？ お子様から大人まで楽し
めます。＊対象は小学５年生以上
★7/29（木）13：00～15：00
受会員・一般：2,640円 教500円 維220円

ピカピカ泥だんご
土絵作家　三木 きよ子

　丸めて乾かした泥だんごに、好
きな色を付けて磨きます。力いっ
ぱい磨くと表面が光って宝石みた
いにピカピカに！ 対象：小学生以上
★7/31（土）10:30～12：30
受会員・一般：2,640円 教1,100円 維220円

暑中見舞い
　美味しい絵を描いていつもと違
う暑中見舞いを描いてみましょう。
★8/5（木）10:30～12:30
受会員・一般：1,100円
教200円 維220円お仏壇の

プリザーブドフラワー
厚生労働省認定一級フラワー装飾技能士

　きほ 
　いつまでも美しいお花をご仏
前に飾っていただけます。
★7/4（日）13:00～15:00
受会員：3,025円 一般：3,575円
教3,850円 維220円

私に似合う美眉レッスン
メイクセラピスト　佐藤 義子

　マスクをしていても若々しく元気
な顔に見える眉の整え方、描き方
をアドバイスします。
★6/19（土）、6/29（火）13:30～15:00
各受会員：3,300円 一般：3,850円 教400円 維220円

ゴージャスなキラキラブローチ
JGA日本グルーデコ協会認定講師　細井 祐子
　作り方は意外と簡単、仕上がり
はゴージャス！ ２Wayで実用的なブ
ローチです。
★7/30（金）13:00～15:00
受会員：3,850円 一般：4,400円 教2,200円 維220円
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New TOPIK 1（韓国語能力試験）合格対策講座
沈 貞淑

　過去の問題を解きながら試験のコツと
合格に必要な単語を学びます。
★毎週金曜19:00～20:30
☆3か月13回71,500円 7/2～    事前体験  5,500円  7/2

つながり、

ひろがる

ハワイアンリボンレイ
リボンレイ作家　鈴木 美佐子
　いろいろな手法で作りま
す。毛糸を編んで作るレイ
（Cｒｏｃｈｅｔ）も行います。
★第2水曜15:30～17:30
☆3か月3回9,570円
　7/14～    事前体験  7/14

トルコのレース手芸「トゥーオヤ」
トルコ文化センター講師　的屋 礼子

　オヤとは、トルコの女
性たちが着用するスカー
フの縁飾りの総称です。
花言葉のように様々な意
味のある可愛らしいモチ
ーフを編んでみませんか。
★第４日曜10:30～12：50
☆3か月3回13,200円
　7/25～

New

キュートなピンクのリース
フラワーサロンRose Classic代表　おおくぼ きえこ

　プリザーブドフラワーのリ
ースを制作しましょう。
★6/13（日）10:30～12:30、
　7/5（月）13:00～15:00
各受会員：3,300円
　　 一般：3,850円 
教3,500円 維220円

台湾茶で健康になろう！
台湾茶茶師 日本茶アドバイザー　ルリ

　台湾出身講師が教える台
湾茶講座。中国語に触れる
ことも可能です。
★第2土曜13:00～14:30
☆3か月3回11,220円 7/10～

New

マージャン教室（入門）
全日本競技麻雀連盟会長　阪元 俊彦
　基礎の知識から実戦までゆっく
り指導します。
★第2・4木曜13:30～15:30
☆3か月6回19,800円 7/8～    よみカル  6/24

New

おなかすっきりデトックスヨガ
ヨガインストラクター　上野 なみ

　初心者の方でも楽しく動いて、
デトックスを促進し、健康的です
っきりした身体を目指しましょう。
★第1・3・5金曜10:30～11:30
☆3か月7回22,330円 7/2～    よみカル  6/18

New

切り絵で彩る夏～うちわ～
剪画アート＆スペース主宰　小野寺 マヤノ

　うちわにハイビスカスの花の
切り絵をはります。はじめての方
もぜひ挑戦してみませんか。
★7/13（火）13:00～15:00
受会員・一般：1,100円 教600円 維220円

パーソナルカラー診断
CLE協会　川口校校長　武田 実佳

　自分の持ち味を引き出す「似合う色」
を知りたい方のために、パーソナルカラ
ー診断を行います。個人レッスン60分。
★7/19（月）、8/30（月）10:40～16:50
各受会員・一般：6,600円 教1,200円 維220円

美しい「首」を目指しましょう
　「首」に特化したプログラムで美しくシワのない

首、二重アゴの予防に特化したトレ
ーニングは誤嚥予防にもなります。
★8/11（水）13:00～14:15
受会員・一般：3,190円
教300円 維220円

さよなら　ほうれい線
笑顔トレーナー　藤野 弘子

　毎日5分のトレーニングで、マスクを外して
も口角の上がった笑顔に自信の持てるような
トレーニング方法を紹介します。
★7/14（水）13:00～14:15
受会員・一般：3,190円 教300円 維220円

パリテイストフラワー
Flowerdesign angelique主宰

フラワー装飾技能士　高野 容子
　優雅なお花に触れながら、小ぶり
のアレンジメントを気軽に楽しみます。
★7/1（木）13:00～15:00
受会員：3,190円 一般：3,740円
教3,300円 維220円

はじめてのスマホ体験
スマートフォンアドバイザー
　買う前にわかる！ 持っている
人も安心！実際にスマホを触りな
がら基本的な使い方をわかりや
すく楽しくお伝えします。
★（かんたん入門編）8/16（月）13:30～15:30
★（やさしい基本編）8/30（月）13:30～15:30
受各会員・一般：1,650円

季節の果物で作る~梅ジュース~
野菜ソムリエ　食生活アドバイザー　有里 節子

　後味のすっきりとした酵素ジュースを作ります。
★6/26（土）13:00～14:30
受会員・一般：2,970円 教2,860円 維220円

簡単おいしいハチミツ梅干し
　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。
★6/26（土）11:00～12:30
受会員・一般：2,970円 教2,000円 維220円

公 開 講 座 入会金不要
※ 一部講座を除き別に設
備維持費がかかります。

やさしいフランス語入門
グレゴリー・ラメール

★第2・4木曜19:00～20:30
☆3か月6回19,800円 7/8～
   事前体験  3,300円  7/8

New

超初心者のための英会話
lris English Club代表　穴田 美貴子

★第2・4火曜13:30～15:00
☆3か月6回19,800円 7/13～
   事前体験  3,300円  7/13

はじめての英会話入門
ファン・カスティーヨ

★毎週月曜17:00～18:00
☆3か月11回38,115円 7/5～    事前体験  3,465円  7/5

New

New

New

New

New NewNew

New

ジャイアンツ  ヴィーナスダンススクール
ヴィーナスダンス専任講師　永野 仁那

　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
グランドに立って踊りたく
さんのお客さん
の前でジャイア
ンツ選手を応援
しましょう！
★（リトル：小学生）毎週土曜15:30～16:30、16:40～17:40
☆各3か月13回28,600円 7/3～    よみカル  6/26
★（ジュニア：中高生）毎週土曜18:00～19:30
☆3か月13回35,750円 7/3～    よみカル  6/26

New

夏休み こども公開講座

よみカル オンライン 多彩なオンライン講座をご用意してい
ます。詳細は二次元コード、または
事業担当（03・3642・4301）へ

親子で四角キンパを作ろう！
仁川広域市観光広報大使

よすみまり
◆ ８/９（月）１１：００～１２：００
◆会員１,６５０円 　一般２,２００円

鉄道写真家・中井精也の「ゆる鉄」さんぽ

◆ 7/18（日）１3：３０～１5：0０
※会場参加とオンライン参加を選べます。
◆会場参加（大手町）３,８５０円
◆オンライン参加 ３,３００円

外国人への日本語教え方講座
日学舎・日本語教師養成担当講師

澤山幸
◆ 授業動画１５０分×２０回
◆３２,７８０円（１年間視聴できます）

ライブで韓国旅
～ドラマロケ地 梨

イテウォン
泰院編～

◆ 7/19（月）１8：３０～１9：３０
◆会員３,850円 　一般４,4００円
ほか、オンラインアメリカホームステイ講座もあります。

夏休み・イケメン飼育員から学ぼう！ 
SNSで
人気の高知・桂浜水族館生き物教室

桂浜水族館飼育員
まるのん

◆ 8/11（水）１8：0０～１9：0０
◆会員１,６５０円 　一般２,２００円

全５回集中・入門（４０分の個人レッスン）
大人の鍵盤ハーモニカ
SUZUKIケンハモ認定講師　松浦さやか
◆金曜 7/16～全5回 １０：２０～、１１：２０～
◆会員24,750円 　一般27,5００円

（ケンハモ）

提供・運営 ＪＴＢ

New


