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絵画・書道

外国語
◎ 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。

クリスマスキャンドルを
木の実で飾りましょう

トロッケンゲビンデ講師
桜井 ゆき子

　乾燥した木の実、花などを
ワイヤーで結び、どこか暖か
みのあるキャンドルを飾ります。
★12/19（水）10:30～12:30
☆特別受講料1,080円
★教材費 2,300円

新設ハッピーカラーマンダラ
ハッピーカラーリスト SACHIKO　幸田 さちこ

　鮮やかな色で、人の心
と体に良い効果を与える
ヒーリングアートです。筆
を使わずに描くので誰で
も簡単に始められます。
マンダラを描きながら『色』
についても学べます。
★第１・３土曜
　10:30～12:30
☆1/19～ ３か月6回
　17,496円    よみカル  1/19

水曜夜のおとなの書道
（毛筆・筆ペン・ボールペン）

読売書法会理事　日下 秋芳
　書くこと、紙に向
かう緊張感を楽しみ
ましょう。ひらがなか
ら楷書、草書まで基
本から指導します。
★第２・４水曜
　18:20～20:20
☆1/9～ ３か月5回
　12,420円
   よみカル  1/9

お勤め帰りのカリグラフィー
カリグラファーズギルド会員　児玉 博弓

　書体の書き方から入
り、文章の練習をしな
がらカードやオリジナ
ル作品を作成します。
★第２・４月曜
　19:00～20:30
☆1/14～ ３か月6回 14,904円　    よみカル  1/14

いちから始める絵画
東京芸術大学大学院壁画研究室修了　山内 麻美

　まずは鉛筆デッサン
から、絵画の基礎を学
びます。ご希望に合わ
せて指導します。
★第１・３日曜
　13:00～15:00
☆1/6～ ３か月6回
　16,200円    よみカル  1/6

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
　まるでポエムのように、一枚
の絵画から生まれるストーリー。
あなたの心の中の風景を絵画で
表現しましょう。心象風景を美し
い抽象画で表現します。
★第２・４日曜 14:30～16:30
☆1/13～ ３か月6回 15,552円
   よみカル  1/13

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。
★第２金曜
　10:30～12:30
☆1/11～ ３か月3回 8,424円　    よみカル  1/11

楽しい絵手紙
日本絵手紙協会会員　今井 あかね

　手本を真似るのではなく、自由
に表現できる技法を学びます。
★第２・４木曜
　10:15～12:15
☆1/10～ ３か月6回 14,904円 
   よみカル  1/10

やさしい日曜油絵教室
日本大学芸術学部非常勤講師

宮田 義廣
　日曜日の午前中、ゆっくりと絵筆を
にぎってみませんか。物の見方、形
の捉え方を分かりやすく指導します。
★第１・３・５日曜 10:15～12:45
☆1/6～ ３か月6回 19,440円
   よみカル  1/6

写真から描く水彩画（初心者）
新槐樹社準委員　菅谷 功

　基礎からの勉強でどなたでも描け
る水彩画を目標に、写真を参考にし
ながら描きます。
★第１・３火曜 15:30～17:00
☆1/15～ ３か月6回
　15,552円　    よみカル  1/15

新規

新規

新規

新設

◆ 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。
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来年のあなたの
ハッピーカラーを知ろう！
ハッピーカラーリスト SACHIKO

幸田 さちこ
　今、気になる色から、今
後のあなたにパワーを与え
る色がわかります。
★12/15（土）10：30～12：30
☆特別受講料1,080円
★教材費 300円

クリスマスを彩る
ウォールスワッグ
　今年のクリスマスは、ひと味違う壁掛けで。
★12/9（日）13:00～14:30
☆2,754円　★教材費 4,300円

クリスマスまでに仕上げるマフラー
編物技芸村村上学園学園長

村上 真理子
　リバーシブルアフガン編
みでミニマフラーを作ります。
★12/11（火）
　10：30～12：30
☆特別受講料1,080円
★教材費 2,500円
　（編み棒と毛糸）

クリスマスのミニバスケット
日本手芸普及協会指導員　横倉 節子

　布でつくったテー
プを編んで、クリス
マス仕様のミニバ
スケットを作ります。
完成サイズW12×
H10×D7cm

★12/11（火）10:30～12:30
☆2,862円　★材料費 500円

縁起の良い花文字で年賀状
日本花文字の会理事　大塚 麻由

　初心者OK！ 鮮や
かな色を使い年賀状
を書いてみましょう！
★11/27、12/11（火）
　15：00～16：30
☆11/22、12/13（木）19：00～20：30
★各日特別受講料1,080円  ☆教材費550円

筆文字でクリスマスカード
デザイン書道作家　もり みさこ

　筆を使ってシッ
クなクリスマスカ
ードを作ります。
★12/3（月）、
　12/17（月）
　15:30～17:30
☆特別受講料1,080円　★教材費 500円

華やかなお正月飾り
梢ファンタジーフラワーアート主宰

伊藤 梢
　金、緑、赤と縁起の良い
色が引き立つアーティフィシ
ャルフラワーでしめ飾りを作
ります。玄関扉や壁などに…。
★12/16（日）
　13:00～15:00
☆特別受講料1,080円
★教材費3,500円

和布で作るお正月飾り
アトリエ「華麗塾」　橋本 麗花
　玄関やリビングにお正月
飾りとして、また晴れ着の髪
飾りとしても使えます。
★12/18（火）
　13:00～15:00
☆2,484円
★教材費 1,900円

ゴスペルミニレッスン
ゴスペル指導者 　神田エリザベス、Ｔ.ミノモ
　ゴスペルソングで、素敵なクリスマスを迎え
ましょう。受講
の後は、ゴス
ペル講座の受
講生による、無
料のクリスマス
コンサートをご
鑑賞ください。
★12/8（土）14：45～15：15 ☆特別受講料500円  

こどもの書初め教室
読売書法会理事、白鷗書道会副理事長

又木 白雲
　こどもの書初め教室で
す。学校の課題がある方
はお持ち下さい。
★12/26（水）13:00～15:00
☆2,322円

お勤め帰りのハーブ＆アロマ
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

　ハーブと精油を
暮らしの中で効果
的に使う方法を具
体的に指導します。
★第２・４金曜
　19:00～20:30
☆1/11～ ３か月6回
　16,200円
   よみカル  1/11

楽しいマジック入門
マジシャン　サブ片山

　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
☆1/15～ ３か月6回
　14,904円    よみカル  1/15

手作り酵素ジュース
健康カフェＯＤＬ　㈱ＭＡＳ代表取締役

リンパ療法師　福澤 恵美
　酵素は食物を消化、
新陳代謝を助ける働き
をしています。季節の
果物を使って酵素ジュ
ースを作りましょう。
★第１月曜
　14:00～15:30
☆1/7～ ３か月3回 3,240円

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
　「基礎からしっかり学
びたい」「写真のクオ
リティーや表現力を上
げたい」と思われる方
のための講座です。
★第２・４水曜
　13:30～15:00

☆1/9～ ３か月6回 16,848円　    よみカル  1/9

ちょっと素敵なまとめ髪
いま書店や通販で大人気の「とかす

だけで髪がみるみる生き返る！ 魔法のブラシ」
（主婦の友社）の著者が教えます
NPO法人マザーズホームケア全国講師会会長　稲垣 俊彦
　ピン打ちの基本から、日常
の簡単でおしゃれなクリップ
留めやポンパドール、縄編
み、夜会巻きなどをレッスン。
★第１日曜 15:00～16:30
☆1/6～ ３か月3回
　8,100円　    よみカル  1/6

一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
　四柱推命を基礎から
学び、自分や家族の運
勢を知り開運方法をみ
つけましょう。
★第1・3月曜 19:00～20:30
☆1/7～ 3か月5回
　12,420円    よみカル  1/7

新春の七福神巡り＆
美味しいランチ

お江戸ウォーカー・演芸ライター　山口 則彦

雑司が谷コース
★1/10（木）10：30～14：30　
　レトロな商店街巡りを含み、初
売りのにぎわいを楽しみます。
日本橋コース
★1/16（水）10：30～14：30
　12月にリニューアルオープンし
た老舗洋食店でのランチを予定。
☆各2,916円　★教材費 108円
☆保険料 100円　※食事代別

日本橋七福神プチ巡り&
至福のすき焼き「人形町今半」

絵地図師・散歩屋　高橋 美江
　プロの焼き手が目の前
で焼く絶品のすき焼きと
七福神ミニコースが合体
した充実のツアー。食
事代別6,000円程度。
★1/30（水）11：00～13：30
☆3,780円 ★教材費324円　☆保険料100円

お江戸の寺社探訪
寺めぐりアドバイザー　岡村 圭弘

　東京の各処
にある寺院や
寺社に参拝し
て、その由来
などを知り、
福徳を授かり
ましょう。
★第3水曜 10：30～12：00
☆1/16～ 3か月3回 8,100円

成東いちご狩りと
伊藤左千夫の生家を訪ねる

フリーライター　千本木 亨雄
　石塚山の中腹に建つ懸
崖（けんがい）造りが圧
巻な浪切不動院や「野
菊の墓」で有名な伊藤左
千夫の生家を訪ねます。
★1/30（水）10：20～15：00 ☆3,240円
★教材費216円 ☆保険料100円 ★入園料、食事代別

中気除不動尊の萬満寺参拝とランチ
聖徳大学教授　長江 曜子

　水戸街道きっての
古刹で全国唯一の
中気除不動尊霊場
として有名な松戸市
馬橋の萬満寺を参
拝し周辺散策後にラ
ンチをします。
★1/25（金）10：30～13：30　☆3,024円
★保険料 100円　☆食事代 2,800円

ベビーリトミック
（10か月～1歳）
国立音楽院講師・リトミック国際免許取得　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

☆各３か月6回 12,960円～
★各初日1/16　    よみカル  各1/16

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か月までのまだ言葉をうまく話せな
い赤ちゃんと簡単な手話や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ヶ月コース。
★第４金曜 10:20～11:50  ☆1/25～ 3か月3回 8,748円
★事前体験会 12/28（金）13:00～13:50　☆3,078円

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。小学生～高
校3年生対象。
★第１・３・５日曜 14:00～15:00
☆1/6～ ３か月6回 14,904円　    よみカル  1/20

新設

公開
講座

ジュニア・親子

★第2・4火曜 10:30～12:00　    よみカル  1/8

新規

新規

新規

新規

新規

新規

実践デジタル一眼レフカメラ
★第２・４水曜 15:30～17:30　    よみカル  1/9
カメラ女子のためのデジタルカメラ
★第２・４水曜 19:00～20:15　    よみカル  1/9

暮らしに潤いを　おしゃれ・趣味・野外

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
　お一人ずつマイカラ
ー＝お似合いの色を分
析します。お似合いの
色とは、皆様を若々し
く綺麗に演出してくれ
るサポートカラーです。
★12/22（土）
　10:15～12:30

☆3/30（土）10:15～12:30
★3,726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

　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。
★2/23（土）10:15～12:30 
☆4,482円　★教材費 324円

ファッションタイプ診断
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。
★1/26（土）10:15～12:30
☆3,726円　★教材費 259円

公開
講座

公開
講座

公開
講座

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」も自分で改善できます。
★1/30（水）13：00～15：00
☆2,808円
★特典：3本指テーピング靴下

橋本五郎講演会　２０１９年どうなる日本
読売新聞特別編集委員

橋本 五郎
　参議院選挙、２０２０年の東京オリ
ンピック、北朝鮮問題、温暖化によ
る天候の不順…。日本はどうなって
いくのか、私たちがきちんと知ってお
きたい日本の今を、政治記者、キャ
スターとしても活躍する橋本五郎氏
があなたに語り掛けます。めまぐるし
い政局の変化や社会問題をお茶の間
でおなじみの「五郎節」で解説します。
★２/１６（土）１３：0０～１4：3０
☆特別受講料2,160円カサハラ式 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
　足裏から全身のバランスを整えて「未病」を改善する方法を
学びます。各回のテーマは「へバーデンと転倒予防」「足と首

の不調の関係」です。
※各回教材付き。
★第１水曜 10:30～12:00
☆2/6～ ３か月2回
　5,400円
★通常体験 2/6

自分で戒名を考える 本寿院住職、土仏師　三浦 尊明
講師は全国各地で「つち

ぼとけ」教室を開催しています。
「戒名は高い？安い？」「戒名を自
分で付けてもいいですか？」など
の著書を出版し、講演も行ってい
ます。皆さんからの質問を受け付
けて、講義をすすめます。
★2/14（木）10:30～12:00
☆2,322円

般若心経入門講座
奈良薬師寺執事長　加藤 朝胤

　般若心経の真髄はパーラミッタです。
パーラミッタは波羅蜜多と音訳され「到
達」「達成」を意味します。迷いや不
安のない晴れ晴れとした心の状態であ
れば幸せの道（悟り）へ至ることがで
きるのです。
★12/9（日）13:00～14:30　☆2,484円

公開
講座
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公開
講座

公開
講座

つちぼとけを作ろう
★第２木曜 13:00～16:00
☆1/10～ ３か月3回 8,424円    よみカル  1/10

新春！ 親子デュオ大澤ファミリー
童謡唱歌スペシャルステージ
親子デュオ　大澤ファミリー　大澤 よしこ、大澤 和音

　心に染み
入るプロの
歌声を存分
に堪能した
後は、発声
練習を含め
たワンポイ
ントレッス
ン、皆さん
で思い切り
歌います。
誰もが楽し
める「童謡百人一首」も行います。大人から子供まで、
お一人でもご家族でもご参加ください。
★1/7（月）13：00～14：30　☆特別受講料1,080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
☆1/11～ ３か月6回 25,920円　    よみカル  1/11

たのしく歌おう 名曲教室
歌が好きだけど、自信のない方、基

本の姿勢から、世界・日本・抒情歌の名曲
など、丁寧にご指導します。
★第２・４金曜 10:45～12:15
☆1/11～ ３か月6回 20,736円　    よみカル  1/11

ギター個人レッスン
ジャズギターリスト　菅原 智明

　一人一人のレベルに合わせた、お
ひとり30分の個人レッスンです。初め
てギターに触れる方も、大歓迎です。
★第２・４火曜 17:30～21:30
☆1/8～ ３か月6回 22,680円
   よみカル  1/8

楽しく歌う！ 童謡唱歌
★第１・３・５月曜 13:00～14:30

☆1/21～ ３か月4回 10,800円　    よみカル  1/21

はじめてのギター
ミチギター教室講師

石川 美樹
★第１・３土曜 
　11:00～12:30
☆1/5～ ３か月6回
　16,848円    よみカル  1/19
★（入門）第１・３土曜 12:45～13:45
☆1/5～ ３か月6回 16,200円     よみカル  1/19

シニアのリフレッシュピアノ
50歳からのピアノ教室主宰　斉藤 明恵

　ピアノが弾けたらいい
な、と思っているあなた
のための講座です。
★水曜 12:50～13:55
☆1/9～ ３か月12回
　31,104円    よみカル  1/9

初めての尺八 都山流尺八大師範 
小林 恍山

　若者から年配
者まで、音作りの
すばらしさを味わ
えるよう指導しま
す。初心者歓迎。

★第２・４日曜 13:00～15:00
☆1/13～ ３か月6回 15,552円    よみカル  1/13

初めての新内小唄
新内小唄二代目家元　ふじ松 加奈子

　爪弾きという
三味線の基礎練
習から充分に行
います。唄のみ
のクラスもあり。
★第２・４水曜 15:30～17:30
☆1/9～ ３か月6回 20,088円　    よみカル  1/9

公開
講座

革・着物から作るコサージュ
★第３火曜 13:00～15:00　    よみカル  1/15

こどもの書道教室
★第２・４日曜 10:05～11:30　    よみカル  1/13

公開
講座

アート書道
★第１・３月曜 15:30～17:30　    よみカル  1/7

リバーシブルアフガン
★第２・４火曜 10:30～12:30　    よみカル  1/8

布で作る立体メッシュワークのバッグ
★第２火曜 10:30～12:30　    よみカル  1/8

★第３木曜 10:15～12:15
★第２・４土曜 15:30～17:00     よみカル  1/12

花文字を楽しむ
★第２・４火曜 15:00～16:30　    よみカル  1/8
☆第２・４木曜 19:00～20:30　    よみカル  1/10

新設

新設

新設

新規

心を癒すヴォイストレーニング
リーディング・セラピスト　黒澤 弘一

　大きな声を出す
ことで、リラックス
できます。楽しみ
ながら、正しい呼
吸法を学びます。
★第２・４月曜
　15:30～17:00
☆1/14～ ３か月6回
　14,904円
   よみカル  1/14

腹式呼吸ヴォイストレーニング  個人
ミュージシャン　サブ片山

★第１・３・５火曜 17:15～21:30
☆1/15～ ３か月6回 20,088円    よみカル  1/15

KARADAすっきり！ヴォイストレーニング
愛知県立芸術大学講師　二期会会員  三崎 今日子
★第２・４日曜 13:00～13:45
☆1/13～ ３か月6回 16,848円　    よみカル  1/13

新設

新規 新規

日曜陶芸 クレアーレ信楽工房
岩山 知子
　基礎を学
びながら、
作品をじっく
り仕上げま
す。成形、
仕上げ、装
飾、施釉な
ど基礎から
学びます。

★第２・４日曜 10:30～12:30
☆第２・４日曜 13:30～15:30
★各1/13～ ３か月6回 16,848円     よみカル  1/13 ひょうたんランプ

スダプランニング代表　須田 芳己
　乾燥したひょ
うたんにお好み
のデザインで穴
を開けて、世界
にひとつだけの
オリジナルラン
プを作ります。
★12/23（日）10：30～13：00、13：30～16：00
☆特別受講料1,080円　★教材費 3,000円リボン＆ルルベちゃんレッスン

MOMO フラワースクール・リボンスクール
長谷川 もも

　リボンを
使った小物
作りと、ル
ルベちゃん
人 形 の 制
作、お好き
なレッスンを
選べます。
★第３土曜 13:00～15:00
☆1/19～ ３か月3回 7,452円　    よみカル  1/19

天然石のブレスレット
マクラメアーティスト　おがわ ゆうこ

　天然石を編みこんでブ
レスレットを作ります。
★12/13、12/27（木）
　15:00～16:30
☆特別受講料1,080円
★教材費 2,000円 

籐で作る小さなかご
籐カゴ作家　花田 佐枝子

　持ち手がついた小さなカゴを作ります。
出来上がりサイズ　高さ10×幅12ｃｍ程度
（持ち手含まず）
★2/11（月）
　13:00～15:00
☆3/11（月）
　13:00～15:00
★1,620円 
☆教材費1,000円

自由に楽しいソーイング
なるべく簡単なテクニックで、自分の

好みに合ったものが作れる楽しい講座です。
★第２・４月曜 15:30～17:30
☆1/14～ ３か月6回 15,552円

音を楽しむ♪

工芸・手芸新設 ペット・人形・ぬいぐるみ
のお洋服
ファッションデザイナー　松山 明美

　愛するペット、お気に入りの人形やぬいぐ
るみのお洋服をぴったりサイズで作ります。
★第２・４月曜 13:00～15:00
☆1/14～ ３か月6回 14,904円

新設

公開
講座

縫わずに作る
エコファーのトートバッグ

ハンドメイド作家　宮崎 薫
　手触りの良いエコファーで肩がけできるト
ートバッグを作りま
す。サイズ　W35
×H22×D9cm（持
ち手含まず）
★12/15（土）
　13:00～16:00
☆3,186円 
★教材費 5,300円

公開
講座

公開
講座

マクラメアクセサリー
★第２・４木曜 15:00～16:30　    よみカル  1/10

新設

ドイツ語初級～中級 ★★ 
クリストファー シュレッター

★第1・3火曜 19:00～20:30
☆1/15～ ３か月５回 12,960円     よみカル  1/15

はじめてのイタリア語初級 ★～★★
マリア カロレオ

★第2・4金曜 19:00～20:30
☆1/11～ ３か月6回 15,552円     よみカル  1/11

身につく入門中国語 ★★ 張 俐
★木曜 19:00～20:30
☆1/10～ ３か月12回 32,400円    よみカル  1/10

やさしい韓国語入門 ★
柳 ジョンエ

★第1・3木曜 13:30～15:00
☆1/17～ ３か月6回 16,200円 ★通常体験 1/17

新設お勤め帰りの英会話入門 ★
コディ ショクマン

★第1・3水曜 19：00～20：30
☆1/16～ 3か月5回 12,600円 ★通常体験 1/16

新設

自信をつける英会話入門 ★
ファン カスティーヨ

★月曜 19:40～20:40
☆1/14～ ３か月10回 27,000円 ★通常体験 1/14

新設

夜の集中英会話入門 ★
★第１・３木曜 19:50～21:20
☆1/17～ ３か月6回 16,200円     よみカル  1/17

新規 20時からの韓国語入門 ★
チョン クンヒ

★火曜 20:00～21:20
☆1/8～３ か月12回 29,808円     よみカル  1/8

新規

クリスマスを彩るハーバリウム
KIEKO FloralDesign主宰　おおくぼ きえこ
　かわいいボトルサ
イズなので気軽なギ
フトにも最適です。
プリザーブドフラワ
ーを使用します。
★12/3（月）
　13:00～15:00
☆2,754円
★教材費2,700円（２本）

クリスマス・
年末年始特集

新設

幼児リトミック
（２～３歳）

★第１・３・５水曜 11:20～12:00

新設

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

新設

プロフィール：秋田県生まれ。慶應義塾大学法学部政治学科卒
業後、1970年読売新聞東京本社入社、論説委員、政治部長
などを歴任。日本テレビ系列番組のキャスターやコメンテーター
としても活躍。主な著書に『心に響く51の言葉』（中央公論新社）
『総理の覚悟』、『総理の器量』（中公新書ラクレ）など多数。

新設

新規

江戸っ子絵地図師と下町散歩
★第３水曜 11：00～14：30

北千住
2019年１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、リニューアル新規

12/29（土）～1/4（金）、2/18（月）休業日

新設

公開
講座

公開
講座

公開
講座

公開
講座

お正月のハーバリウム
風花プリザーブドフラワー協会代表

河原 由美
　全てプリザーブド
フラワーで作ります。
高さ23cm程度。
★12/7（金）
　19：00～21：00
☆2,646円
★教材費2,160円（1本）

公開
講座

ヴォイスが人気！

野
外

野
外

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
★第４火曜 10:30～12:30
☆1/22～ ３か月3回 7,776円

新規

山武市歴史民俗資料館提供


