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広域募集 お申し込み 事業担当（03-3642-4301）

03-3870-2061北千住
受講料の他に別途維持費が必要です。講座によっては教材費等が必要な講座もあります。

ふれてみよう「能」の世界
やさしい能楽体験講座

シテ方観世流能楽師　日本能楽会会員
重要無形文化財総合指定保持者　髙梨 良一

　能のお稽古
で若々しい声
や身体作りを
はじめましょう。
身体や声をフ
ルに使って表
現しましょう。

★4/1、4/8、4/22
各日木曜13：00～13：30
受 会員・一般：３回9,900円 
維 990円

初めての着付
舞依鼓スタイル　国家資格取得一級着付技能士

伊藤 依子
　一人で着付けができる
ようになるための第一歩。
小物などの名称や使い方
を学びます。
★13:30～15:30

受 会員・一般：3,036円 維 330円

整体ヨーガ
インド・アナンニケタンヨーガ講師

秋田 和恵
　身体の歪みを発見
し、自分で治せるように、
アドバイスも含めご指
導致します。
★10:30～12:00
受 会員・一般：3,190円
維 330円

沈再平の
気功法・太極拳

全日本医学気功師会常任理事　沈 再平
　気の巡り、血液の循環、琳派の流れ
のバランスを整える方法を学びます。

★10:30～12:00
受 会員・一般：3,190円
維 330円

イスに座って楽しむ盆踊り
新英流新英会会主　新英 美紗信

　高齢の方を対象に、踊りの基
礎や動きを丁寧に指導します。
脚力に自信のない方でも腰掛け
ながら行いますので安心してご
参加ください。
★11:50～12:30
受 会員・一般：3,190円 維 330円

ゆっくり楽しむ小筆
デザイン書道作家　もり みさこ

★10:30～12:30　受 3,465円 維 385円

健康気功とやさしい太極拳
東京中国気功協会主任指導員・中国医療気功内養功指導員　三浦 綾子
★13:30～15:00　受 3,190円 維 385円

骨盤スマイル体操
骨盤スタイリスト　さら

　ストレッチによる自己整体、お腹の引き締め
効果、腰痛改善、女性特有の不調改善など。
★5/5（水）12：15～13：15
受 会員・一般：3,190円 維 330円

無料説明会
カウンセラー養成講座（基礎）

日本カウンセリング研究会本部講師　市原 百合子
　その人自身の悩みや不
安に耳を傾け、心晴れや
かに生きられるよう援助
する方法を学びませんか。
★11:00～12:00（要予約）

写真から描く水彩画
新槐樹社準委員  菅谷 功

★15:30～17:00　受 3,300円 維 440円

旅行英会話
デイビッド ホール

★13:30～15:00　受 3,300円 維 385円

初めてのハワイアンフラ（シニアクラス）� KaPaHa'aOKaLokomaika’i主宰　秋山 望
★12:30～14:30　受 3,190円 維 385円

あなたの指先、
変形していませんか？

外反母趾・浮き指・ヘバーデン結節研究家、
笠原接骨院・カサハラフットケア整体　院長 笠原 巖

　40歳以降でひどい外反
内反を伴うものは「ヘバ
ーデン結節」が関係。そ
んなへバーデン結節の特
徴と、「未病状態」のうち
に改善するケア方法をお
伝えします。
★3/31（水）13:00～15:00
受 会員：2,860円  一般：3,190円 維 110円

「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（未病）を自分で改善。①4/7「足
編」②5/5「ヘバーデン編」③6/2「ひざ編」
★第１水曜10:30～12:00
★3か月3回10,560円 4/7～

母の日のプレゼントを
ハンドメイドしましょう

厚生労働省認定一級フラワー装飾技能士　きほ 
　プリザーブドフラ
ワーで彩るフォトフ
レームを手作りしま
す。母の日のプレ
ゼントにいかがで
すか？初心者でも
可愛くできます。
★4/25（日）13:00～15:00
受 会員：3,025円  一般：3,575円 
教 3,500円 維 330円

あまり知られていない
相撲の豆知識

元大相撲力士 田代 良徳
　普段耳にすることがない相
撲用語や裏話を交えながらお
話します。参加者には番付表
をプレゼント。番付表にもいろ
いろな秘密が隠されています。
★3/29（月）13:00～14:00
受 会員・一般：4,180円 維 330円

元お相撲さんが教える
相撲体操

　足、腰、体幹を鍛える相撲体操。お子様から
高齢者の方々までどなたでも無理なく楽しめま
す。基礎体力を上げて集中力と体のバランス能
力を高めていきましょう。
★3/29（月）10:30～12:00
受 会員・一般：4,180円 維 330円

テイスティングで楽しむ
台湾茶� 台湾茶評茶師 日本茶アドバイザー　ルリ

　台湾出身の講師が選んだ無農
薬の台湾茶を飲み比べて自分に
ぴったりの味を見つけてみませ
んか？
★5/1（土）15:30～17:00
受 会員・一般：3,575円
教 1,650円 維 330円

英国式楽しい
ティーパーティーの開き方

日本紅茶協会認定シニア・ティーインストラクター　髙橋 玲子
　英国式の楽しいティーパーティ
ーの開き方をレクチャーします。
★5/27（木）13：30～15：30
受 会員・一般：3,465円
教 550円 維 330円

母の日の
アイシングクッキー

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

　あらかじめ講師が
焼いたクッキーに色
とりどりのアイシング
でデコレートします。
★4/16（金）
　15:30～17:30

受 会員・一般：3,465円 教 2,500円 維 330円

春のアイシングクッキー
★5/21（金）15:30～17:30
受 会員・一般：3,465円 
教 2,500円 維 330円

日本酒のみ比べ
(公)日本醸造協会きき酒マイスター　高橋 雫

　楽しみながら日本酒の
知識を身につけましょう。
利き酒マイスターが、各
種の違いを解説します。
★4/20（火）
　18:30～20:00
受 会員・一般：3,300円 教 1,650円 維 330円

超簡単！�美味しい
お味噌を作ります

野菜ソムリエ　食生活アドバイザー
有里 節子

　国産有機大豆、有機米麹、
ミネラルたっぷりな塩を使い
安心・安全な手作り味噌です。
約2.5キロの麹味噌を作りま
す。カビの生えない方法もし
っかり伝授します。

★3/14（日）①13:00～14:30 ②15:00～16:30
受 会員・一般：各3,465円 教 3,600円 維 330円

桜盆栽
(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
　万葉集の中の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。インテリ
アとして心が和むオアシス
になるでしょう。
★3/21（日）
　10：30～12：30
受 会員・一般：1,100円 
教 3,300円 維 330円
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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金曜10:30～13:30
★６か月6回21,450円
　4/9～

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

　お食事後に集合し、散策
して、俳句を詠み、さらに
句会もという、欲ばりな俳
句さんぽです。
★第２水曜12:30～15:00
★６か月6回21,450円 4/14～

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。可能
なかぎり線路に沿
って歩き、沿線の
観光もしましょう。
★第1金曜10:00～13:00
★6か月5回18,700円 4/2～

東京の守護神社（２重目）と
開運めぐり

フローリーディング研究所主宰
中村 彩祐子

　皇居を中心に５重に張り巡らさ
れた東京の守護神社があり、今回
は２重目を巡ります。
★第１火曜10:30～12:30
★3か月2回7,480円 4/6～

薫風のお江戸歩き
2021

【第2木曜Ｄコース】
① 飛鳥山～王子
② 駒込～巣鴨　
③ 皇居東御苑（旧江戸城）
★第２木曜10:30～13:00
　4/8～
【第3火曜Aコース】
① 神谷町～虎ノ門
② 広尾～渋谷
③ 日本橋
★第３火曜10:30～13:00
　4/20～
【第3木曜Cコース】
① 神谷町～虎ノ門
② 京橋～銀座Part2
③ 皇居東御苑（旧江戸城）
★第３木曜10:30～13:00　4/15～
★各３か月3回9,900円

徳川将軍家二つの菩提寺

　権勢を誇った広大な寺領の中
で、時代の栄華を極めた大寺院と
その門前町。わかりやすく楽しい
歴史解説とともにご案内します。
★芝・増上寺
　3/25（木）10：30～13：00
★上野の森と寛永寺
　4/6（火）10：30～13：00
受 各会員：3,300円
　　 一般：3,850円
教 110円 維 330円 保 100円

鎌倉彫（午後）
鎌倉彫一陽会専任講師　手塚 彬子

　三橋彫独特の優雅で格調高
い彫りの基本から指導。丸盆、
名刺盆、手鏡などを作ります。
★第２・４月曜15:30～17:30
★３か月6回20,790円 4/12～　 よみカル  3/22

ミクロモザイク
日本ミクロモザイク協会　認定講師　薫都 
　小さなガラスのパーツを使
って作るアクセサリーは緻密
なイタリアの伝統工芸です。
★第１日曜10:30～12:30
★６か月6回19,800円 4/4～

天然石のモザイクタイル
Hiro　Mosaic　主宰　山下 裕美

　カラフルなタイルと天然石で
基本を学びながらテクニックを
身につけます。
★第２日曜10:30～12:30
★６か月6回19,800円 4/11～
よみカル  3/14

石猫� イラストレーター　阿曽沼 一司
　道端や河原に落ちている
ただの石から、今にも鳴き
出しそうな猫を作ります。
★第３土曜15:30～17:30
★６か月6回20,790円
　4/17～　 よみカル  3/20

手作り陶芸
　焼き物づくりを始めませんか。基礎から応用
まで指導します。
★第２・４金曜10:30～12:30、13:00～15:00  4/9～
★第１・３土曜10:30～12:30  4/3～
★各３か月6回20,460円　 よみカル  3/20、3/26

内川陶芸�初心者コース
陶芸家　内川 清徳

　電動ろくろコースに併設し
た、初心者向けの講座。手軽
な技法で茶碗や蕎麦猪口な
どお好きなものが作れます。
★第２・４火曜10:30～12:30
★３か月6回20,460円 4/13～

彫金工房
彫金工房UH主宰　宮部 美子

　彫金技術の最も基本的
な作業を折り込んだカリ
キュラムです。
★第２・４土曜
　14:45～16:45
★３か月6回20,460円
　4/10～　 よみカル  3/27

たのしい陶芸
陶芸家　羽二生 みどり

　成型から釉掛けまでの技術を身に
つけ、楽しく好きなものを作ります。
★毎週木曜10:30～12:30、
　15:30～17:30、18:30～20:30
★３か月10回34,100円 4/8～　 よみカル  3/25

土に親しむ陶芸　
陶芸家　伊藤 純子

　基本的な器の作り
方や、釉掛け、線彫り、
掻き落しや釉彩、絵の
具を使った絵付けにつ
いて学びます。
★毎週木曜13:00～15:00
★３か月11回37,510円 4/1～　 よみカル  3/18
★第１・３木曜13:00～15:00
★３か月6回20,460円 4/1～　 よみカル  3/18
★第２・４木曜13:00～15:00
★３か月5回17,050円 4/8～　 よみカル  3/25

飾って楽しい食品サンプル
日本食品サンプルアート協会認定講師　並木 智子

　本格的な食品サンプル
の極意を伝授します。
★第４火曜13:30～15:30
★６か月6回20,790円
　4/27～
よみカル  3/23

お江戸の寺社探訪
寺めぐりアドバイザー　岡本 圭弘

　東京の各処にある寺院や神社に参拝して、その
由来などを知り、福徳をさずかりましょう。
★第３水曜10:30～12:00
★６か月3回9,570円 5/19～

都内画廊めぐり
アートディレクター　幕内 政治
　東京は世界でも有数の画
廊数を誇るアート都市です。
講師の解説つきでじっくり
鑑賞します。
★第３水曜13:00～15:00
★６か月6回20,790円 4/21～　 よみカル  3/17

草花・樹木と語る旅
樹木医・森林インストラクター　石井 誠治

　美しい花が咲い
ています。明日は
どうなるでしょう。
日々形を変える草
花や樹木に触れる
旅に出かけます。
★日曜（不定期）
　10:30～15:00
★6か月4回15,400円 4/4～

公開
講座

俳画で描くはがき絵
アトリエMoeru主宰　濱野 萌留

★15:30～17:30　受 3,300円 維 440円

体験

絵手紙
日本絵手紙協会会員　今井 あかね

★10:15～12:15　受 3,190円 維 440円

体験

デッサンから始まる水彩画
画家　齋藤 拓也

★12:45～14:45　受 3,465円 維 440円

体験

脳トレマージャン（女性専科・経験者）
脳トレ麻雀講師　小林 征喜

★12:40～14:40　受 3,465円 維 385円

体験

お洒落にフラワーレッスン� フラワーデザイン・てぃーら主宰　布施 明美
★13:00～15:00　受 3,465円　教 2,500円～4,500円 維 385円

体験

公開
講座

公開
講座

東京今昔・歴史文化めぐり
日本ペンクラブ会員　中元 千恵子

日本旅のペンクラブ代表　中尾 隆之
日本ペンクラブ会員　土井 正和

　都内の懐かしい町・和み町歩きで知的刺激と快
足・快食のひとときを！ それぞれ得意分野の紀行
文筆家（旅行読売・旅の手帖等に連載）3人の入
れ替わり案内で小さな旅を楽しみます。
★第2木曜10:30～12:30
★６か月5回15,400円 4/8～

訪ねて、見て、知る、
文化遺産探訪� 歴史紀行家　小林 祐一
　文化遺産について、
歴史的背景や時代考
証的にみたエピソード
などを紹 介しつ つ、
文化遺産鑑賞のポイ
ントなどを解説しなが
ら進めます。
★第１土曜10:30～12:30
★６か月6回23,760円 4/3～

お仏壇飾り
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のジニア、アスターなどを使
ったデザインです。ガラスドーム
になっているので、湿気や埃もガ
ードできます。仕上がり約20㎝
★13：00～14：30
受 会員：3,190円  一般：3,740円
教 3,300円 維 330円

公開
講座

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　★4/30（金）13:30～15:30
やさしい基本編　★5/31（月）13:30～15:30
受 各会員・一般：1,650円

公開
講座

らくらく洋裁（2・4入門）
　洋裁を始めたい方のきっかけソーイング講座です。
★第２・４火曜15:30～17:30
★３か月6回19,140円 4/13～

楽しい洋裁
ドレスデザイナー　秋山 祐子

　お好きなデザイン、アイテムを
作っていただく自由レッスンの講
座です。
★第２・４火曜18:15～20:15
★３か月6回18,480円 4/13～

らくらくソーイングクラブ�
洋裁研究家 　加藤 孝子

　気に入った生地で自分に似合う服
を作りませんか？初心者から上級者
までレベルにあわせてご指導します。
★第２・４火曜日10:30～12:30
★３か月6回19,140円 4/13～

きものからリ・ファッション
リ・ファッションパタンナー　後藤 康子

　きものの布幅を活かし、簡単にできる服にリ
メイクしていきます。
★第１・３月曜10:30～12:30
★３か月5回16,500円 4/5～　 よみカル  3/29
★第１・３木曜12:45～14:45
★３か月6回19,800円 4/1～　 よみカル  3/18
★第１・３土曜13:00～15:00
★３か月6回19,800円 4/3～　 よみカル  3/20

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。はさみの扱
い方や切り出しの
コツなど初歩から
丁寧に指導します。

★第１日曜13:00～15:00
★６か月5回20,625円 4/4～

モロッコフェズ刺しゅう
刺繍デザイナー

アタマンチャック中山 奈穂美
　モロッコの古都フェズに伝わる
伝統的な幾何学模様を刺します。
★第１・３金曜13:35～15:35
★３か月6回19,800円 4/2～
よみカル  3/19

和紙屋さんの折り紙教室
朝田紙店店主
齋藤 裕子

　和紙店の四代目
店主が教える折り
紙教室。伝統和紙
を使い、四季折々
の作品で日々の生
活に潤いを。

★第１金曜12:45～15:00
★６か月6回19,140円 4/2～　 よみカル  3/5

自由に楽しいソーイング�
ファッションデザイナー　松山 明美

　お手持ちの布地やお好きな材料で洋服はもちろんオリジナルの小物
や身の回りのものを作ってみませんか？洋裁初心者の方でも大丈夫。
★第２・４月曜15:30～17:30
★３か月6回19.800円 4/12～

手　芸工　芸

野　外

　「マツコの知らない世界」にも出演
した手帳評論家が、手帳で自由に使え
る時間を増やす方法を教えます。仕事
を効率化し、プライベートも充実。やり
たいことをやる時間を生み出す手帳活用をマスター。
待ち時間も遅刻も減らして時間を有効活用しましょう。

手帳を開いて運を開く！
時間を増やす手帳術

【日　時】 ３月30日（火）18：30～20：00
【会　場】 読売新聞東京本社３階「新聞教室」
【講　師】 手帳評論家・デジアナリスト 舘神龍彦
【受講料】 会員３,３００円、一般３,８５０円

　片言の日本語に台湾の言葉を混ぜて話す
母親を誇りに思えず、就活の失敗後、逃げる
ように結婚を選んだ娘は―。「魯肉飯のさ
えずり」は、台湾と日本のはざまで生きる母
娘の心の痛みをつづった長編。「ふつう」とは
何か。マイノリティーにとって異国で生きるこ
ととは。作品を生み出した「思い」を著者が語
ります。

　観劇の前に、見どころや歌舞
伎のこぼれ話など、公演をより
一層お楽しみいただけるレクチ
ャーが付いたお得な講座です。

　ご当地ソングの女王が2年ぶりに明治座に帰ってくる！　第
１部お芝居、第２部はショー。ヒット曲から新曲まで、水森かお
りの歌声とトークをたっぷりと。公演をより一層お楽しみいた
だけるレクチャーと、お弁当が付いたお得な講座です。

【日　時】 ３月２７日（土）13：30～15：00
【会　場】 読売新聞東京本社３階「新聞教室」
【講　師】 作家　温又柔
【受講料】 会員・一般2,530円

【日　時】 ３月26日（金）
　　　　 事前レクチャー 10：00（約30分）
　　　　 開演 11：00　

【会　場】 国立劇場（半蔵門）
【出演予定】 尾上 菊之助 ほか
【受講料】 会員8,000円、一般8,500円
　　　　（1等席チケット付き）

【日　時】 6月24日(木)　
　　　　 事前レクチャー 10:15（約30分）
　　　　 開演 11:00 予定　

【会　場】 明治座（日本橋浜町）
【出　演】 水森かおり　岩佐美咲
　　　　　辰巳ゆうと　ほか

【受講料】 会員13,000円 一般13,500円
　　　　　（Ｓ席チケット、お弁当付き）

　西国三十三所とは、近畿圏や岐阜の観音
霊場をめぐる、日本で最も古くからあるとい
われる聖地巡礼です。お寺から講師をお招
きし、寺の成り立ちや、所蔵している観音さま
の話をうかがいます。また、多くの人に親しん
でもらうために西国三十三所で実施している

「スイーツ巡礼」の取り組みも紹介します。

西国三十三所　法話とスイーツ巡礼

【日　時】 ５月29日（土）13：00～14：30
【会　場】 読売新聞東京本社３階「新聞教室」
【講　師】 三井寺（滋賀）執事長　福家紀明
【受講料】 会員2,750円、一般3,300円

■「魯肉飯のさえずり」出版記念 ■事前レクチャー付き観劇 ■事前レクチャー付き観劇

「＜台湾＞のイメージに抗って」 国立劇場３月歌舞伎
「時今也桔梗旗揚」

明治座「水森かおり公演」

撮影：朝岡英輔

お江戸ウォーカー・演芸ライター　山口 則彦

よみうりカルチャー北千住で楽しもう！

NewNew

大輪の蘭・
蓮の花で作るお供え花

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

　春のお彼岸も間近となり、ご先
祖様へのご供養・親しい方への贈
り物として、心を込めてご一緒に
お作りいただきます。当日お花の
色もお選びいただけます。（ピンク
系・ブルー系）約15㎝×約28㎝
★3/7（日）13：00～15：00
受 会員：3,465円 一般：4,015円
教 3,800円 維 330円

公開
講座

ワンデーかぎ針編み教室
手編み作家　清水 芳子

　手編みのデイジーコ
ースターにチャレンジし
てみませんか。この編
み方をマスターすると太
い毛糸で可愛い円座も
編めます。
★10:30～13:00
受 会員：3,850円  一般：4,180円 教 800円 維 330円

公開
講座

（要予約）

前転・側転
　

　前転・側転・壁立ちなど
にチャレンジします！ きれい
にできるコツを学べます。
★11:30～12:20
　（年中・年長対象）
　14:10～15:10
　（小1～小6対象）
受 会員：1,980円  一般：2,530円 維 330円

逆上がりのコツ
　握る動作、前回り、足抜
き、尻抜き回り、逆上がり
を目標にチャレンジします！
★10:30～11:20
　（年中・年長対象）
　13:00～14:00
　（小1～小6対象）

受 会員：1,980円  一般：2,530円 維 330円

カワイ体育教室専任講師　星 初紀
安川 航

公開
講座

公開
講座

の5/3(月）、4(火）、5(水)は

こりほぐし☆
ビューティー講座

健康運動指導士　chiyo
　身体を巡るリンパの流れ
をスムーズに整え、ミニボ
ールでこりをほぐします。

★4/29（木）10：30～11：30
受 会員・一般：3,300円 教 2,200円 維 330円

公開
講座

　よみうりカルチャーの手工芸講座の講師と、受講者の皆さん
の作品を展示・即売する恒例のイベントです。ぬくもりを感じ
るハンドメイドの世界をお楽しみください。

手工芸フェア

日 時  3月25日（木）13:00～18:00
　　  3月26日（金）11:00～17:00
場 所  シアター1010（センジュ）ギャラリーA
　　　  JR、東京メトロ、東武、つくばエクスプレス線
　　  北千住駅西口マルイ11階
　　　（状況により延期・中止することがあります）

公開
講座

実年からのフラダンス
フラダンス講師　江本 和子

★15:30～17:00　受 3,025円 維 385円

体験

体験

今から始める書道
デザイン書道作家　もり みさこ

★10:30～12:30　受 3,465円 維 385円

体験

ソウル＆ディスコダンス
JIN　DANCE　FACTORY講師　SHUHEI　

★10:30～12:00　受 3,300円 維 385円

体験

蘭このみのフラメンコ
(社)現代舞踊協会会員・日本フラメンコ協会会員　蘭 このみ
★14:00～15:30　受 3,437円 維 385円

体験

体験

はじめての日本画
日本美術院　院友　松下 雅寿

★10:30～12:30　受 3,465円 維 440円

体験

体験

体験

体験

ＧＷ

撮影者：前島吉裕

公開講座の 受 受講料 教 教材費 維 維持費 保 保険料入会金不要・要予約公開
講座

初めて募集の講座New 入会金不要・要予約（定期講座内で行います）体験

　野外講座には受講料の他に保険料・維持費が
必要です。別途教材費が必要な講座もあります。

入場無料

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

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） ※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

北千住駅ビル ルミネ９階

☎03‒3870‒2061
2021年４月期

読売・日本テレビ文化センター

北千住

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。

手編み専科
手芸師範　赤崎 登美子

　昔やったことはあるけど習っ
たことはない…という方向け
の講座。かぎ針、棒針、レー
ス編みなどお好きな編み方を
基礎から学べます。
★第２・４金曜10:30~12：30
★3か月6回18,480円 ４/９～

染色と金箔で作る
和紙アート

大田区伝統工芸発展の会正会員　中井 慎吾
　和紙の装飾技
術をわかりやすく
ご紹介します。金
箔や墨流し刷毛引
染めなどの技法を
学びます。

★第2火曜13:00～15:00
★6か月6回21,120円 4/13～

初めての水彩画レッスン
新作家美術協会委員　澤田 嘉郎

　個人の持ち味を生か
して指導します。初め
ての方もデッサンから
優しく指導します。
★第1・3木曜
　13:00～15:00
★3か月6回19,800円 4/1～　 よみカル  3/18

楽しくシャンソン
日本シャンソン協会正会員　つづら 薫

　歌の解説、無理のないボイ
ストレーニングを取りいれた
基礎からシャンソンを楽しみま
しょう。
★第１・３月曜15:00～16:30
★３か月6回19,800円
　4/5～　   事前体験  4/5

ようこそ大人の音楽室へ
声楽家　中野 由弥

　童謡から昭和歌謡まで幅広いジ
ャンルの曲を歌います。声に自信
のない方も発声練習から始めます。
★第1・3火曜10:30～12:00
★3か月5回18,700円 4/20～
よみカル  3/30

やさしいオカリナ（入門）
フルート・オカリナ講師　高橋 双葉
　楽器が初めてでも大丈夫。
童謡を中心に、基礎からゆっ
くりレッスンします。
★第２・４水曜13:00～14:30
★３か月6回19,140円
　4/14～　   事前体験  4/14

マージャン教室（入門）
全日本競技麻雀連盟会長　阪元 俊彦

　基礎の知識から実践ま
でゆっくり指導します。初
心者の方でも安心して受
講していただけます。
★第２・４木曜
　13:30～15:30
★３か月6回19,800円 4/8～　 よみカル  3/25

花遊び・シーズンフラワー
フラワーサロン花夢　佐藤 貞子

　プリザーブドフラワー・アート
フラワー（造花）等、いろいろ
な種類の花材でアレンジの基礎
からレッスンしていきます。
★第４火曜18:30～20:30
★６か月6回18,150円
　4/27～　   事前体験  4/27

宅地建物取引士
元日建学院講師　長 健一

　宅建の資格は、不動産業界
は勿論、一般の企業に勤務さ
れている方にとっても役立ちま
す。初めて法律を学ぶ人にも
理解できるよう、指導します。
★第１・３水曜18:45～20:00
★３か月5回17,325円 4/21～
★無料説明会 4/7（要予約）

【応用】ベビーサインの
基礎クラスを修了した方
向けの継続サポート、応
用コースです。
★第４金曜10:20～11:50
★６か月6回20,526円
　4/23～

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11回29,040円 4/5～　   事前体験  4/5

� インド舞踊
　南インド古典舞踊をベースに
表情や気持ちにもキレイが巡る
踊りです。
★第２・４日曜13:30～15:00
★３か月6回20,790円
　4/11～　   事前体験  4/11

やさしい太極拳・
気功による健康体操

指導家　服部 茂夫
　太極拳と気功を基礎から学
ぶ講座です。
★第２・４金曜15:00～16:10
★３か月6回19,800円
　4/9～　 よみカル  3/26

ねこ背改善体操
健康運動指導士　中川 敦子

　背骨の動きを引き出し、筋肉の
収縮機能を回復し良い姿勢を維持
する事をメインに行っていきます。
★第１・３水曜15:00～16:00
★３か月6回20,790円 4/7～
よみカル  3/17

中高年から始める！
らくらく筋力アップ

健康運動指導士　chiyo 
　バンドを使ってのびのびと身
体を伸ばし、深い呼吸でリラッ
クスし楽しみながら筋力アップ
を目指しましょう。
★第２・４木曜13:00～14:00
★３か月6回20,790円
　4/8～　   事前体験  4/8

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 4/13～

宇宙開発よもやま話
元JAXA試験センター長　三枝 博

　日本の宇宙開発
の黎明期から開発
に携わった技術者
が、はやぶさプロ
ジェクトなどの華や
かな成功の裏表を
お話しします。
★第２日曜13:00～14:30
★６か月6回19,800円 4/11～

竹かご教室
ちくげい工房無心庵認定講師　野中 雄美子

　自然素材の竹で暮らしに彩
りを添えませんか。ざるや竹
バッグなど使える作品を学び
ます。
★第２金曜10:15～12:15
★６か月6回23,100円
　4/9～

ソープ＆フルーツカービング
（検定コース）

　履修科目に従って進み3級、
2級、1級取得を目指します。
ソープコースとフルーツコース
があります。
★第４日曜13:00～15:00
★６か月6回23,100円
　4/25～

かわいい
ミニチュアフード（基礎）

日本ミニチュアフード協会代表　野津 礼奈
（木）担当講師　NONA

（日）担当講師　miyu 
　基礎を身につけた
後、自分のアイデアを
生かした作品を作れる
ようにしていきます。

★第１木曜10:15～11:45  4/1～
★第２日曜13:00～14:30  4/11～
★各６か月6回21,384円

いちから始める着彩画
東京芸術大学大学院壁画研究室修了　山内 麻美

　これから水彩画などを始め
てみたい方へ。いちから丁寧
に指導します。
★第１・３木曜13:00～15:00
★３か月6回20,790円
　4/1～　   事前体験  4/1

歌って健康！�童謡歌ひろば
すがも児童合唱団　主宰・指導　童謡歌手　大澤 よしこ

　懐かしい童謡唱歌で歌声の
輪を広げましょう。発声も指
導します。
★第1・3・5月曜
　13:00～14:30
★3か月6回20,790円
　4/5～　   事前体験  4/5

みちがえる
ヴォイスレッスン個人

ヴォイストレーナー 宮本 けんじ
　正しい声の出し方から学びま
す。個人レッスンなので人目を気
にせず楽しみながら学びましょう。
★第２・４火曜12:30～15:00
★３か月6回25,740円 4/13～

はじめてのギター（30分個人）
ミチギター教室講師　石川 美樹
　初めてギターに触れる方で
も安心して始められるよう、個
人のペースでレッスンします。
★第１・３土曜14:00～15:00
★3か月3回13,695円
　4/17～
   事前体験  4/17

脳トレマージャン
（女性専科・初級）

脳トレ麻雀講師　小林 征喜
　全くの未経験者専門教室で
す。右脳トレーニング指導法
でどなたでも楽しく学べます。
★第１・３月曜10:20～12:20
★３か月6回20,790円 4/5～　 よみカル  3/29

はじめてのモダン盆栽
（3回コース）

琳葉盆栽教室主宰　岸本 千絵
　季節に合わせた盆栽をつくり
ます。モダンでインテリアにもな
る盆栽を3回コースで学べます。
★第４金曜15:15～16:45
★3か月3回11,880円 4/23～

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
　初心者の方でも安心して
楽しく学べる、結果を出すた
めの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
　4/9～

【基礎】赤ちゃんの”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 4/9～
よみカル  3/26（第4週）

しょうちゃんちのベビーサイン
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

あいあいコース（2歳児）
 こどもクラブ 専任講師

　毎回小さな成長をお母
様と一緒に見つけられるよ
う、工夫したカリキュラムで
育児の楽しさや喜びを実感
していただけるクラスです。
★毎週木曜10:10～11:40
★３か月11回24,200円 4/8～　   事前体験  4/8

インドムービーダンス
　インド古典舞踊と欧米のダ
ンスがミックスされた「マサ
ラ」な楽しいダンスです。
★第１・３土曜10:10～11:40
★３か月6回20,790円 4/3～
   事前体験  4/3

朝のリフレッシュヨガ
ヨガインストラクター　土屋 来夢
　美容と健康をテーマにしな
やかなボディメイクづくりを
目指していきましょう。
★第２・４金曜10:30～11:30
★３か月6回19,800円
　4/9～　 よみカル  3/26

やさしい筋肉トレーニングヨガ
ヨガインストラクター　濱島 亜紀

　ヨガの呼吸とともに、体幹の
筋肉をやさしく鍛えます。
★第２・４月曜15:00～16:10
★３か月6回19,140円
　4/12～　 よみカル  3/22

骨盤スマイル体操
骨盤スタイリスト　さら 

　ストレッチによる自己整体、お
腹の引き締めや腰痛改善など。
体力に自信のない方も歓迎。
★第1・3水曜12:15～13：15
★３か月6回19,140円
　4/7～　 よみカル  3/17

使える日常英会話入門
スティーブン スペンサー

　様々な場面で使える英語表現
を学ぶ入門クラスです。
★第２・４火曜10:30～12:00
★３か月6回20,790円 4/13～
   事前体験  4/13

おもてなしの英会話
Iris English Club 代表　穴田 美貴子
　中学校卒業程度の英文法終了の
方対象クラスです。
★第2・4火曜13:30～15:00
★3か月6回19,800円 4/13～
   事前体験  4/13

じっくり現代天文学入門
関西学院大学教授　中井 直正

　好評を得た内容を、
ゆったりしたペースで、
じっくり学びます。
★第３日曜
　13:00～14:30
★６か月5回
　16,500円 4/18～

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 4/6～

ソープ＆フルーツカービング
（ホビーコース）

　ナイフ1本でソープや果物に花を
彫ります。毎回1作品完成します。
様々な文様に挑戦してみませんか。
★第４日曜10:30～12:30
★６か月6回20,790円
　4/25～

アトリエBe Free主宰　横山 知枝

ペットを描こう!!
アトリエ・マウリ主宰　目羅 健嗣

　ご自宅のペットを
描いてみませんか。
毛の柔らかさを表
現する技法を使い、
初心者でも手軽に
始められます。

★第１・３金曜10:30～12:30
★３か月6回19,140円 4/2～　   事前体験  4/2

オトナのためのぬりえ
　人気の大人向け
のぬりえ。きれいに
仕上げるコツを教え
ます。脳トレやスト
レス発散、リラック
ス効果もあります。 
★第１・３金曜10:30～12:30
★３か月6回20,790円 4/2～　   事前体験  4/2

長唄の三味線
長唄協会　長唄唄方　杵屋 六郎
　三味線の音楽に対応した唄
い方や発声は講師の配信動画
で学び、教室では三味線を学
習します。
★第１・３水曜15:30～16:30
★３か月5回16,500円 4/7～

ピアノで歌うはじめての
シャンソン＆カンツォーネ

シャンソン歌手・日本シャンソン協会　正会員　岩元 ガン子
　シャンソンやカンツォー
ネの名曲を中心に楽しく歌
えるキーでレッスンします。
★第２・４月曜
　11:15～12:45
★３か月6回23,100円
　4/12～　 よみカル  3/22

ピアノで歌う日本の歌
　時代やジャンルにこだわらない日本語の歌を、
リクエストに応えながら楽しく練習していきます。
★第２・４月曜13:15～14:45
★３か月6回23,100円 4/12～　 よみカル  3/22

知れば知るほど
楽しくなる大相撲入門

元大相撲力士　田代 良徳
　元大相撲力士・東桜山の田
代が教える相撲の知識入門編。
普段目にする相撲で、四股を
踏む理由、塵手水の意味、力
水の意味などをお教えします。
★第３月曜13:00～14:30
★６か月6回25,080円
　4/19～

どんな体質？
生活に役立つ漢方講座

漢方スタイリスト・薬膳アドバイザー　さら 
　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
やすい内容です。
★第3金曜13：00～14：30
★6か月6回20,790円 4/16～　   事前体験  4/16

国産の果物・野菜で
手作り酵素ジュース

野菜ソムリエ　食生活アドバイザー
有里 節子

　旬の果物と野菜をたっぷり使
い、季節の味を楽しむ酵素ジュ
ースを作ります。
★第４土曜13:00～14:30
★３か月3回10,395円 4/24～

はじめてのキッズダンス
スタジオ「B-STREET」主宰　KUMI 

　初めてのお子様でも楽しめるよう、リズム遊びや
音遊びから始めます。年長～小学校低学年対象
★第２・４火曜16:30～17:30
★３か月6回15,180円 4/13～　   事前体験  4/13

キッズHip�Hop��※小・中学生対象
★毎週火曜17:35～18:35  ★３か月12回30,360円 4/6～     事前体験  4/6

プチコース（1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。体や指
先・五感を使った楽しい遊び
で、脳と心の発達を促します。
★第１・３・５金曜10:30～11:30
★６か月12回22,440円 
　4/16～　   事前体験  4/16

楽しくZUMBA
JWI認定ZUMBAインストラクター　渡邊 由紀
　振付を覚える必要がなくインスト
ラクターの動きを真似して踊るだけ
なので世代問わず楽しめます。

★第２・４木曜19:15～20:15
★３か月6回20,790円 4/8～　   事前体験  4/8

60歳からの
やさしいヨガストレッチ

フルヤアカデミー専属講師　秋山 智子
　無理のないヨガとストレッ
チ運動を取り入れて、深層
筋から下半身を中心に筋力
アップを目指します。
★第２・４月曜13:50～15:00
★３か月6回19,800円
　4/12～　 よみカル  3/22

60歳からの
若返りストレッチと筋トレ体操

フルヤアカデミーインストラクター　佐藤 美紗
　ストレッチと軽い筋力トレーニン
グを組み合わせた運動で、体をほ
ぐし筋力アップを目指します。
★毎週木曜14:00～15:15
★３か月12回37,950円 4/1～
よみカル  3/25

誰でも簡単に柔らかくなる
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
柔らかくします。ストレッチの
概念が変わります。
★第2水曜14:00～15:30
★３か月3回14,256円
　4/14～

はじめまして！�ハングル入門
沈 貞淑

　ハングルの読み書きを覚えたて
の方向けクラスです。“韓国の今”を
織り込みながらの楽しい講座です。
★毎週水曜19:00～20:30
★３か月12回38,280円 4/7～　
   事前体験  4/7

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 4/13～

大正モダンの詩をよむ
詩人　評論家　吉川 睦彦

　萩原朔太郎、高村光太郎、山村暮鳥、中原中也
など、大正から昭和初期の名作を味わいます。
★第１・３土曜15:30～16:40
★３か月5回15,950円 4/3～

国立天文台提供

やさしいヴォイストレーニング個人
武蔵野音大大学院声楽専攻修了　声楽家　高橋 順子

　基本的な発声練習から始め、ご希望の曲が伸びや
かで美しい声で歌えるように指導します。
★第１・３木曜10:30～13:00
★３か月6回25,740円 4/1～

基礎から学ぶデジタルカメラ
実践デジタル一眼レフカメラ

フォトグラファー　勝山 基弘
★各第２・４水曜15:00～16:30　★各３か月6回21,450円 4/14～

女性のためのデジタルカメラ講座
★第２・４水曜19:30～20:30　★３か月6回21,450円 4/14～
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はじめての韓国語入門
駿台外語＆ビジネス専門学校主任　洪 載善

　あいさつや旅行などに役立つ会話を学びます。
★第１・３金曜20:00～21:30
★３か月6回20,790円 4/2～

渋沢栄一と日本の近代化
元上武大学教授　谷崎 敏昭

　近代化を先導し経済大国の礎を築いた渋沢栄一の
偉業から、いま日本が進むべき方向を探ります。
★第３木曜10:30～11:40
★６か月6回19,140円 4/15～

New

ゼロからのフランス語基礎
ファビュエンヌ ギュマン

　発音の基礎からスタートする入門クラスです。経
験豊富なフランス人女性講師が丁寧に指導します。
★第1・3木曜19:00～20:30
★3か月6回1,9800円 4/1～

オンライン講座おうちで
学べる

韓国エンタメ翻訳入門�ライター・翻訳家　桑畑 優香
Ｋ-ＰＯＰの人気プロデューサーや作曲家のインタビュー集を

教材にして、ノンフィクション翻訳の基礎を学びます。
◆️3/27（土）、4/24（土）、5/22（土）の計３回　各回11：00～12：30
◆️3回15,400円（教材費込み）

ダミアンのアフタヌーン英会話入門
カリスマ講師が指導します。教室に通うことが難しい方、もっとネイティ

ブと話して自信をつけたい方にぴったり。月2回のオンライン・グループレッスン。
◆️第2・4金曜13：30～14：30　◆️３か月6回19,800円 4/9～ 世界の美しい図書館　4/24（土）、5/22（土）、6/26（土）

声の衰えを防ぐ！�おうちでヴォイストレーニング　4/1～6/30に配信

猫専門獣医師・服部幸「ねこ。ネコ。猫。」　第4金曜

誰でも簡単に柔らかくなる�魔法のストレッチ講座　3/12、19、26（各金）

モンドリアン展　おうちでじっくり対話鑑賞
アートナビゲーター　深津 優希

この春開催の「生誕150年記念モンドリアン展」の見どころをアートナビ
ゲーターがご紹介。展覧会をご覧になる前後の予習復習、自宅での美術鑑賞時間に。
◆️4/17（土）14：00～15：00　◆️会員：3,080円 一般：3,630円

作家・津原泰水の「隠し立てしない創作講義」
「創作の基本」「本・文学・出版などのフリートーク」の2本立

て。執筆のための具体的な技法を知りたい方、本・文学に関心のある
方ならどなたでもおすすめです。
◆️4/28（水）、5/26（水）、6/23（水）各回19：30～21：00　◆️各回3,850円

New
プシュパ代表　Yuki 

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

⃝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
　・ ６５歳以上（４月から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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（要予約）

期 間 

New

イタリア語入門
マルタ ガラウ

　基本のABC発音からの入門クラスです。
★第1・3火曜19:00～20:30
★３か月6回19,800円 4/6～

New

New

成川彩�&�よすみまりの
「Zoomで韓国‼�ドラマロケ地・人気スポットめぐり」

人気の映画ライターと仁川広域市観光広報大使
が、ソウル郊外・仁川&京畿道のロケ地を解説。韓流映
画やドラマの楽しみ方が広がります。
◆️3/14（日）14：00～15：30　◆️2,420円 成川彩 よすみまり

オンライン講座
北千住センターの


