
週末のウクレレ入門
カイノアミュージックアカデミー代表

鴻池 薫
★第１・３土曜 18:30～20:00
☆10/6～ ３か月6回 15,552円
★通常体験  9/15

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理事長

五十嵐 美穂
★第２・４日曜 13:00～17:00
☆10/14～ ３か月6回
　23,328円　    よみカル  9/23

ゼロから始めるピアノ
全日本ピアノ指導者協会正会員

大見 幸恵
★第２・４火曜 10:10～11:20
☆第２・４火曜 11:25～12:35
★10/9～ ３か月6回 15,552円　    よみカル  9/25

フルート入門 個人（30分）
東京芸術大学卒業、フルーティスト

黒田 育子
★金曜 15:00～20:30
☆10/5～ ３か月9回
　28,188円　★通常体験 10/5

サックス個人（30分）
東京音楽大学卒、サクソフォーン奏者

中村 惠
★第２・４土曜 15:00～20:30
☆10/13～ ３か月6回
　20,088円　    よみカル  9/22

夢のヴァイオリン個人（30分）
武蔵野音楽大学卒
中山 さとみ

★第２・４火曜 12:30～17:00
☆10/9～ ３か月6回 22,032円
★通常体験  9/25

初めてのケーナ
ケーナ奏者　吹野 邦博

★第２・４日曜 10:30～12:30
☆10/14～ ３か月6回
　15,552円　    よみカル  9/23

基礎からのハーモニカ
日本ハーモニカ連盟理事

天野 慶一 ほか
★第１・３月曜 15:30～17:30
☆10/1～ ３か月6回
　14,904円　    よみカル  9/17

リコーダーを吹こう 初級
東京リコーダー協会講師

味澤 明子
★第１・３火曜 10:15～11:30
☆10/2～ ３か月6回
　14,904円     よみカル  9/18

癒やしのハンドケア
監修 日本セラピューティック･ケア協会 理事長

秋吉 美千代
　温かな両手で相手を優しく包み込み、心と身体を
癒やすためのスキルです。
★第４月曜 13:00～15:00
☆10/22～ ６か月6回 15,552円　    よみカル  9/24

NY発！ ヤムナボールエクササイズ
ヤムナボディローリング認定プラクティショナー　ＭＩＷＡ

　ヤムナボールと呼ばれる特別なボールに
体を預けて骨を刺激します。骨や筋肉を正
しい位置に戻し、身体の調子をととのえます。
★第１・３月曜 19:00～20:15
☆10/1～ ３か月6回 16,200円　    よみカル  10/1

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
正しい位置に整い、体の
歪みが改善されます。
★第1・3木曜
　20：40～21：40
☆第2・4木曜
　20：40～21：40
☆10/4～、10/11～ 
　３か月6回 14,256円
   よみカル  9/20、9/27

ゆったりピラティス・ストレッチ
Rinlax主宰　FTPマットピラティス　平岡 里奈

　身体の芯の筋肉を鍛え、骨盤を使って、身
体全体の筋肉をスムーズに動かします。気の
巡りをよくし、内臓の働きを活性化させましょう。
★水曜
　10:15～11:30
☆10/3～ 
　３か月11回
　27,324円
   よみカル  9/19

50歳から始めるピラティス
ピラティス　インストラクター　chiyo

　ゆったりとし
た呼吸に合わせ
て、マイペース
で、無理なく行
えるエクササイ
ズです。
★木曜 
　10:30～11:40
☆10/4～ ３か月12回 31,104円    よみカル  9/27

やさしい体幹＆姿勢改善ピラティス
JAPICA公認マシン・マットピラティスコーチ（フルヤアカデミー講師）

松根 佐和子
　姿勢改善と美を促
進させる運動です。
運動が苦手な方にお
すすめの講座です。
★第２・４月曜 
　13:00～14:10
☆10/22～ ３か月4回
　9,504円    よみカル  9/10

痛み解消体操「エゴスキュー」
一般財団法人　エゴスキュー

ジャパン協会認定Eサイズトレーナー 　川島 春生
　誰にでも無理なくできる簡単な運動で、
体のゆがみや姿勢を
改善し、痛みや不調
の解消に導きます。
★第１・３月曜
　12:30～13:45
☆10/1～ ３か月6回 
　15,552円
   よみカル  9/17

沈再平の気功法・太極拳入門
全日本医学気功師会常任理事　沈 再平

　華麗な技と初
心者にも分かり
やすい気功太極
拳を伝えます。
★第２・４火曜 
　18:30～20:00
☆10/9～ ３か月6回 14,904円     よみカル  9/25

やさしいヨガ入門（健康・美編）
フルヤアカデミー講師
TAKAKO

　お勤め帰りにゆった
りとした気分で体を動
かしましょう。
★第２・４木曜
　19:00～20:00
☆10/11～ ３か月6回
　15,552円
   よみカル  9/27

ニューYOGAストレッチ（女性専科）
ＹＰＳヨガピラティスインストラクター　桜木 レイ

　呼吸に合わせた無
理のないポーズで、体
と心のコリをほぐしま
す。初心者向けで、
身体や心のキレイに効
くポーズを行います。
★日曜 10:15～11:15
☆10/14～ ３か月11回 
　26,136円    よみカル  9/30

新規

新規

新規

新規

新規

ピアノ伴奏で
たのしく歌いましょう
　音符の読めない方も心配いりません。皆さ
んとご一緒に楽しく大きな声で歌いましょう。
★第１・３水曜 13:00～14:30
☆10/3～ ３か月6回 15,552円    よみカル  9/19

みちがえるヴォイスレッスン
個人（30分）

ヴォイストレーナー　宮本 けんじ
　顔の表情筋や舌の運動
をするので、正しい声の
出し方を学ぶことができま
す。ご自分のお好きな曲
でレッスンできます。
★第２・４火曜  10:30～21:00
☆10/9～ ３か月6回 20,088円     よみカル  9/25

楽しいボサノバ
ボサノバ歌手
北山 哲子

　ポルトガル語中
心ですが、カナ付
きの譜面で一曲ず
つ覚えるので初心
者でも安心です。
★第１・３火曜 15:00～16:30
☆10/2～ ３か月6回 15,552円    よみカル  9/18

楽譜の読み方
東京音楽大学卒業　鈴木 雅子

　「音符の読み方・リズム」等の音楽の
基礎を学ぶ講座で
す。よく知っている
曲を取り上げます。
★第１火曜
　13:00～14:30
☆10/2～ ６か月6回
　16,200円
   よみカル  10/2

ライブも楽しむジャズ鑑賞入門
音楽ライター　熊谷 美広

　音楽ライター歴20年の
講師が、名演奏を聴きな
がらジャズの楽しさを解説
します。ライブ観賞の企
画もご紹介します。
★第３木曜 19:00～20:30
☆10/18～ ６か月6回
　16,848円    よみカル  9/20

ＳＩＮＧ！ＳＩＮＧ！
宝塚を歌おう
元宝塚歌劇団　郷 真由加
　宝塚のスタンダードナ
ンバーを中心に、時には
ステップや簡単な振り付
けもまじえて歌います。
★第１・３・５日曜
　15:15～16:30
☆10/7～ ３か月6回 16,200円    よみカル  9/16

童謡歌ひろば
親子デュオ大澤ファミリー

大澤 よしこ、大澤 和音
　懐かしい童謡・唱歌を歌
いましょう。呼吸法や発声
などの基本から、手話をつ
けたり脳トレしたり、楽しい
「童謡百人一首」なども取
り入れていきます。歌声の
輪を広げましょう。
★第１・３・５月曜
　15:00～16:30
☆10/1～ ３か月7回
　18,900円    よみカル  9/17

あの映画音楽をギターで弾こう
ジプシージャズギターリスト　菅原 智明

　オシャレで華やかな映画音楽
をギターで弾きましょう。レベル
に合わせた指導で、ひとつの音
楽を作る楽しみを感じてください。
★第２・４土曜 13:00～14:10
☆10/13～ ３か月6回
　16,200円    よみカル  9/22

ジャズギター
個人レッスン（30分）

★第２・４火曜 17:30～21:30
☆10/9～ ３か月6回 22,680円　    よみカル  9/25

体幹・健康
ヴォイストレーニング

声楽家・日本声楽発声学会正会員・
ザルツブルク大聖堂専属歌手　小川 素子

　身近な曲を一緒に
歌い本物の呼吸・
発声法を身につけま
す。若く美しく！ 男
性も大歓迎です。
★第３日曜 10:30～12:00
　10/21～
   よみカル  9/16
☆第４火曜10:30～12:00
　10/23～
   よみカル  9/25
★６か月6回 16,200円

メキメキ上達する
歌唱レッスン（個人30分）

二期会会員・文化庁芸術家在外研修員の会理事
ひらやす かつこ

　初級レベルから受験
や専門的に学んでいる
方まで、楽しみながら
上達する30分間の個
人レッスン。
★第２・４金曜
　13:00～14:30
☆10/12～ ３か月6回 　
　42,120円    よみカル  9/28

腹式呼吸ヴォイス
トレーニング　個人（30分）

ミュージシャン　サブ片山
　正しい姿勢、健康
にも良い腹式呼吸を
マスターして、ご自分
の素敵な声の出し方
をマスターしましょう ！
★第１・３・５火曜
　17:15～21:30
☆10/2～ ３か月7回
　23,436円 
   よみカル  9/18

新設

新設

新設

新設

日本画大野講師 特別授業
日本美術院同人　大野 逸男

　日本美術院同人の大野逸
男講師が特別授業を行いま
す。ご希望のモチーフで写
生、デッサンをします。また
ご希望の方には描いた作品
を持ち込んでいただき、講
師が講評、指導します。
★10/7（日）13:30～16:00　☆2,700円

美術でひも解く日本文化
日本文化を美術

からひも解きます。古
代から近世の日本美術
を取り上げ、日本文化
について学びます。
★第１金曜 15:30～17:00
☆10/5～ ６か月6回
　16,200円
   よみカル  10/5

「一日一絵」スケッチを楽しもう
日本画家、川村学園女子大学名誉教授

　荻原 延元
　描きたいモチーフ
（人物、静物、写真等）
で自由に描きます。
スケッチを楽しみたい
方、素描力を高めた
い方にお勧めです。
★第２・４月曜
　10:30～12:30

☆10/10～ 3か月5回 14,580円    よみカル  9/26

水曜夜のチョークアート
チョークアートインストラクター　町田 美佐

　カラフルなチョークを
使って黒板に絵を描く新
アートです。素敵なメニ
ューボードやウェルカムボ
ードを作ってみませんか。
★第１・３・５水曜
　19:00～21:00
☆10/3～ ３か月7回
　19,656円
   よみカル  10/3

手のひらサイズのフレスコ画
　教会に描かれているイメージ
のフレスコ画。実は小さなパネ
ルや小物に描くこともできます。
オリジナルのフレスコ画を描い
て、ご自宅に飾ってみませんか。
★第４土曜 13:00～15:00
☆10/27～ ６か月6回 
　16,200円     よみカル  9/29

アート書道
デザイン書道作家　もり みさこ

　書道経験は要りません。あなたの個性を
引き出して新しい書道時間を始めましょう。
★第１・３月曜 15:30～17:30
☆10/1～ ３か月6回 16,200円    よみカル  10/1

1から始める絵画 東京芸術大学大学院壁画研究室修了　山内 麻美
絵画を1からはじめ

たい方へ。鉛筆デッサンか
ら絵画の基礎を学びます。
ご希望に合わせて水彩や
油絵などもご指導します。
★第１・３日曜 12:45～14:30
☆10/7～ ３か月6回
　16,200円     よみカル  9/16

ポエムのような水彩画
武蔵野美術短大美術科卒
アトリエ ルミエール主宰

米倉 三貴
　あなたの心の中の風景
を絵画で表現しましょう。
心象風景を透明感溢れる
美しい抽象画で描きます。
★第２・４日曜 14:30～16:30
☆10/14～ ３か月6回
　15,552円    よみカル  10/14

かぼちゃのチョークアート
チョークアートインストラクター

町田 美佐
　ハロウィンの飾り
にぴったり。
★10/20（土）
　10:30～12:30
☆ 特別受講料1,080円
  ★教材費 500円

ハロウィン×猫！　ライブペインティング
アトリエ・マウリ主宰
目羅 健嗣

　プロの講師が黒猫を
描く様子を間近で見ら
れます。
★10/19（金）
　10：30～12：30
☆ 特別受講料1,080円   

木版画入門
版画工房「あかげら」主宰　大山 岩吉

　独自の指
導方法で美
しく簡単に作
品を作れま
す。下絵か
ら彫り、刷り
まで丁寧に
指導します。
★第２・４火曜 15:30～17:30
☆10/9～ ３か月6回 15,552円

パステルではじめる絵画
洋画家　妃香利
　まずは身近
なものを、自
分のペースで
じっくり描い
てみましょう。
水彩、色鉛
筆の指導も
可能です。

★第１・３火曜 13:00～15:00
☆10/2～ ３か月6回 16,848円    よみカル  10/2

笑い文字 ありがとう講座
一般社団法人　笑い文字普及協会　福薗 ちよこ

　笑い文字は、満面の笑顔の筆文字です。
「ありがとう」について考えながら、笑い
文字の「ありがとう」で感謝の気持ちを
伝えましょう。
★11/18（日）
　13:00～
　15:00
☆3,240円
★教材費
　1,080円

ペン字の基本
和氣ペン字研究会指導員　森 美枝子

　手本を真似るのではなく自分らしい美しい字
の書き方を学びます。検定にも役立ちます。
★第１・３月曜
　13:00～15:00
☆10/1～
　３か月6回
　14,904円
   よみカル  10/1

花文字を楽しむ
花文字作家
大塚 麻由

　花や鳥、竜や鶴、
亀などの縁起の良い
絵柄を組み合わせ、
願いを込めて描く中
国の伝統工芸です。
★第２・４火曜
　15:00～16:30
☆10/9～ ３か月6回 16,200円    よみカル  9/25

寄席文字入門
橘流寄席文字　橘右近直門　橘 右樂

　「笑点」でもおな
じみの寄席文字。
縁起のよい文字を
基本から学びます。
★第２・４火曜 19:00～20:30
☆10/9～ ３か月6回 14,904円    よみカル  9/25

新設

新設

新設

新規 新規

新規

新設

新規

公開
講座

公開
講座

公開
講座

公開
講座

手話教室
（初心者・入門）

手話通訳士
中田 啓子

　手話に興味をお
持ちでしたらはじめ
てみませんか？初心
者向け6か月～最
大1年コースです。
★土曜 18:00～19:15
☆10/6～ ３か月10回 23,760円    よみカル  9/29

くらしに活かす毛筆
（賞状書技士養成講座）

東京賞状書技士養成塾代表　藤原 雅鳳
　賞状は特殊な技能を必
要とします。日常生活や
ビジネスに生かす技法を
学び墨痕鮮やかな格調
高い筆耕を目指します。
★第１・３金曜 
　10:15～12:15
☆10/5～３か月6回 15,552円    よみカル  9/21

ラッピングコーディネーター
ラッピング協会選奨講師　持木 直子

　ラッピングの知識、技能を基礎から学びま
す。品物をコーディネートする技能と、贈り物
に関するマナー
も備えた「ラッ
ピングコーディ
ネーター」を目
指します。
★第１・３火曜
　19:00～21:00
☆10/2～ ３か月6回 14,904円　    よみカル  9/18手話教室

(初級～経験者)
手話通訳士　石川 真理子
★土曜 18:00～19:15
☆10/6～ ３か月10回
　23,760円    よみカル  9/22

歌で覚える初めての手話
手話パフォーマンス演者

坂内 里嘉子
★第１・３日曜 10:30～12:00
☆10/7～ ３か月6回
　14,904円　    よみカル  9/30

手話ダンス  NPO法人・手話ダンスYOU＆I認定講師
仁神 和子

★第１・３火曜
　13:00～14:30
☆10/2～ ３か月6回
　14,904円    よみカル  9/18

上手に書く
季節の挨拶

　手紙の書き出しには
欠かせない時候の挨拶
文例を上手に書く方法
を指導します。
★9/29（土）10:30～12:00
☆特別受講料1,080円
★教材費800円　

宅地建物取引士
初めて法律を学ぶ人にも「やさしく」

「わかりやすく」、合格できる実力をつけ
ます。資格取得にむけて学びましょう。
★第１・３水曜 19:30～20:45
☆10/3～ ３か月6回 16,200円    よみカル  9/19

カウンセラー養成講座（基礎）
全日本カウンセリング協議会認定カウンセラー

日本カウンセリング研究会本部講師　市原 百合子
　相手の訴えを聞き、生きる喜びや幸せを実
感してもらえるようにアプローチするカウンセ
リング法を、実践的なカリキュラムで学びます。
★第１・３火曜 13:00～15:00
☆10/2～ ６か月11回 26,136円
★通常体験 10/2

自分を限りなく伸ばすコーチング
コーチ倶楽部代表コーチ　佐藤 創紀

　コーチングとは相手の能力を最大限に引き出
し、自発的な行動を促進
するためのコミュニケーシ
ョンスキルです。
★第１・３・５土曜
　10:30～12:00
☆10/6～ ３か月6回 
　16,848円    よみカル  9/29

２・３級ファイナンシャル
プランナー技能検定

元日建学院講師　長 健一
　顧客の資産状況を
把握し、投資や保険、
貯蓄などお金に関す
る相談を受け、資産
運用のアドバイスを行
える資格です。

★第１・３水曜 18:00～19:15
☆10/3～ ３か月6回 16,200円    よみカル  9/19

新規

公開
講座

買う前にわかる！ 
スマホのいろは
ソフトバンクスマホアドバイザー

シンプルスマホ編
　大きな文字で見やす
いシンプルスマホを体験
しながら、基本操作をわ
かりやすく紹介します。
★9/21（金）
　14：00～16：00
☆ 特別受講料1,080円

iPhone編
　シニアの方も使い
やすいiPhone（ア
イフォーン）を楽しく
体験します。基本的
な使い方を専門アド
バイザーが丁寧に解
説します。 
★10/22（月）13：00～15：00
☆特別受講料1,080円

公開
講座

新規

★第１・３火曜 19:00～21:00

新規

新規

中国茶への誘い 
中国認定高級茶芸講師　張 莉

　数種類のお茶を飲み比べ、その味わいと香
りを体感しましょう。中国茶の歴史的、文化的
背景にも触れながら、その魅力をお伝えします。
★第３土曜 13:00～14:30
☆10/20～ ６か月6回
14,256円　    よみカル  10/20

ゆず胡椒作り
日本アロマ環境協会インストラクター、ハーバルエステシャン

中澤 田鶴子
　手に入りにくい青柚子
を無駄なく使います！ 皮
で柚子胡椒、果汁でポ
ン酢、ゆずの種でハンド
ローションを作ります。
★9/30（日）13:00～15:00
☆2,862円 ★教材費 3,000円

フルーツカッティング
カービングアトリエSIRAKI主宰
　白木 ユミ子

　ナイフ1本でフルーツ
を華やかに飾り切りして
みませんか？
★第３月曜 13:00～15:00
☆10/29～ ６か月5回
　13,500円 
★通常体験10/29

可愛いアイシングクッキー（ベーシック）
東日本アイシングクッキー協会代表、シュガーアーティスト

田中 弥生
　人気スイーツの技術が、
楽しみながら簡単に身につき
ます。仕上げたアイシングク
ッキーは、可愛いギフト箱に
入れてお持ち帰りできます。

★第３金曜 15:30～17:30
☆10/19～ ６か月6回 16,200円 ★通常体験9/21

新設

日本酒講座
(公)日本醸造協会きき酒マイスター　高橋 雫
　フルーティな吟醸酒やスパークリ
ングワインのような純米酒まで、新
しい日本酒の楽しみ方を提案します。

★第３火曜
　19:00～
　20:30
☆10/16～ 
　６か月6回
　17,496円
    よみカル  9/18

ワインを楽しむ初めの一歩
日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート

藤川 百々英
　もっともっとワインを楽しむために、
初めの一歩から始めましょう。気軽に楽
しくワインについて学べるクラスです。

★第３水曜
　19:00～
　20:30
☆10/17～
　６か月6回 
　15,552円
   よみカル  9/19

新規

お勤め帰りのハーブ＆アロマ
★第２・４金曜 19:00～20:30　    よみカル  9/28

新規 新規

新規

★火曜 10:30～12:00　    よみカル  9/25

新規 新規

若返りエクササイズ
ピラティスインストラクター　野口 恵永

　呼吸法に基づきなが
ら行う身体ストレッチ
で、心身エネルギー浄
化、活性化を促します。
★8/18（土）
　14:00～15：00

よみカル健康相談会
苑田会リハビリテーション科

理学療法士
　体の痛みの原因
や予防体操をわか
りやすくお話します。
太腿の筋力年齢も
調べます。「　」内
はテーマです。

★8/18（土）15:30～16:30「腰」
☆9/15（土）15:30～16:30 「ひざ」

ワンコインレッスン
 ☆ 特別受講料500円（要予約）健

康
相
談
会
の
前
に
…

無料
（要予約）

新設

新設新設

SAM（TRF）Dancing The 美Body 夜クラス
一般社団法人 ダレデモダンス 公認インストラクター　Mayu

　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て正しいストレッチや、筋
トレ法を伝授！ 楽しみながら美Bodyへ！
★第２・４水曜 19:00～20:20
☆10/10～ ３か月6回 16,200円    よみカル  10/10

Akikoのコンテンポラリーダンス
アキコダンスプロジェクト代表・

英国ダンスU.K登録振付師　小野 明子
コンテンポラリーダンスの超入門クラスです。

体の各部でリ
ズムをとるア
イソレーション

の練習から始めて実際に振
付を踊っていきます。
★第２・４火曜 20:30～21:30
☆10/9～ ３か月6回
　14,904円　    よみカル  10/9

お仕事帰りの
フラダンス（超入門）

ケアカ山元フラスタジオ講師
山元 夕香

　心地よいハワイアン音
楽に合わせ笑顔で踊りま
す。姿勢も良くなり美し
く、心から充実します。
★金曜 19:30～20:45
☆10/5～ ３か月11回
　27,324円
   よみカル  9/28

神秘のベリーダンス
国際アラビアンダンス協会インストラクター

原田 華江
　お腹の筋肉を使っ
て情熱的に体を動か
しながらセクシーにシ
ェイプアップします。
★第２・４木曜
　20:15～21:30
☆10/11～ ３か月6回
　15,552円
   よみカル  9/27

1から始めるベリーダンス（超入門）
アルミスタルミス・ベリーダンススタジオ インストラクター

ミーナ
　アラブの曲に合わせ
て踊ります。魅惑的な
アラビアンナイトの世界
を体験してみましょう。
★第１・３・5木曜
　20:30～21:30
☆10/4～ ３か月6回
　14,904円    よみカル  9/20

蘭このみのフラメンコ（初級）
(社)現代舞踊協会会員・

日本フラメンコ協会会員　蘭 このみ
　独特のリズムに合わせ
て魂の喜び、悲しみ、全
ての感情をぶつけてフラ
メンコを踊ってみましょう。
★水曜 15:30～16:30
☆10/3～ ３か月12回
　29,808円
　    よみカル  10/3

夜のベーシックバレエ
みふぁインターナショナルバレエスタジオ

岩本 美華
　バレエの中でも表現豊かなメソッドとして愛さ
れるロシアンバレエを一緒に楽しみましょう。
★第２・４月曜 19:00～20:30
☆10/8～ ３か月6回
　15,552円　    よみカル  9/24

お勤め帰りの
やさしいバレエ

　バレエと聞くと難しそうですが、基本から
レッスンします。初心者の方歓迎です。
★水曜 20:15～21:30
☆10/10～ ３か月6回 15,552円　    よみカル  9/26

女性のためのバレエ＆ストレッチ
Monami Ballet studio

　　　　  嶋田 もなみ
　ストレッチで体を
十分ほぐし、ウォー
ミングアップ後にバ
ーレッスンに入りま
す。シニアにもお
勧めのクラスです。
★第１・３月曜 17:00～18:30
☆10/1～ ３か月６回 15,552円    よみカル  9/17

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　嘉月 絵理
タップの楽しさをいかし、いすに座ってリズムを刻む健康ダンスです。合言葉は「目

指せ、寝たきりゼロ」。腰掛けて行うので転倒の心配もなく、シニア世代にお勧めです。
無理なく下半身の筋肉を鍛えます。安全、楽しい健康法です。
★第２・４水曜
　10:30～
　11:30
☆10/10～
　３か月6回
　16,200円
   よみカル  9/26

新設

新設 新設

体が硬い方でもできるダンス＆
体幹トレーニング
★土曜 10:10～11:10　    よみカル  9/29

新規

新規

新設

新規 新設 新設

（中上級）  ★水曜 14:00～15:30    よみカル  10/3（初級）  ★第１・３・５火曜 20:30～21:30    よみカル  9/18

暮らしを豊かに

新規資格にチャレンジ

公開
講座

ダンシング

健康・スポーツ

絵
画
・
書
道

音を楽しむ

SAM（TRF）の健康イージーダンス
★第２・４水曜 12:10～13:10    よみカル  10/10
★第３日曜 11:30～12:30    よみカル  10/21

SAM(TRF)のDancing The 美Body
★第１・３・５金曜 12:00～13:00    よみカル  10/5

食べるハーバリウム
ハーブの庭で触れて、摘

んで、香りを楽しみながら、フレ
ッシュハーバリウムを作ります。
ビネガーを基材に、２週間は見
て楽しみ、料理に、美容にと様々
な使い方を学びます。
★10/28（日）13:00～15:00
☆2,700円　★教材費 2,160円

公開
講座

はじめてのバレエ＆ストレッチ
★入門 第１・３月曜 15:00～16:10    よみカル  9/17
★レベルアップ 第２・４月曜 15:00～16:10
   よみカル  9/24

神道夢想流杖道入門
杖道教士七段
青木 卓弥

★第１・３水曜
　19:00～20:20
☆10/3～ ３か月6回
　14,256円
   よみカル  9/19
★日曜 12:00～13:15
☆10/7～
　３か月11回
　26,136円
   よみカル  9/30

公開
講座

★第１・３日曜 12:00～13:30
   よみカル  9/16

アドバンス ★第3金曜 18：30～20：30 ☆通常体験 9/21

★第２・４木曜 19:00～20:30     よみカル  9/27

足立発掘・スケッチ探訪
建築画家
アトリエＯ

大渕 澄夫
　江戸情趣が息
づく下町にスポ
ットを当て、スケ
ッチを楽しみなが
ら、足立の街の
魅力を発見しま
しょう。屋内講
座と野外スケッ
チを織り交ぜて
レッスンします。
★第２金曜 10:30～12:30 ☆10/12～ ６か月6回 16,848円    よみカル  10/12

楽器特集

新設

C M Y K

京都国立博物館
「京のかたな  匠のわざと雅のこころ」鑑賞

解説　京都国立博物館　主任研究員　末兼 俊彦
　京都国立博物館にて開催される特
別展「京のかたな　匠のわざと雅のこ
ころ」。京都国立博物館120年の歴史
で、刀剣をメインとした展示は今回が

初めて。
国宝刀剣
19 口 を
含む、重
要文化財
や寺社に奉納されている刀剣な
ど貴重な作品が展示されます。
研究員の末兼俊彦さんの解説（1
時間）付きで、一般公開のない
日にゆっくり鑑賞できます。
★10/22（月）10：30～13：30
☆受講料 2,700円（入館料込み）
★会場：京都国立博物館（現地集合）
※グッズのプレゼント付き

文化センター　北千住　１ｰ４面

文化センター　北千住　４面　ＣＭＹＫ文化センター　北千住　１面　ＣＭＹＫ

北千住
2018年10月期受講者募集中

03-3870-2061お問い合わせ
資料請求
（無料）

つくばエクスプレス

日比谷線

東武伊勢崎線

常磐線
千代田線

←至 綾瀬

←至 青井

←至 春日部
至 南千住→

北千住駅

マルイ
西口

ルミネ

〒120-0026 東京都足立区千住旭町42-2北千住「ルミネ」9階

北千住駅ビル ルミネ 9階

よみうりカルチャー北千住 検索
受付時間 月曜～金曜１０：００～２０：３０(土曜～20：00、日曜～１８：００）

kitasenju@ync.ne.jp
http://www.ync.ne.jpHP

新設 初めて募集の講座 入会金不要・要予約公開
講座新しいカリキュラム、リニューアル講座新規

足と健康のトラブル専門！テレビ・マスコミでも話題
カサハラ式「外反内反・浮き指・
アーチ不足」を自分で改善！

外反母趾・浮き指研究家
過労性構造体理論創始者

笠原接骨院/カサハラフットケア整体院　総院長
笠原 巖

　「足」に関心がないのは、「健康」
に関心がないのと同じです。足裏の
バランスを整えると、自然と正しい
歩行が促され、姿勢がよくなり、足・
ひざ・腰・首の痛みや不調「未病」
を自分で改善できます。
★9/27（木）13:00～15:00
☆2,808円
★特典：3本指テーピング靴下

外反内反・浮き指を自分で整えて、未病改善
カサハラ式足裏バランス改善法（実践編）
カサハラ式専属講師・親愛整骨院院長

加賀 章乃
　足裏のバランスを改善して、原因のは
っきりしない体の不調（足・ひざ・腰・首）
を改善しましょう。各回テーマは「転倒
予防」「ひざの痛み」「正しい歩き方」
となります。
★第１水曜 10:30～12:00
☆10/3～ ３か月3回 8,100円  ★通常体験10/3

蒼山日菜のレース切り絵
切り絵作家　蒼山 日菜

　国内外で高い評価を受けているレース切り絵で
す。初めての方でも美しく精細な作品を仕上げる
ことができます。蒼山さんが直接指導。
★9/30（日）13：00～15：00　☆8,208円

考案者が直伝！  看護師の特別健康相談付き
「ゴロ寝でできる！ ゆらぎ体操」プレミアム講座

日本ゆらぎ体操考案者　森　 明彦
日本ゆらぎ体操セラピー協会認定講師・看護師　山口 洋子

　テレビや雑誌で話題
の“行列のできる体操
教室”！ 寝たまま、体を
ゆらゆら揺らすだけで
体のゆがみや痛み、不
調を改善します。深く
リラックスできますの
で、不眠やストレスの
解消にも最適です。このプレミアムレッスンで
は考案者が心身を解放する秘法を伝授します！
★9月30日（日）14:00～16:00 ☆2,700円

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。
繊細で美しい蒼山日菜さん
の図案を使用します。はさ
みの扱い方や切り出しのコ
ツなど初歩から指導します。
★第１日曜 13:00～15:00　
☆11/4～ ６か月5回 16,200円

寝たままゆらぎ体操
日本ゆらぎ体操セラピー協会 認定講師　皆川 朋子

★第１・３月曜 14:00～15:15
☆10/1～ ３か月6回 14,256円　    よみカル  10/1

公開
講座

公開
講座

公開
講座

新規

新設

終活のすすめ ～自分らしい死の迎え方とは？～
聖徳大学教授・博士（学術）　長江 曜子

　“自分らしい死”をデザインする時代です。
介護・看取り・葬儀・お墓のことなど、いざと
いう時に、周りの人が困ることのないように、
あらかじめ自分の想いを書き留めておく「エン
ディングノート」。書き方のヒントを学びましょう。
★10/28（日）13：00～14：30
☆特別受講料1,080円  ★教材費216円
☆希望者にはエンディングノート1,080円
★会場：金町センター（JR金町駅南口徒歩2分）

最強の絵画鑑賞術
元ボストン美術館研究員　神田 房枝

　美術展を堪能するための、シンプルで有意
義な絵画の鑑賞法をご紹介します。知識や経
験に関わら
ず、どんなジ
ャンルの絵に
も応用でき、
楽しく理解を
深めることが
できます。
★9/23（日）12:45～14:15　☆3,186円

公開
講座

公開
講座

通
常
の
半
額
程
度
1
0
8
0
円
の
受
講
料
で
体
験
可
能

期
間
：
９
月
1
日
〜
の
講
座
指
定
日（
要
予
約
）

※
講
座
の
都
合
に
よ
り
10
月
開
催
の
も
の
も
ご
ざ
い
ま
す
。

※ 

対
象
外
の
講
座
も
あ
り
ま
す
。講
座
に
よ
っ
て
は
設
備
費・

教
材
費
な
ど
が
別
途
必
要
で
す
。

※ 

通
常
体
験⇒

よ
み
カ
ル
体
験
は
不
可
で
１
回
分
の
受
講

料
で
１
日
体
験
で
き
る
講
座
で
す
。

よみうりカルチャー
公式キャラクター

◆ 表示の入会金、受講料等は消費税込みの金額
◆ 受講料の他に設備費、教材費、保険料、音楽
著作権料が必要
◆ ほとんどの講座で見学（20分程度無料）、
通常の1日体験（有料）が可能

入会金と受講料お支払い等のご案内
●入会金 5,400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）
●入会金と受講料の初回お支払いは窓口にて現
　金、クレジットカードでお支払いください。
● 2期目以降の受講継続手続きのお支払いは銀行
口座振替（自動引き落とし）となります。

よ
み
カ
ル
体
験
よみカル

高齢期を健やかに
読売新聞東京本社 常務取締役 調査研究本部長

南　砂（みなみ　まさご）
　健康の重みは年を重ねるほど増してくるも
のですが、注意していても様々な「健康の
脅威」が襲ってくるのが高齢期です。生活
習慣病、骨粗鬆症による骨折、認知症、が
ん……。まずは自分の健康を知り、無理なく
健康作りに心がけることから始めませんか。
世に溢れる「健康情報」との上手なつきあ
い方もぜひ、身につけて頂きたいものです。
★9/28（金）10：30～12:30　☆特別受講料1,080円

認知症予防音楽ケア体操指導員認定講座
キャリア開発センター 認定講師

　音楽ケア体操は適度な運動
に歌を組み合わせ、脳をます
ます活性化させます。実技中
心で、「楽しみながら」の講
座修了で国際技能・技術振興
財団の資格を取得できます。
★第２・４日曜 13:00～16:00　
☆10/14～ ３か月6回 49,682円
★無料説明会 
　9/30（日）16：30～17：30

認知症予防支援相談士
資格取得講座

　来年1月試験の受験対策講座で、出題ポ
イントをおさえた指導と確認問題で高い合
格率が期待できます。
★第２・４金曜 19:00～21:00
☆10/19～ ３か月6回 49,682円
★無料説明会 10/5（金） 19：00～20：15

メディカルアロマ
セラピスト講師養成講座
薬剤師・東京マキア代表取締役　村松 早織

　3回の集中レッスンで、資格認定をお受けい
ただけます。自宅サロンを開
きたい方にもおすすめです。
★第２金曜 13:00～14:30
☆10/12～ ３か月3回 8,748円
★通常体験 10/12

糖尿病とともに楽しく生きていくパート２
東京女子医科大学東医療センター病院長

内潟 安子
　糖尿病人口は1千万人の大台に達し、
5人に１人は「２型糖尿病」の予備軍で、
“糖尿病一歩手前”と診断されるのも珍し
くありません。「糖尿病を克服して元の
体に戻れるの？」「仕事は普通にできる
の？」「親が糖尿病だと必ず自分も糖尿
病になるの？」。糖尿病に対する様々な
疑問や不安に専門医が丁寧に答えます。
★9/16（日）13:00～15:00
☆特別受講料1,080円

～昭和２０～３０年代、懐かしいあの頃を語り合おう～
歴史クイズで脳トレーニング  よみうり回想サロン

読売新聞　記者　山本 淳一
　昭和２０～３０年代の出来事を思い出し、語り
合いながら楽しめる
ＤＶＤ「よみうり回想
サロン」を使い、認
知症の予防や進行
の抑制への効果が
期待される「回想
法」を体験します。
★9/11日（火）13:00～15:00  ☆受講料無料（要予約）

公開
講座

公開
講座

公開
講座

新設

新設
新設

行司から見た大相撲
大相撲　幕内格行司　木村 銀治郎

　現役行司の木村銀治郎さんが、大相撲、
行司の仕事、相撲の様式美についてなど、
角界のウラもオモテも語ります。普段は接す
る機会の少ない行司の話を楽しみましょう。
★9/2（日）13:00～14:30　☆3,240円

木瀬部屋　朝稽古見学＆ちゃんこ鍋
相撲部屋の朝稽

古を間近でご覧いただき
ます。見学の後には、
力士が作る自慢の美味
しいちゃんこを召し上が
っていただきます。
★12/16（日）8:30～11:00
☆7,884円 ★保険料100円
※ 当日は巡業のため、不在の力士もおります。ご了承下さい。

大相撲をもっと楽しもう！
（公財）日本相撲連盟常務理事・東京大学相撲部ＯＢ会長

　櫟原 利明
　大相撲は日本の国技で、昔から変わらぬ人気を保っていま
す。相撲の伝統やルールから、お気に入りの力士について
など、楽しく大相撲を観戦するために皆さんで語らいましょう。
★第4木曜 10：30～12：00
☆11/22～ 6か月4回 10,800円　    よみカル  10/25

新設

公開
講座

公開
講座

働く私のための声出し発声講座
声出し・発声・表現トレーニング

NPO法人声とことばの力認定講師　近藤 真紀子
　自分の「声」に自信
がありますか？話すため
の基本的な発声法を身
につけ、どこにもない朗
読で表現力を磨きましょ
う。誰にも負けない声
で、もう一人の自分発見！
★第1・3水曜
　19:00～20:30
☆10/3～ 3か月6回
　16,200円
   よみカル  9/19

お勤め帰りの発声＆
話し方講座
フリーアナウンサー　大村 加奈

　緊張と不安
が消える発声
法と、伝わる
話し方のコツを
伝授。話す力、
喋る力をアップ
させます。
★第２・４金曜
　19:00～20:30
☆10/12～
　３か月6回 14,904円
   よみカル  9/28

外国人に日本語を
教えてみたい人の第一歩（入門）

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
　外国人に日本語
を教える際に必要
な、日本語を客観
的に分析する方法
とそれを教える方
法を学びます。

★第２・４火曜 10:30～12:15
☆10/9～ ３か月6回 17,496円　    よみカル  10/9

日本語教授法（中級）
入門・初級を学んだ方が対象です。

★第３土曜 10:30～12:15
☆10/20～ ６か月6回 17,496円　    よみカル  10/20小説の書き方  作家　藤蔭 道子

　名作を読
みながら書
き方や表現
法を考え、
実際に書い
たものを発
表します。
★第１・３金曜 13:00～15:00
☆10/5～ ３か月6回 16,200円 ★通常体験 9/21

～サファリとケニア紅茶の魅力～
ケニア共和国大使館を訪ねて
ケニア政府公認サファリガイド　加藤 直邦

ティーインストラクター　大嶋 雅子
　ケニア共和国は、アフリカ大陸の東部に
位置する自然と野生動物の宝庫。世界中
の旅行客が注目するサファリの魅力と、高
品質のケニア紅茶をご紹介。現地でおなじ
みの軽食を大使館でご一緒にお楽しみいた
だきます。
★10/12（金）14:00～16:00　
☆6,750円　★保険料100円　
☆ 会場： ケニア共和国大使館（東急東横線・東急

大井町線、自由が丘駅より徒歩10分）

成田山で一日修行
大本山成田山新勝寺

　1日ゆったりとお寺でご自分を
見つめ直してみませんか。「大護
摩供参詣」「密教坐禅」「坊入（精
進料理）」「法話」「写経」を体
験します。
★10/27（土） 9:20～15:00
☆3,564円　★教材費 3,000円　

下町ウォーキング（第4）
江戸開府から400年余り、東京下町には不思議がいっ

ぱい。既定のルートにとらわれ
ないユニークなコース取りで、
必ず新しい発見があります。
★第４月曜 10:00～12:00
☆10/22～ ６か月5回
　14,580円

ひたち海浜公園の旅
～みはらしの丘と沢田湧水地～

フリーライター　千本木 亨雄
　日本に17ある国営公園
のひとつ「ひたち海浜公
園」。秋にはコキア、コス
モスが最盛期を迎えます。
勝田駅近くにある講師おす
すめのお店でお腹を満たし
散策に出かけましょう。

★10/31（水）11:00～15:00  ☆3,240円  ★教材費216円

江戸っ子絵地図師と下町散歩
絵地図師　散歩屋　高橋  美江

　歴史、文化、建築、食、
など毎回バラエティ豊か
なテーマで町の魅力を探
ります。講師おすすめの
店でのランチも魅力です。
★第3水曜 11:00～14:30
☆10/17～ 6か月6回 　
　22,680円

江戸城完全攻略ウォーク（1年コース）
考古学者　橋本 敏行

　東京の中心に位置
する、世界的にも最
大規模の城郭の江戸
城。全12回で江戸
城の全貌を極めます。
★第2水曜
　10：30～15：30
☆10/10～ 6か月6回
　18,144円

季節のフルーツor野菜で作る
手作り酵素ジュース

健康カフェＯＤＬ　（株）ＭＡＳ代表取締役、リンパ療法師
福澤 恵美

　酵素は、食べ物の消化や新陳代謝を助けると
ても大切な栄養素です。「便秘、肌荒れ、お腹
周りが気になる方」
手作り酵素ジュースで
健康を目指しましょう。
後半は、セルフリン
パマッサージの講義も
行います。
★第１月曜
　14:00～15:30
☆10/1～ 6か月6回
　6,480円
★教材費1回4,000円別途

東京今昔・歴史文化めぐりと美味ランチ（第2木）
日本旅のペンクラブ代表　中尾 隆之

同会員　土井 正和、中元 千恵子
　旅行雑誌でおなじみの紀行
文筆家が山手線界隈の懐かし
い街並みや神社・史跡をご案
内。小粋なランチも楽しみます。
★第２木曜 10：30～13：00
☆10/11～ ６か月5回 14,040円

古地図で見る 東京の町の作り方
㈱歩き旅応援舎　岡本 永義

　古地図を頼りに、現代の東京に残る「江戸」を探しにいきましょう。
★第４火曜 10:00～13:00　☆10/23～ ６か月6回 17,496円
★第2水曜 10：00～13：00　☆10/10～ 6か月6回 17,496円

鉄道と地域の変遷見て歩き
産業考古学会会員
山田 俊明

　鉄道の廃線跡や痕跡
を訪ね、それぞれの鉄
路の歴史や地域社会と
の関りを探ります。
★第３金曜 10：30～14：00
☆10/19～ ３か月３回
　8,424円

「文豪の東京」を歩く 作家　壬生 篤
明治から昭和、

そして現在に至る文
豪たち。その足跡や
作品の舞台となった場
所を訪ね、より興味深
く感じとる、そんなフ
ィールドワークです。
★第２木曜
　10：30～12：30　☆10/11～ 6か月6回 18,144円

古事記の神様を訪ねて～東京十社めぐり
古事記スクール主宰

馬場 洋
　東京十社は、東京の鎮護と
万民の安泰を祈願して明治元年
につくられた神社。古事記講座
の講師がオリジナルテキストで
解説します。日本の神様がグッ
と親しみやすい存在になります。
★第４日曜 10:30～12:30　☆10/28～ ６か月６回 17,496円

千住吟行会＝俳句・短歌
シーサイド短歌会・ピアフ短歌会主宰

三木 勝 
　宿場町北
千住を歩き、
俳句や短歌
を作ります。
後半は教室
で添削指導
をします。

★11/30（金）13：00～16：30　☆3,024円

関東三大
厄除大師 西新井大師参拝と美味しいランチ

聖徳大学教授　長江 曜子
　江戸時代には女性の厄
除け祈願所として名を馳
せた西新井大師を参拝し
ます。参拝後は参道の食
事処でお食事をします。
★10/5（金）10：30～13：30
☆3,024円
☆教材費 1,350円

関東の酒蔵を訪ねる
株式会社春日や　代表取締役社長　中村 靖

　関東にもおいしい酒を造り続けている酒蔵があります。ど
のようなところで、どのようにしてこだわりのうまい酒はでき
るのでしょうか？今回は茨城の銘
酒「一品」の吉久保酒造株式
会社を訪ね、試飲を楽しみなが
ら日本酒の魅力を味わいます。
★9/19（水）13：30～15：00
☆3,024円

幕末・明治維新東京散歩
明治維新・西郷隆盛ゆかりの地を訪ねて

西郷隆盛に学ぶ「敬天愛人フォーラム２１」代表世話役　内  弘志
　同じ場所、あの時、偉人達
は何をおもったのでしょうか。
西郷隆盛を中心に、激動の
時代を生きた、幕末から明治
維新の偉人たちの足跡をたど
ります。洗足池駅集合、上野
を経由して日比谷の「かごし
ま遊楽館」で解散します。
★10/5（金）10：00～13：30
☆10/9（火）10：00～13：30
★特別受講料1,080円  
※ 2日間同じ内容です。どちらか1日をお選びくだ
さい。途中20分程度休憩有り。

たのしい俳句入門
超結社言問句会代表　藤波 康雄

　日々のちょっとした感
動を気軽に俳句にしまし
ょう。日記の片隅に一
句、記念になりますよ。
★第３水曜
　11:00～13:00
☆10/17～ ６か月6回
　15,552円    よみカル  9/19

１から始める文章講座
小説家　誉田 龍一

　少しの努力で書きたいものが
自由に書けるようになります。
★第２・４土曜 11:00～12:30
☆10/13～ ３か月6回
　16,200円
   よみカル  9/22

江戸っ子に学ぶ粋な暮らし
江戸歴史研究家　伊藤 寿

　江戸っ子の豊かな生
活文化を学び、細や
かな感性に触れます。
★第２土曜
　10:30～12:00
☆10/13～ ６か月6回
　16,848円
   よみカル  10/13

新設 新設 新設

新設

※ 受講料の他に資料代、入館料、食事代、交通費、保険料など
が別途必要な講座もございます。
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講座

公開
講座

公開
講座

公開
講座

公開
講座

新設 新設

★第３木曜　10:30～13:00

新設 新設

★第２月曜 10:00～12:00

新設

公開
講座

新設

声出し発声 朗読教室
★第１・３金曜 15:00～16:30

文芸・教養

公開
講座

居合（柳生新陰流）入門
＜監修＞武道道場

「新陰流協会」師範
小山 将生

★第２・４月曜 20:40～21:40
☆10/8～ ３か月6回
　15,552円    よみカル  9/24

古武術入門
古武道萬葉塾代表　新井 俊

　古武術の基本は心と体の自然に逆らわない柔
らかな稽古。無理のない動きと自然な姿勢が身
につきます。護身術、介護への応用まで。
★月曜 20:10～21:40
☆10/1～ ３か月12回 28,512円　    よみカル  9/24

殺陣道でリフレッシュ　日本殺陣道協会師範　菊地 竜志
時代劇でおなじみのチャンバ

ラアクション「殺陣」。演技表現と
しての美しい「型」を習得します。
★第１・３・５水曜 20:30～21:40
☆10/3～ ３か月7回
　19,656円　    よみカル  9/19

『KATANA』作者が語るマンガと日本刀
漫画家　かまたきみこ

異世界ファンタジー、近未来
SFなどを手がける。日本刀の魂魄
（こんぱく）が主人公の滉（あきら）
の研ぎによって輝きと神聖さを取
り戻すストーリーの『KATANA』
は現在18巻を数える。日本刀取
材をエッセイにまとめた『鐵火（て
っか）』KATANAメイキングも隔
月連載中。人気作家が日本刀に
ついてお話します。
★9/30（日）13：30～15：00　☆3,240円

日本刀の世界 （公財）日本刀文化振興協会  派遣講師陣
刀剣の制作工程、鞘、白銀

などを学び、実際に刀の研磨実演
などをご覧いただきます。
★第３日曜 13:30～15:00
☆10/21～ ６か月6回 19,440円 
★通常体験 10/21

新設

★第１・３日曜 10:20～11:20　    よみカル  9/16

シネマアクション(女性専科)
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
★第１・３火曜
　18:50～20:20
☆10/2～ ３か月6回
　16,848円 
   よみカル  9/18

新規新設

刀
特
集

公開
講座

タロットカード占い（土曜）
フォーチュンカウンセラー　草野 日和皓

　タロットカードの不思議な世界が、貴方の深層
心理、身近な人たちの気持ちを教えてくれます。
★第２土曜 13:00～14:30
☆10/13～ ６か月6回 14,256円     よみカル  10/13

九星気学　鑑定
全国易聖道学会　日本易学承聖会師範鑑定士　青木 耀令

　おひとり20分間鑑定します。
★9/29（土）13:00～17:00 ☆特別受講料1,080円

１から始める四柱推命
日本・推運学会専務理事・

(一社)日本占術協会相談役　清水 誠
　的中率の高さから、占いの帝王といわれている
四柱推命。生年月日から性格、運勢、相性、適職、
恋愛、結婚、金運、家庭運など知ることができます。
★第１・３月曜 19:00～20:30
☆10/1～ ３か月6回 14,904円　    よみカル  10/1

四柱推命  鑑定
おひとり20分間鑑定します。

★9/15(土)10：30～16：00　☆特別受講料1,080円

手相入門～西洋と東洋～
文学博士・人体科学会学術会員　岡田 人篤
　西洋式手相と東洋式手相を中心に運
命学・成功哲学など、幅広く占いを学
びたい方を歓迎します。
★第3月曜 12：45～14：15　☆6か月6回15,552円　    よみカル  9/17

新設新設

公開
講座

★第２・４火曜 10:30～12:00　    よみカル  9/25

開運気学
★（入門）第２・４火曜 13:00～14:30    よみカル  9/25
★（基礎）第１・３火曜 19:00～20:30    よみカル  9/18
四柱推命
★（基礎）第２・４木曜 13:00～14:30    よみカル  9/27
★（入門）第２・４木曜 19:00～20:30    よみカル  9/27

★第１・３木曜 19:00～20:30　    よみカル  9/20
★第３日曜 13:00～14:30　    よみカル  9/16

占
い

健
康

大相撲特集

国宝の仏像を学ぶ イラストレーター・文筆家　田中 ひろみ

　国宝は「国
民の宝」と
して指定さ
れた文化財
で、仏像は
130件ほど
あります。「ど
この仏像を
拝観に行った
らいいでしょ
うか？」。そう
聞かれたら
「まずは国宝の仏像を」と答えます。さすがに国宝は素晴らしい仏像ば
かりです。国宝仏を通して仏像の年代や種類などを、学びましょう。
★10/21（日）13:00～15:00　☆2,484円　★資料代 108円　

般若心経を基礎から学ぶ
奈良薬師寺執事長　加藤 朝胤

　全ての動物は、自然の流れに抗いま
せん。精一杯今を生きて、それ以外の
事は全て天に任せて楽しく生きていま
す。私たちも、生老病死の流れに身を
任せて、ラク～に生きてみてはいかが
ですか。般若心経を通してお釈迦様は
正しい生き方を示して下さいます。
★9/30（日）13:00～14:30　☆2,484円

公開
講座

公開
講座

御詠歌（ごえいか）
豊山流大師講詠秀　羽子田 範宥

　昔、西国三十三ヶ所の霊場の巡礼
者が、空海の教えを繰り返し唱えるう
ちに生まれたのが御詠歌です。
★第４月曜 13:00～15:00
☆10/22～ ６か月6回 15,552円　    よみカル  9/24

仏画教室 画家　新井 光葦
　仏様の姿を心にうつしてみませんか？
初めての方には写仏から、経験者には
色紙で日本画、仏画へと進めていきます。
★第２・４水曜 13:00～15:00
☆10/10～ ３か月5回 14,040円
   よみカル  9/26

仏様・仏像

公開
講座

シカゴ美術館にて印象派絵画を
楽しむ人々 © Phil Roeder

龍泉寺（目黒不動尊）

新設

プロの講師に鑑定してもらおう！

仏教美術の見方
元ボストン美術館研究員　神田 房枝

　仏教美術を楽しく鑑賞していますか？イン
ドからシルクロード、日本への伝播と進化に
ついて、仏像と仏画を中心に分かりやすく
解説します。美術館観覧も予定しています。
★第１・３日曜 12:45～14:15
☆10/7～ ３か月6回 18,144円 
★通常体験 10/7

新設

新設

プロの講師に鑑定してもらおう！

吟詠歌謡・剣舞・詩舞
千秀会会長
横山 千秀

★第１・３・５火曜
　13:45～15:15
☆10/2～ ３か月6回
　15,552円
   よみカル  9/18

画像　©『KATANA』月刊ASUKA

講師作品©Aoyama Hina

公開
講座

はじめての短歌と連歌
★第２金曜 10:30～12:30　    よみカル  10/12
柿本人麻呂と１３００年
★第２金曜 14:30～16:30　    よみカル  10/12

出版：新宿書房

写真提供：国営ひたち海浜公園

秋のお楽しみ抽選会
受付開始～９月末（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
続きをされた方全員（継続・新規）を対象に
商品券などが当たる抽選会を行います。

秋のお楽しみ抽選会
受付開始～９月末（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
続きをされた方全員（継続・新規）を対象に
商品券や木下大サーカス招待券などが当た
る抽選会を行います。

当麻曼荼羅、メトロポリタン美術館蔵
外へでかけよう


