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◆出演　博多華丸　南沢奈央
　　　　大空ゆうひ　長谷川初範 ほか
◆10/23（日）12:00開演
　10/25（火）12:00開演
◆12,500円（会員12,000円）（S席）
※ 明治座３階売店で使える500円のお

買物券付き！

　とある九州の港湾都市・羽世保の人間
模様に、和太鼓、タップダンス、JAZZの
魅力を盛り込んだパワフルな舞台です。

■明治座
羽世保スウィングボーイズ■国立劇場

　事前レクチャー付き観劇

「奥
お う

州
しゅう

安
あ だ ち が は ら

達原」
◆9/20（火）
　17:15開演、
　事前レクチャー
　16:15～
◆7,700円
　（会員7,200円）
　（１等席）

■国立劇場
　事前レクチャー付き観劇

「通し狂言
 義経千本桜」

◆出演　尾上菊之助 ほか
◆10/16（日）17:00開演、
　事前レクチャー16:00～
◆12,500円（会員12,000円）（１等席）

 会場：読売新聞東京本社3階「新聞教室」

　「国立劇場」の
設立から現在ま
での56年間の
歴史を振り返り、
特に節目となっ
た公演や、果た
してきた文化的
な役割などを解
説します。

　日本語に強くなり
たい人、日本語をより
良く使いたい人向け
の講座です。

◆10/8（土）13:00～14:30
◆3,300円（会員2,750円）

◆10/23（日）
　10:00～11:30
◆3,850円

　沖縄本土復帰50年の報道の大
半は「解決途上の基地問題と経済振
興」に集約されていますが、それだけ
ではありません。沖縄を歩き続け30
年になる講師が、観光や移住、事件
や流行などをテーマに、独自の視点で
「本土復帰50年」をお話しします。

紀行ライター　カベルナリア吉田
沖縄復帰〈裏〉50年史国立劇場のあゆみ

日本語力をスキルアップ
～校閲オンライン講座

国立劇場提供

国立劇場提供

読売新聞東京本社 紙面審査委員会委員　島津 暢之

◆11/26（土）13:30～15:00
◆3,850円（会員3,300円）、
　オンライン2,750円　

明治大学名誉教授、元国立劇場制作室勤務　神山 彰
初代国立劇場さよなら公演

9月文楽公演
10月歌舞伎公演

昭和39年建設中の様子
＝国立劇場提供

　日本全国を飛び
回るバイヤーだから
こそ知っている和菓
子の魅力をお届け。
１０種ほどの和菓子
を試食付きでご紹
介します。

◆11/19（土）13:30～15:00
◆3,300円（会員2,750円）　教材費1,650円

髙島屋和菓子バイヤーが紹介する
和菓子の魅力 髙島屋和菓子バイヤー　畑 主税

錦秋のお江戸歩き
お江戸ウォーカー・演芸ライター　山口 則彦

　わかりやすくて面白い解説とともに江戸の名所を
ご案内します。
★Aクラス（第3火曜）10/18～
　①両国　②三田～泉岳寺　③佃島～明石町
★Ｃクラス（第3木曜）10/20～
　①神楽坂Part1　②江戸城　③銀座Part2
★Ｄクラス（第2木曜）
　10/13～
　①芝・増上寺
　②板橋宿
　③品川宿
★各10:30～13:00
★各3月3回9,900円

鉄道沿線のんびりさんぽ
フリーライター　千本木 亨雄

　東京とその周辺に残
るいくつかのローカル線
を順次まわります。沿線
の観光も楽しみましょう。
★第4水曜
　10:00～13:00
★6か月5回18,700円
　10/26～

九星気学と開運法入門
フローリーディング研究所　主宰　中村 彩祐子

　気学は単なる占いでは
なく、運命学開運法です。
気学を学び「機」を捉え、
自ら運命を開拓しましょう。
★第2火曜
　11:00～12:30
★6か月6回20,790円
　10/11～

手作り石鹸を作ろう（夜）
手作り石鹸スタジオCiao*soap主宰・シニアオイルソムリエ

Ameo （あめお）
　“肌活”を始め
ませんか？基礎
的な知識や原
料についても
学びます。

★第4木曜18:30～20:30
★6か月6回22,440円 10/27～　   事前体験 9/22

～台本書きから実演指導まで～
貴方の原稿を講談に！

講談師・田辺一鶴門下　初代工学院　鋭鶴
　本格的な台本書きから、
披露できるように実演まで
指導します。
★第3日曜10:30～12:30
★6か月6回19,800円 
　10/16～
   事前体験 9/18

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、
心が和むオアシスになるでし
ょう。
★第3日曜10:30～12:30
★６か月6回19,140円
　10/16～
   事前体験 9/18

スージィーの腹話術
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
コースです。
★第1土曜15:30～17:30
★6か月6回28,050円
　10/1～
   事前体験 10/1

タピボン手芸
タピボン手芸研究所主宰　山岸 万里子

　 毛 糸を使っ
て、 一 つ の 技
法のみで作りま
す。 絨 毯 のよ
うな手触りで重
厚感のある作
品です。

★第3金曜13:00～15:00
★6か月6回19,800円 10/21～　   事前体験 9/16

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
本で仕上げるモノ
クロームの切り絵。
★第3日曜
　13:00～15:00
★6か月6回
　24,750円
　10/16～
   事前体験 10/16

50歳からのK-POPダンス
よみうりカルチャー講師　洪 載善
　格好良いK-POPの振り付
けをベースにゆっくり楽しく
すすめていきます。
★第1・3金曜
　16:40～18:10
★3か月6回19,800円
　10/7～
   事前体験 9/16

癒やしのカンボジア舞踊
カンボジア古典舞踊家・

日本カンボジア舞踊協会理事
山中 ひとみ

　神秘的でゆっくりした踊り
と、ヨーガ、体操を加えた全
身運動のクラスです。
★第2・4金曜10:30～12:00
★3か月6回19,140円
　10/14～
   事前体験 9/30

ルノルマンカード占い入門
鑑定士　さてら

　オーストラリア・ウィーン発祥、美しい絵柄36枚の
小さなカードを使った占いです。カードに秘められた
意味は奥深く、人生のあらゆる悩みに答えてくれます。

★第4日曜15:00～16:30
★6か月6回21,120円 10/23～　   事前体験 9/25

季節のハーブで作る
アロマキャンドル
日本アロマ環境協会アロマセラピスト　中川 真李

　季節にぴったりのハ
ーブや植物を使って、
ぷるぷるのアロマキャン
ドルを作っていきます。
★第2日曜
　14:30～16:00
★6か月6回19,800円
　10/9～
   事前体験 10/9

健康マージャン
（女性専科・経験者）

日本健康麻将協会　レッスンプロ
柴崎 健司

　「楽しく・マナー良く」を第
一にマージャンを通して脳を
活性化していきましょう！
★第1・3月曜12:30～14:30
★3か月6回20,790円
　10/3～
   事前体験 9/19

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

　いつでもどこでも手軽に
「占いたい時」に占える
タロットカードの世界を楽
しく勉強しましょう。
★第2土曜13:00～14:30
★６か月6回18,150円
　10/8～
   事前体験 9/10

すぐに使える「マジック入門」
マジシャン、シンガーソングライター　Mr.モロー 

　目の前で超不思議な現象が
起こります。手順通りにやれば、
どなたでも大丈夫！
★第2日曜13:00～14:30
★6か月6回18,480円
　10/9～
   事前体験 9/11

鉄道模型をつくる
「サークル混合列車」会員　桜井 孝信

　真鍮製キットを手間暇かけて作る大人のホビー。
仲間同士ノウハウを交換しながら楽しく作りましょう。

★第2・4土曜10:30～12:30
★3か月5回19,250円 10/8～

創作人形教室
人形作家　加藤 珠美子

　愛らしい子供の一瞬の
表情やしぐさを表現しま
す。全１６工程で1作品を
手作りで仕上げます。
★第2・4水曜
　10:30～12:30
★3か月6回25,740円
　10/12～

アラビアンダンス（超入門）
al Amal主宰　加藤 みさ

インストラクター　Hilmiya
　年齢を問わ
ず、女性なら
ではのボディ
ラインを活か
したムーブメン
トを身につけ
て、基礎体力
の向上を目指
しましょう。

★第1・3月曜19:00～20:30
★3か月6回19,140円 10/3～　   事前体験 9/19

ウイルスから
体を守る食事術

漢方スタイリスト・薬膳アドバイザー　さら 
　日々の食事
が体の免疫力
を左右します。
コロナ禍を元
気に過ごすた
めの秘訣もお
伝えします。

★第2・4火曜13:00～14:10
★3か月6回19,800円 10/11～

体にやさしい薬膳＆
漢方の知恵②土

　体質に合った
食生活が健康を
作ります。日々
の生活に取り入
れやすく、すぐ
に役立つ内容の
講座です。

★第2土曜13:00～14:30
★6か月6回20,790円 10/8～　   事前体験 10/8

ゆるくはじめる囲碁入門
関西棋院　囲碁棋士　大熊 悠人

　囲碁を始めてみたい
方が自分のペースで上
達できる教室です。
★第1・3月曜
　15:30～17:00
★3か月6回
　18,480円 
　10/3～
   事前体験 9/19

令和らくご塾
よみうりカルチャー講師　長井 好弘

　さまざまな角度から落語
の楽しみ方を伝授。講師秘
蔵の映像などで名人たち
の高座に思いをはせます。
★第2・4日曜
　10:30～12:30
★3か月6回20,790円
　10/9～    事前体験 9/25

気軽に楽しむ一眼デジカメ
英国王立写真協会理事、日本写真協会会員、日本写真作家協会会員

森 誠子
　教室での講座
のほか四季折々
に撮影会等を実
施しながら写真
展なども行いま
す。皆で仲良く
楽しく写真を楽
しむクラスです。
★第2金曜13:30～15:30
★6か月6回23,430円 10/14～　   事前体験 9/9

スワロフスキーを使った
大人のデコアート

日本デコアーティスト協会認定　総合デコアーティスト
大浪 愛美

　フェイクスイーツ、デ
コパージュ、レジン等わ
かりやすく指導します。
★第２日曜
　15:00～17:00
★3か月3回10,395円
　10/9～

かわいい
ミニチュアフード(基礎)日
監修：日本ミニチュアフード協会代表　野津 礼奈 

担当講師　miyu
　樹脂粘土で作るキュートなミニチュアフードの
数々。作って、飾って、楽しみましょう。

★第2日曜13:00～14:30
★6か月6回21,384円 10/9～

職人が教える手描き友禅
荒川区伝統工芸保存会　手描き友禅作家　笠原 以津子

　下絵を写し、見本を見ながら手描き友禅が簡単
に学べます。
★第3火曜
　13:30～15:30
★6か月6回
　19,800円
　10/18～
   事前体験 10/18

おもしろ半島ちば2022
千葉地理学会元会長、秀明大学非常勤講師　鎌田 正男

　千葉の魅力を再発見のシ
リーズとして5回の街歩きに
出かけます。
★第1木曜13:00～16:00
★6か月5回18,150円
　10/6～

NYフラワースタイル＆
 テーブルセッティング

リビングカラー講師
塚原 由利子

　ニューヨーク生まれのフラワ
ーアレンジをテーブルセッティ
ングと一緒に楽しく学びます。
★第2木曜10:15～12:15
★6か月6回19,140円
　10/13～
   事前体験 9/8

民謡入門
EMIレコーズ・ジャパン　塚原 ひろ美

　講師が演奏する三味線で、民謡を歌ってみ
ませんか。正しい発声やミニ知識も学べます。
★第1・3土曜10:30～11：45
★3か月6回19,800円 10/1～
   事前体験 9/17

基礎ヴォイス
トレーニング（月曜）

元愛知県立芸術大学講師　二期会会員　三崎 今日子
　課題曲で発声の基礎を
学びます。表現力も身に付
けて、声に自信をつけまし
ょう。
★第1・3月曜
　13:10～13:55
★3か月6回21,450円 
　10/3～
   事前体験 9/19 ゼロから始める

ハーモニカ入門 個人
全日本ハーモニカ連盟常任理事

大竹 英二
　基本を覚えてからレパート
リーを増やし幅広い演奏を楽
しみます。（30分個人）
★第１・３水曜13:30～15:30
★３か月6回29,040円
　10/5～
   事前体験 9/21

うたごえ広場
日本アコーディオン指導者協会理事長

五十嵐 美穂
　アコーディオンを伴奏に、歌
集を手に皆で声を合わせたそん
な時間を再現します。
★第2日曜11:00～12:15
★6か月6回20,790円 10/9～
   事前体験 9/11

ジャズボーカルレッスン
ジャズボーカリスト　坪井 紀美江
　素敵なジャズのスタンダード
ナンバーを歌いませんか？個
性を大切に、分かりやすくアド
バイスしていきます。
★第2・4木曜18:30～20:00
★3か月6回19,800円
　10/13～　   事前体験 9/22

★第1・3土曜18:30～20:00
★3か月6回19,140円 10/1～　   事前体験 9/17

一から学ぶ
楽しい韓国語入門

よみうりカルチャー講師　沈 貞淑
　初めて韓国語を勉強する方
へ。言葉を通じて韓国への理解
を深めてみませんか。韓国の情
報も取り入れて楽しいレッスンを
目指します。
★毎週月曜16:00～17:30、
　19:00～20:30
★各3か月12回39,600円 10/3～    事前体験 10/3

韓国語＆韓国情報
駿台外語＆ビジネス専門学校主任　洪 載善

　韓国に旅行に行かれる方に
役立つ講座です。カタコトの
韓国語が話せる方対象です。
★第3金曜19:00～20:30
★3か月3回9,900円 10/21～
   事前体験 9/16

古地図と
浮世絵でめぐる東京

㈱歩き旅応援舎　岡本 永義
　古地図を見ながら
歩き、目の前に見え
る風景を浮世絵や古
写真と見比べ、現在
の町のルーツをさぐ
ります。

★第4火曜10:00～13:00
★6か月6回21,384円 10/25～

フレッシュ＆アーティ
フィシャルフラワー

JUN FLOWER SALON主宰
岡村 淳子

　英国の伝統スタイルや
最新デザインを、初心者
の方からプロを目指す方
まで指導します。
★第1・3日曜
　10:30～12:30
★3か月7回22,330円
　10/2～
   事前体験 9/18

ドイツリートの楽しみ
声楽家　大澤 桃佳

　ドイツリートの歴史や歌曲
でドイツ語発音法を学び、
みんなで楽しく歌います。
★第2日曜13:00～14:30
★3か月3回10,725円
　10/9～
   事前体験 9/11

土曜日のフルート　
　初心者から経験のある方まで、個々のレベル
に応じて楽しくレッスンします。 （30分個人）
★第2・4土曜17:30～21:00
★3か月6回23,100円 10/8～　   事前体験 9/24

ハワイ語で歌うフラソング
カトーエミイ舞踊塾フラアーツ専属講師　ハーラニ 戸沼
　ハワイ語の歌詞を学びなが
らフラソングを美しく歌いあげ
ます。
★第2日曜11:45～13:00
★6か月5回16,500円
  11/13～
   事前体験 9/11

初めてのカラオケ
VAPレコード・ヴォイストレーナー　黒木 美帆

　発声から歌唱まで指導する
カラオケ教室です。自分の
歌声に自信を付けましょう。
★第2・4火曜15:30～17:30
★3か月6回19,800円
　10/11～
   事前体験 9/27

台湾中国語入門
よみうりカルチャー講師　張 シュウフン

　台湾の習慣や文化紹介も交
え、旅先で使える台湾中国語
を学びます。
★第1・3日曜13:00～14:30
★3月6回19,800円
　10/2～　   事前体験 9/18

英語で読み解く
アメリカ文化

（独）国立東京工業高専名誉教授
　竹田 恒美

　英語表現を学びながら、ア
メリカ人の生き方やものの考
え方に接していきます。中学
卒業程度の英語力があれば理
解できる講座です。

★第1水曜19:00～20:30
★3月3回9,900円 10/5～　   事前体験 10/5

おいしいパン屋さんめぐり
アートディレクター　幕内 政治
　月に一度のお楽しみ！美
味しいパン屋さんを探して
みませんか？
★第2水曜10:30～13:30 
　10/12～
★第2金曜10:30～13:30
　10/14～

★各6か月6回21,450円

個性と感性を磨く
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土曜
　10:30～12:30
★6か月6回
　19,140円
　10/1～
   事前体験 10/1

日曜水墨画
墨承会主宰　神取 承子

　基本的な筆の使い方
から指導します。墨と
顔彩で「あなたの水墨
画」を描きましょう。
★第2・4日曜
　10:30～12:30

★3か月6回20,460円 10/9～　   事前体験 9/25

フルート入門　個人
東京芸術大学卒業、フルーティスト　黒田 育子

　心に染み入る美しい音
色の楽器、フルートを基本
から上級の演奏法、音楽
の作り方まで指導します。

（30分個人）
★毎週金曜15:00～20:30
★3か月9回36,135円
　10/7～　   事前体験 9/16

楽しいオカリナ（入門）
武蔵野音楽大学卒　フルート・オカリナ奏者

有延 千尋
　昔懐かしい童謡など耳馴
染みのある曲を使い基礎
を丁寧に指導します。
★第1・3火曜
　10:30～11:30
★3か月6回20,130円
　10/4～
   事前体験 9/20

クラシック音楽＆
コンサート鑑賞入門

音楽プロデューサー　佐藤 浩士
　クラシックの名曲を通して、
その曲のエピソードを交えな
がら楽しく鑑賞します。
★第４日曜10:30～12:30
★3か月3回10,395円
　10/23～　   事前体験 9/25

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　いけがみ しょうこ
　 赤ちゃんと
の”今”が今より
もっと楽しめる
ものになるよう
にベビーサイ
ン育児を応援
サポートしてい
きます。

★第2金曜10:20～11:50
★6か月6回20,526円 10/14～　   事前体験 9/23

ジュニア・カンフー
元・武壇国術推広中心台北本部教練ナンバーシステム・

カンフーインストラクター　高島 匡弘
　伝統のカンフー
の動きを6つのス
テップと6方向の
基本技を組み合わ
せて自由に技を展
開できるよう指導
します。
★第1・3水曜
　17:30～18:30
★3か月6回13,200円 10/5～　   事前体験 9/21

集中力アップ！ こども囲碁
関西棋院　囲碁棋士　大熊 悠人

　集中力を養う
のにぴったりの
講 座 です。 小
学生以上対象。

★第1・3月曜17:10～18:10
★3か月5回16,500円 10/3～　   事前体験 9/19
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外国語

☎03-3870-2061お申し込み・
お問い合わせ野外で楽しむ

講談師と行く
「昼飯前にひとっ旅」

講談師　神
かん

田
だ

 菫
すみ

花
か

　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
　10/4～New

リニュー
アル

リニュー
アル

基礎から学ぶ株式投資
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

川田 英利
　結果を出すための初心者の方でも安
心して楽しく学べる、株式投資の講座
です。
★第2・4金曜17:45～19:15
★3か月6回20,592円 10/14～
   事前体験 10/14

New

New

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

2022年10月期

 カリスマ男性保育士 てぃ先生の
 ママもパパも楽しくなる子育て術
　子育てに悩んだり、子どもが言うことを
聞かなくイライラしてつい怒ってしまうこと
ありませんか。現役の男性保育士てぃ先生
が保育園では当たり前のことだけど、実は
あまり知られていないことやエピソードを交
えて、「そうなんだ！」「なるほど」と参考に
なる子育て術をお教えします。子どもの気
持ちを理解し、ほんの少しの工夫や考え方
の切り替えをすることで、子育
てが楽しいものに変わります。
※ 当日オンライン配信も行い

ます。お申し込みは➡
★12/10（土）14:30～15:30
　会場：シアター 1010 ギャラリー　　
　　　 （マルイ北千住店 11 階）
受3,300円（会員2,750円） 維220円

　クリスマスマーケットはドイツから世界中に伝
わりました。第１部ではプロテスタント系住民が
多い北ドイツの様々なマーケットを紹介します。

★北ドイツ編11/27（日）13:00～14:30

第１部　北ドイツ編

手作りクリスマス
アロマキャンドル

日本アロマ環境協会アロマセラピスト　中川 真李
　クリスマスを香りで楽し
みませんか。環境にもやさ
しいソイワックスで手作り
します。
★12/11（日）
　14:30～16:00
受3,300円 教1,800円
維220円

受2回8,800円（会員：7,700円） 維440円
※この講座は教室でもオンラインでも受講できるハイブリット型（ZOOM）講座です。

「犬育て」一緒にしていきましょう！
犬のしつけ ドッグトレーナー、防災士　長田 翔太
　色々な場面で起こるワンちゃんの問題行動を防ぐためには、正しいし
つけが必要です。基本的なしつけの方法とちょっとしたコツをお話ししま
す。事前にお悩みをお寄せいただき、当日お答えする時間も設けます。
★11/3（木）10:30～12:00
受3,300円(会員：2,750円） 維220円

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！ チョークアートでか
ぼちゃを描きます。絵が
初めての方でも、基本か
らできます。

★10/8（土）10:30～12:30
★10/5（水）18:00～20:00
受各3,300円 教500円 維220円

仏様を写す
画家　新井 光葦

　仏画の基本「写仏」を
体験してみませんか。教材
は講師がお貸しします。
★9/28（水）
　13:00～15:00
受3,300円 教1,000円 
維220円

お仏壇飾り
JUN FLOWER SALON主宰　岡村 淳子

　シックな色合いの花材を
使って、落ち着いた雰囲気
のお仏壇のアレンジを作成
します。
★9/18（日）13:00～15:00
受3,740円（会員：3,190円）
教4,000円 維220円

化け子の「脱！老け顔」
ヘアメイクの秘策

ヘアメイクアーティスト　岸 順子
 　加齢現象と戦
う40代以上の女
性の救世主「ヘ
アメイク職人化
け子」。ヘアメイ
ク歴34年で多く
の女優から信頼
され、磨き上げ
たスキルをトー
クと実演でたっ
ぷり紹介します。
★10/15（土）13:00～14:30
　会場：読売新聞東京本社3階「新聞教室」
受4,950円（会員：4,400円） 維220円

　カトリック系住民が多い南ドイツではサンタクロー
スが12月6日にやって来ます。南と北で少し異なる
マーケットの様子、クリスマスの歴史を紹介します。

★南ドイツ編12/18（日）13:30～15:00

おいしいパン屋さん
（シュトーレン食べ比べ編）

アートディレクター　幕内 政治
　クリスマス前にパ
ン屋さんに登場する
ドイツの伝統的な
発酵菓子、シュトー
レン。10種ほどを
試食します。お店ご
との味わいの違い
を楽しみましょう。
★12/1（木）10:30～12:00
受3,300円（会員：2,750円） 教1,100円 維220円

クラッチ・ステムのツインブーケ
日本フラワーデザイナー協会本部講師

フラワースタジオFiorire主宰　増田 由美
　SNSで話題のハート型ブー
ケを制作します。サテンのリボ
ンとフワフワで可愛いラッピング
をしてお持ち帰りいただきます。
テーブルアレンジにもなります。
★9/17（土）10:30～12:30
受3,740円（会員3,190円） 
教3500円 維220円

お彼岸のフラワーアレンジメント
　大切な方に想いを込めて、
柔らかな雰囲気の色合い豊
かなアレンジメントを作成し
ます。
★9/11（日）10:30～12:30
受3,740円（会員：3,190円）
教3,850円 維220円

ワンデービーズ
アクセサリー教室

アトリエるるど　ビーズコーディネーター　坂田 弘美
　初めての方も楽しんで作って、身
に着けてお帰り頂けます。手作りの
楽しさを味わえる基礎クラスです。
★11/3（木）10:30～12:30
受3,630円（会員：3,080円） 
教2,000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
　様々なパールや天然石で
お好みのアクセサリーを作り
ます。パーツの選択は自由。
※当日、お選びいただいた
パーツによって教材費は異な
ります。
★10/30（日）13:00～15:30
受3,850円（会員：3,300円） 
教3,000円～ 維220円

カサハラ式
足と健康との関係

外反母趾・浮き指研究家
カサハラフットケア整体　院長（柔道整復師）　笠原 巖

　今回の講演
では『足と健康
との関係』、「自
分で自分 の健
康を改善するケ
ア方法」につい
て解説。足と体
のバランスを整
え、健康寿命を
伸ばしましょう。

★10/1（土）13:00～15:00
受4,070円（会員：3,520円） 維220円
※３本指テーピング靴下進呈

「腸とこころのつながり」に
ついて学ぼう

腸心セラピスト・カウンセラー　日ケ久保 香
　自身の腸と対話する方法「オモシロ腸診断」を

体験しながら、腸の
不思議とこころ（感
情）の繋がりを学び
ます。 お腹の不調
や便秘、冷えの予
防、ストレス社会に
負けないセルフケア
に役立てましょう。

★10/1（土）13:00～14:30
受3,850円（会員：3,300円）
教300円程度 維220円

ローズとアジサイの秋色リース
Flower sweet主宰

石川 千恵
　落ち着いた色のプリザー
ブドのローズに、秋色のア
ーティフィシャルのアジサイ
を合わせてアンティークな
雰囲気のリースを作ります。

★10/30（日）13:00～15:00
受3,190円 教3,622円 維220円

プリザーブドフラワーの
壁掛けバスケットアレンジ

フラワースクール　アトリエフロレゾン　谷澤 美喜子
　秋らしい壁掛けのバスケットアレンジを作りま
す。古びた感じのリボンがポ
イントです。バラを開花させ
るテクニックも学びます。
★9/24（土）10:30～12:30
受3,740円（会員：3,190円）
教3,500円 維220円

パステルカラーのお仏花
　あたたかい色合いのパステ
ルカラーのプリザーブドフラ
ワーを使って、お彼岸のお仏
花を作成します。
★9/19（月・祝）10:30～12:30
受3,740円（会員：3,190円） 
教4,000円 維220円

ワンデー陶芸教室 火曜
陶芸家　内川 清徳

　湯呑みやお茶碗を自分
の手で作ってみませんか。
★9/20（火）
　10:30～12:30
受3,960円
　（会員：3,410円） 
教1,600円 維220円

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）　※12月29日（木）～2023年１月４日（水）は休業します。

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。

現代アートのつまみ食い
アートナビゲーター　深津 優希

　ゲルハルト・リヒター、
ダミアン・ハースト、バンク
シー、草間彌生など、私た
ちと同じ時代を生きるアー
ティストの中から巨匠と呼
ばれる作家を紹介します。

★10/5（水）19:00～20:30
受3,465円 維220円

グルテンフリーの米粉で
フラワーカップケーキ
　講師の焼いたふわ
ふわなカップケーキの
上に、餡クリームで色
とりどりのかわいいお
花を絞ります。
★11/29（火）
　13:00～15:00
受3,465円
教2,500円 維220円

クリスマス・ジンジャー
クッキーで作るお菓子の家
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
　日持ちのするジン
ジャークッキーを立体
的に組み立てて、ア
イシングやお菓子の
小物でデコレーション
します。楽しく夢いっ
ぱいのクリスマスス
イーツに仕上げます。

★12/5（月）13:00～15:00
受2,750円 教2,500円 維220円

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
　青柚子の皮で柚子胡
椒、果汁でポン酢、ゆ
ずの種でハンドローシ
ョンを作る盛りだくさん
の講座です。

★9/25（日）10:30～12:00
★10/14（金）18:30～20:00
受各2,750円 教各3,300円 維各220円

効果的なスクワット
&腹筋運動

フイッネストレーナー　高橋 亮太
　正しく効果的に体を鍛えるた
めのやり方をご指導いたします。
★10/31（月）14:30～15:30
受3,080円 維220円

久住昌之の孤独な散歩
作家・漫画「孤独のグルメ」原作者　久住 昌之

　漫画「孤独のグルメ」の原作者・久住昌之さんを
迎え、漫画やドラマの舞台裏を語ってもらいます。原
作者の仕事は面白いことを思いつくことだそうです。
ふとした散歩の途中に思いつき、ひらめき、思い浮
かぶ……。その散歩はしかし、「ふと」などというこ
ととはほど遠く、何かを求めて歩いて、歩いて。ネッ
トに頼らずひたすら路地をさまよう孤独な格闘や、今
でも印象に残っているお店などお話いただきます。
★11/23（水・祝）13:00～14:30
受3,850円（会員：3,300円）維220円

千住時代の森鷗外の魅力
作家　山崎 光夫

　森林太郎（鷗外）は、東京大学医学部を卒業後、千住で父の経営する『橘
井堂医院（きっせいどういいん）』を手伝っていました。”千住時代”は、あまり知
られていませんが、鷗外の生涯で唯一、
一介の町医者として一般診療に携わっ
ていた時期です。この千住時代を ｢鷗
外　青春診療録控――千住に吹く風」

（中央公論新社）から読み解き、青年医・
森林太郎に迫ってみたいと思います。
★10/23（日）14:00～15:30
受3,850円（会員：3,300円）
維220円

やすらぎの学び　 坐禅と法話
曹洞宗 大安寺徒弟　曹洞宗総合研究センター 研究生　久松 彰彦

　身体や呼吸をととのえ、
心やすらかに坐禅に親し
みませんか。坐禅の後に
は法話もあります。身体
と心を通じて生活に活か
せる禅の智慧を育んでい
きましょう。
★第1・3金曜
　10:30～11:45
★3か月6回
　18,480円 
　10/7～
   事前体験 10/7

New

古典文学に見る七十二候
聖徳大学オープンアカデミー講師　髙橋 啓市

　古典文学に記された暦（こ
よみ）・七十二候はどの様に
受容されていたか、日常生活、
その記録をたどってみます。
★第2・4月曜10:30～12:00
★3か月6回20,790円
　10/10～
   事前体験 9/26

楽しくはじめる脳活音読＆滑舌講座
KOTOSE式脳活音読インストラクター　大和田 なおこ

　脳活音読はリズムや簡単なア
クションを織り交ぜながら様々
な文章を読んで脳を活性化させ
る音読法です。
★第1・3木曜12:30～14:00
★3か月6回19,800円 10/6～
   事前体験 9/15

音読　源氏物語
古典を楽しむ楽古之会　田中 雄二

　源氏物語を音読し、光源氏と
女性たちが繰り広げる恋模様を
余すところなく味わいましょう。
★第2・4火曜10:30～12:00
★3か月6回19,800円
　10/11～　   事前体験 10/11

ナンバーシステム・カンフー
元・武壇国術推広中心台北本部教練

ナンバーシステム・カンフーインストラクター　高島 匡弘
　伝統のカンフーの動
きを6つのステップと
6方向の基本技に分類
し、その組み合わせで
自由に技を展開する。
★第1・3水曜
　18:40～20:10

★３か月6回19,800円 10/5～　   事前体験 9/21

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　中 れおな
　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 10/11～     事前体験 10/11

百人一首入門
文学博士・元法政大学講師　中野 方子

　美しいことばで綴られた
恋や季節の歌、人生の歌に
満ちた「百人一首」を少し
深く学んでみませんか。
★第1火曜13:00～14:30
★6か月5回16,500円
　10/4～
   事前体験 9/27

漢詩実作
全日本漢詩連盟理事・法政大学講師　後藤 淳一

　作品に対する論評・添削
を通じて漢詩の作り方を指
導、解説します。読むこと
だけでなく作ることも始め
てみませんか。
★第1火曜15:00～16:30
★6か月6回19,800円
　10/4～　   事前体験 9/27

演劇を学ぶ
　　シアターゲーム

俳優・演出家・カウンセラー　日ケ久保 香
　楽しいゲームで演技に必要な
スキルを身に付けましょう。役
になりきって演じることはストレ
スの発散にもなります。
★第2・4日曜14：30～16：30
★3か月6回19,800円 10/9～
   事前体験 9/25

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
　骨格のゆがみを
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 10/7～　   事前体験 9/16

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

　足腰に痛みの
ある方や、60歳
以上の方でも無
理なく安心して
行うことができる
体操です。

★第2・4金曜13:00～14:10
★3か月6回18,150円 10/14～　   事前体験 9/30

健康維持につながる
ウォーキング

日本ウォーキングセラピスト協会代表理事　長坂 靖子
　体の軸が歪んでいる
と、腰痛、肩こり、膝痛
などの原因に。体の軸
を正しい位置に戻して歩
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19140円 10/13～　   事前体験 10/13

江戸の風俗・文化・武士・庶民を知る
長谷川平蔵と火盗改

歴史時代作家　早見 俊
　鬼平という通称で知られる火
盗改頭取、長谷川平蔵は池波
正太郎の『鬼平犯科帳』で多
くの人々に親しまれています。
鬼平を知ることは、江戸の風俗、
文化、武士、庶民を知ることに
繋がります。鬼平を通じ、江戸
と言われた時代を学びましょう。

★第1・3木曜15:30～17:00
★3か月6回19,800円 10/6～　   事前体験 9/29

仏像のひみつ
歴史紀行家　小林 祐一

　仏像それぞれの性格や役割、その
見方を分かりやすく解説します。
★第3月曜10:30～12:00
★6か月6回19,800円 10/17～

美術を楽しむ
アートナビゲーター　深津 優希
　絵画、彫刻はもちろん、
様々な美術作品の鑑賞を、
ぜひご一緒に楽しみましょう。
★第1水曜
　19:00～20:30
★6か月6回20,790円
　10/5～
   事前体験 9/7

股関節&骨盤スッキリヨガ
ヨガインストラクター　横溝 惠子

　ヨガで骨盤まわりを中心に整えま
す。丹田（おへその少し下）を意
識する呼吸法で尿漏れやぽっこりお
腹など全身を改善していきましょう。
★第1・3木曜19:30～20:45
★3か月6回18,480円 10/6～
   事前体験 9/15

お勤め帰りの
リラックスヨガ

　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。初心者の方や身体の硬
い方におすすめです。
★第2・4木曜19:30～20:45

★3か月6回18,480円 10/13～     事前体験 9/22

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、すぐに体
を柔らかくし今まで
のストレッチの概念
が変わります。
★第２水曜
　14:00～15:30
★６か月6回28,512円 10/12～　   事前体験 9/14
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入会金不要の公開講座
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2023年のあなたの運勢

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
　お一人20分。12名限定。
★10/30（日）13:00～18:00
受3,300円（会員2,750円） 
維220円

手相鑑定
人体科学会学術会員　占い評論家 

岡田 人篤
　お一人15分。12名限定。
★12/6（火）10:30～14:30
受3,300円（会員2,750円） 維220円

運勢学で見る開運法
日本易学承聖会講師　小泉 徳峰

★12/9（金）10:45～12:15
受2,750円（会員2,200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

★12/12（月）18:30～20:30
受2,750円（会員2,200円）
維220円

flowerdesign angelique主宰　フラワー装飾技能士　高野 容子

第２部　南ドイツ編
本場ドイツのクリスマスマーケット巡り  旅行作家　沖島 博美

森鷗外没後100年 

■てぃ先生プロフィール
　関東の保育園に勤める男性保育士。ちょっと笑えて、可愛らしい子
どもの日常をつぶやいたツイッターが好評を博し、フォロワー数は55
万人を超える。著書は累計60万部を突破している。保育士として勤
務する傍ら、その専門性を活かし、子育ての楽しさや子どもへの向き
合い方などをメディアで発信。他園で保育内容へのアドバイスを行う

「顧問保育士」など、保育士の活躍分野を広げる取り組みにも積極的
に参加している。名前の読み方は「T先生」

ルノルマンカードの占い
鑑定士　さてら

★11/30（水）11:00～12:30
受2,750円（会員2,200円）
維220円

ハッピー手相学 手相家　青木 智
★11/30（水）11:30～13:00
受2,750円（会員2,200円）
維220円
※終了後、個人鑑定も行います
★11/30（水）13:50～17:45
　お一人15分。11名限定。

受3,300円（会員2,750円） 維220円

あなたの運勢を鑑定します 基礎を学んでじぶんで占う

リニュー
アル


