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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。

オンライン
講座はこちら

事業企画・大手町スクール事業企画・大手町スクール お申し込み・ 
お問い合わせ 03-3642-430103-3642-4301

◆2/3（金）13:00～15:30
◆2,750円（会員2,200円）

◆出演  中川晃教ほか
◆1/18（水）13:00開演
◆13,500円
　（会員13,000円）（S席）

　建て替えのため失われてしまう現在の国立
劇場。普段は入
れない舞台の
裏側や、案外気
づかないロビ
ーや客席の〝見
どころ〟を解説
付きで隅々まで
ご案内します。

　桜吹雪の入れ墨でご存じ“遠山の金さん”。“遠山桜”
の名裁きに、悪党たちの妖しい魅力を散りばめ、江戸
歌舞伎の粋の真髄を味わえます。今回の初春歌舞伎
公演が現・国立劇場で最後の初芝居となります。

　累計140万部突破の大ヒット
歴史漫画、待望のミュージカル
化！ ルネサンス期のヨーロッパを
舞台にした壮大な歴史絵巻が、
150周年を迎える明治座でミュ
ージカルとして誕生する！！ 終演
後に舞台裏解説が付きます。

国立劇場まるごと見学ツアー ■明治座 舞台裏解説付き
ミュージカル「チェーザレ 破壊の創造者」■国立劇場 事前レクチャー付き
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◆１/15（日）12:00開演、事前レクチャー11:00
◆12,500円（会員12,000円）（１等席）
◆出演　尾上菊五郎　中村時蔵　尾上松緑　尾上菊之助ほか

 会場：読売新聞東京本社3階「新聞教室」

国立劇場提供

国立劇場提供

　茶道の魅力とは何か。茶道に触れ
てない方にも、「なぜ茶道を長く続
けている人が多いのか」をご理解い
ただけるようにお話します。
◆1/29（日）14:00～15:30
◆3,300円（会場、オンラインともに）

茶人だから知っている茶道の魅力
大日本茶道学会会長　田中仙堂

初春歌舞伎公演 　沖縄が1972年に日本に返還されてか
ら半世紀。記者時代の取材
をもとに、佐藤栄作首相が
沖縄返還で民間人を密使
に使い、アメリカと密約を
結んで実現した〝外交の私
物化〟の全貌を語ります。

◆12/17（土）13:30～15:00
◆3,850円（会員3,300円）、
　オンライン2,750円

沖縄返還と密使・密約外交
元読売新聞論説委員、認定NPO法人21世紀構想研究会理事長

馬場錬成

◆12/14（水）13:00～14:30
◆会場　東京証券会館ホール（地下鉄茅場町駅直結）
◆4,950円、オンライン 2,750円

　梨の妖精 
ふなっしーと、
京都国立博
物館の末兼
先生が奇跡の
対談！ 多数の
名品を所持す
る刀剣愛好家・ふなっしーの新たな一面がさく裂しま
す。受講者にはアーカイブ配信１週間付き。

■梨の妖精×刀剣マスタースペシャル対談
ふなっしーと末兼俊彦の
「いざ！ 刀剣の世界へ」

Ⓒ惣領冬実・講談社／
ミュージカル『チェーザレ　
破壊の創造者』製作委員会

デキシーランドジャズ入門
～生誕120年・サッチモの
　素晴らしき世界～

　ニューオリンズで生まれた
デキシーランドジャズの歴史
とジャズ界の巨人ルイ・アーム
ストロング（＝サッチモ）の魅
力を学びます。演奏付き。

Ⓒ『ルイ・アームスト
ロング…生誕120年没
50年に捧ぐ』外山喜雄・
恵子共著（冬青社刊）

◆12/24（土）14:00～15:30
◆3,850円（会員3,300円）

トランペット奏者  外山喜雄
バンジョー・ピアノ奏者  外山恵子

初代国立劇場さよなら公演

※別途、維持費がかかります。

日曜・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日曜17:00～18:30
☆3か月6回19,800円 1/15～
   事前体験 1/15

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
　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やお店の魅力をお届
けします。ぜひ皆様に食べていただきた
いおすすめの和菓子を8種ほど試食付き
でご紹介します。
★3/30（木）13:30～15:00
受3,300円（会員2,750円）
教1,650円 維220円

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。  
★12/10（土）14:30～15:30
受3,300円
　（会員2,750円） 
維220円

新年に幸運をもたらす
マンダラアート

マンダラアート画家　幸田 さちこ
　赤のパワーで2023年を最高
の年にしましょう。絵心に関係な
く、点を打つだけで描けます。
★12/17（土）13:00～15:00
受3,740円 教1,000円
維220円

アーティフィシャルフラワーの
しめ縄飾り
フラワースクール　アトリエフロレゾン

谷澤 美喜子
アーティフィシャルフラワー
（質の良い造花）を使った豪華
なしめ縄飾りを手作りします。
大きさ　縦　約30㎝横23㎝
★12/18（日）10:30～12:30
受3,740円（会員：3,190円） 教3,500円 維220円

お正月アレンジ
Flower sweet主宰　石川 千恵

　プリザーブドのピンポンマムを
使ったお正月アレンジです。扇
子や水引などで華やかなアレン
ジを飾って新年を迎えませんか？

★12/10（土）13:00～15:00
受3,190円 教3,622円 維220円

デコパージュで作る
貝合わせのお雛様
ジャパンアートペーパー認定講師　Atelier meme主宰

目黒 敬子
　お雛様の飾りをデコパー
ジュで作ってみませんか。
絵が苦手な方も美しい貝合
わせのお雛様が完成します。
★2/2（木）13:00～15:00
受3,850円（会員：3,300円）
教2,000円 維220円

伊勢型紙で兎を彫ろう
野画工房主宰　田部 久美子

　伊勢型紙で来年の干支のう
さぎを彫ってみませんか。可愛
らしい色紙が完成します。
★12/12（月）10:30～12:30
受3,080円
教600円 維220円

防災備蓄収納2級プランナー認定資格講座
（一社）防災備蓄収納プランナー協会代表理事　長柴 美恵

　どんな防災グッズが必要か、
備蓄のリスト、保管のための
収納づくりなど、具体的な準
備方法と危険性の回避法につ
いて演習を交えながら学びま
す。１日で資格取得ができます。

★3/30（木）10:30～17:30
受16,500円 教7,590円 維220円

ゆっくり色鉛筆教室
画家　設樂 雅美

　手軽に始められる色鉛筆
で、絵を描く楽しさを見つけ
ましょう。
★12/23（金）10:30～12:30
受3,190円 教330円 
維220円

2023年の運勢と
あなたの開運ポイント

フローリーディング研究所主宰
中村 彩祐子

　2023年をより幸せに、豊か
に過ごすための開運法を伝授
する実践型の講座です。個別
にワンポイントアドバイスも。

★1/21(土)10:30～12:00
受3,300円 教660円 維220円

モリス生地で作るポイントカード入れ
アトリエパピエ75認定講師

瀬川 佐江子
　お財布に増えていくポイントカ
ードをひとまとめにできるカード入
れを作ります。
★1/30（月）13:00～15:30
受3,674円 教1,000円 維220円

草月流　お正月飾り
草月流師範会理事　山田 翠

　手作りのお正月飾りで、華
やかな新年を迎えませんか？
★12/15（木）
　15:30～17:30
受1,980円（会員：1,650円） 教2,000円 維220円

未生流　お正月飾り
未生流師範　大川 康甫

　縁起の良い花材でお正月
花をいけて、年神様をお迎
えしましょう。
★12/17（土）
　10:30～12:30

受3,740円（会員：3,190円） 教2,000円 維220円

公 開 講 座 入会金不要

しめ縄飾り
flowerdesign angelique主宰

フラワー装飾技能士　高野 容子
　新しい年は花が咲きますよ
うにと願いを込めて、お正月
飾りを作りましょう。
★12/11（日）10:30～12:30
受3,740円（会員：3,190円） 教4,000円 維220円

羊毛フェルトで干支飾り（うさぎ）
中山みどり監修認定講師　江村 香織

　ふんわり優しい素材の
羊毛を専用針（ニードル）
でチクチクチク。作品の
あたたかさ、かわいらし
さに癒されます。

★12/19（月）13:00～16:00
受3,300円 教1,650円 維220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・
安全な手作り味噌を作ります。
★1/28（土）11:00～13:00
受3,465円 教3,830円
維220円

大英帝国のクリスマス
作家（日本文芸家協会会員）、郵便学者　内藤 陽介

　英国の美しい切手やスタン
プなどを紹介しながら、19世
紀から現代までの英国、英領
のクリスマスの郵便とその歴
史を紐解きます。
★12/24（土）13:00～14:30
受3,850円（会員：3,300円） 
教別途コピー代 維220円

ザクロオイルを知ろう！ 手作り美肌石鹸
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）

　美容効果の高さで注目されているザクロオイルについて学び、非加熱製法
で手作り石鹸に配合し作ります。
★12/22（木）18:30～20:30　受3,740円 教3,300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

　パールや天然石でお好みのアク
セサリーを作ります。※パーツによ
って教材費は異なります。
★1/29（日）13:00～15:30
受3,850円（会員3,300円）
教3,000円～ 維220円

生花のクリスマスツリー
フラワーサロンRose Classic代表　おおくぼ きえこ
クリスマスカラーのクジャクヒバ、ブルニア、タカ

ノツメなどの花材でテーブルツリー
を作ります。高さ30～35cm位
★12/5（月）13:00～15:00
★12/11（日）10:30～12:30
受各3,740円（会員：3,190円）
教各4,200円 維各220円

モミの木のクリスマスリース
リビングカラー講師　塚原 由利子
　オレゴン産の生のモミ枝を使
って、ニューヨークスタイルの
クリスマスリースを作ります。
★12/4（日）13:00～15:30
受3,740円（会員：3,190円）
教3,600円 維220円 「消しゴムはんこ」で

クリスマスカードと年賀状を作ろう
雅楽彩 主宰　江口 春畝

　四季折々の季節感あふれる素敵
なカードを作りませんか？今回はクリ
スマスカードと年賀状に挑戦します。
★12/13（火）13:00～15:00
受2,640円 教500円 維220円

こどもの書き初め教室
監修：日展会友、読売書法会理事、白鷗書道会会長　中村 天馨

読売書法会理事、白鷗書道会理事　柴 正香
　書き初めに挑戦しましょう。学校の課題がある

方はご持参ください。
小学1年生以上対象。
★12/25（日）
　13:00～14:30
受2,420円 維220円

こどもの書き初め対策講座
球鶴会所属　築地 恵子

　新しい年を迎える前に、書き初
めに挑戦してみましょう。冬休みの
課題にも対応します。小学生対象。
★12/27（火）16:30～18:00
受2,420円 維220円

クラフトバンドで編む
かわいい干支うさぎ
クラフトバンドエコロジー協会認定講師　専属デザイナー　水藤 みつみ

　クラフトバンドで可愛い干支
のうさぎを作ります。
★12/2（金）13:00～15:00
★12/16（金）13:00～15:00
受各3,190円 教各2,000円
維各220円

シニアのための超入門　英会話
よみうりカルチャー講師　前田 由里

　英会話が初めての方が対象の超入
門講座です。日本語の解説を交え、
簡単な会話から始めます。
★第1・3・5火曜10:30～12:00

☆3か月5回16,500円 1/17～　   事前体験 1/17

やさしい台湾中国語超入門
よみうりカルチャー講師　張 シュウフン
　台湾中国語が初めての方対象で
す。旅先で使える簡単な台湾中国語
を学びます。
★第1・3・5日曜15:00～16:30
☆3か月6回19,800円 1/15～　   事前体験 12/18

マンツーマン月曜韓国語
よみうりカルチャー講師　沈 貞淑

　韓流ドラマや韓国旅行が好きな方、
言葉を通じて韓国への理解を深めて
みませんか。お１人様40分の個人レ
ッスン。レベルに合わせて指導します。

★毎週月曜16:00～18:40
☆3か月11回48,400円1/16～　   事前体験 1/16

ゼロから始める
やさしい韓国語入門

駿台外語＆ビジネス専門学校主任　洪 載善
　韓国語が初めての方が対象で
す。基本の会話から学びます。
★第1・3土曜14:00～15:30
☆3か月6回20,790円 1/7～　   事前体験 1/7

韓国語会話＆韓国文化
　今まで韓国語を学んだことがある方が対象で
す。韓国旅行に役立つ集中講座です。
★第1・3金曜19:00～20:30
☆3か月6回19,800円1/6～　   事前体験 1/6

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」を深く学んでみませんか。
★第1火曜13:00～14:30

☆3か月3回9,900円 1/31～　   事前体験 1/31

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、日常生活やその記
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 1/9～　   事前体験 12/19

プレ・ベビーサイン講座
日本ベビーサイン協会認定リーダー　いけがみ しょうこ
　「赤ちゃんってどう成長していくの？」知りた
かったな、あったらよかったなを沢山詰め込ん
だ内容です。
★第4金曜10:20～11:50
☆3か月3回6,842円 12/23～    事前体験  12/23

ランニングのための体づくり
日本ランニング協会認定インストラクター　里仲 弘

　手軽な運動の第一歩としてご参加くだ
さい。目標達成のためのトレーニング方
法などを指導します。（教室での講座です）
★第1・3日曜13:45～15:15
☆3か月5回17,050円 1/15～
   事前体験 12/18

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）
　安心安全な石鹸の作り方
を始め、様々な原料につ
いてもしっかり学びます。
★第4木曜18:30～20:30
☆3か月3回11,220円
　1/26～

「和薬膳」で腸内環境を整えよう
漢方スタイリスト・薬膳アドバイザー　さら 

　日々の食事で腸内環境を整え
る術を学びます。食材選びから調
理、食べ方まで、試食、試飲を
交えて具体的にお伝えします。
★第2・4火曜13:00～14:30
☆3か月6回19,800円 1/10～
   事前体験 1/10

もっとおいしく飲める
ビール講座 ビアジャーナリスト　こぐねえ

　ビールの基本、種類、家飲みを
もっとおいしくする方法など、ビー
ルライフが豊かになる講座です。
★第3木曜19:00～20:30
☆3か月3回9,900円
　1/19～

初めてのドローン講座
「寺子屋お江戸ドローン」主宰　けんた

　トイドローンを使って基礎
知識（座学）と操縦法（実技）
を3回コースで学びます。
★第3土曜14:10～15:40
☆3か月3回10,890円 1/21～

綿入れはんてんを
縫ってみよう8回コース

社）全国和裁団体連合会認定和裁技能士
大橋 文子

　昔懐かしい綿入れ半てんを作り
ます。作業しやすい半袖タイプです。
★毎週金曜13:00～15:00
☆3か月8回24,200円 1/13～

エリザベス女王の現代史
作家（日本文芸家協会会員）、郵便学者

内藤 陽介
　70年に渡り英国のみならず英
連邦諸国の君主として君臨し続け
たエリザベス女王の時代をさまざ
まな角度から読み解きます。
★第4土曜13:00～14:30
☆3か月3回9,900円
　1/28～    事前体験 1/28

花あしらい
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
☆3か月3回9,570円 1/7～
   事前体験 12/3

マスコアートの花（入門）
マスコアートアカデミーI.C.F.A認定講師　後藤 文子

　オリジナル粘土で生き
ているようにみずみずし
い仕上がりを楽しめます。
★第2・4月曜
　10:30～12:30
☆3か月6回19,800円
　1/9～
   事前体験 12/26

羊毛フェルトで
愛犬・愛猫を作ろう

中山みどり監修認定講師　江村 香織
　本物そっくりの愛犬・
愛猫を作ります。
★第3土曜
　13:00～15:30
☆3か月3回13,530円
　1/21～

３月14日（火）から国立科学博物館（東京・上野）で開催される
「恐竜博2023」をもっと楽しもう！
真鍋博士の恐竜教室

 研究調整役（兼）副館長　真鍋 真
　化石となった物言わぬ恐竜たちは私たちに何を教
えようとしているのでしょうか？日本を代表する恐竜
学者の真鍋真博士が、恐竜の誕生、進化、絶滅ま
でを画像を使って分かりやすく解説します。
★3/30（木）13:00～14:30
受一般：3,850円（会員：3,300円）
　小学生以下2,200円 維220円

韓国料理「キムチ」を知りたい！
韓国料理研究家　本田 朋美

　韓国人のソウルフードであるキ
ムチ。種類豊富な日韓のキムチ文
化について学びます。著書「はじ
めてキムチの本」に掲載したキム
チをお持ち帰りいただきます。
★2/23（木・祝）13:00～14:30
受3,850円 教1,100円 維220円

予防医療家 加藤雅俊の
『薬に頼らず血圧を下げる方法』
　講師は、薬を減らす薬剤師として、ベストセラー『薬
に頼らず血圧を下げる方法』をはじめ、血圧関連の著
書が累計230万部を超える加藤雅俊さん。「高血圧の
９割の人が薬を飲む必要がないという事実」「危険な
血圧の見分け方」「高血圧に減塩は過去の話」など、
健康になれる方法について科学的な根拠を示しながら
話します。また、自宅でもできる「1日1分の簡単な
加藤式降圧体操」も実践指導いたします。
★3/31（金）13:00～14:30  受3,630円 維220円

「御
み

食
け つ

国
く に

から伝わる食の探求２０２３」
漫画「孤独のグルメ」原作者　久住 昌之

料理研究家　かわごえ 直子
　前回、大好評をいただいた
敦賀若狭講座を２０２３年も実
施します！「孤独のグルメ」の
漫画原作者である久住昌之さ
んと料理研究家のかわごえ直
子さんのお二人が敦賀若狭の
旅と食、地元食材を使った料
理のメニューなどを紹介しま
す。地元特産品のお土産付き。

★2/23（木・祝）11:00～12:30
受３，１９０円（会員：２，６４０円） 維220円

韓国料理「キムチ」を知りたい！

お釈迦様の教え  般若心経にちなんで
奈良薬師寺管主　加藤 朝胤

　お釈迦様の教えに従い、自分の行動を深く考え、素直で
清らかな心の養いをお受け下さい。正しい道の歩み方を般
若心経は教えて下さいます。
★2/11（土）10:30～12:00
受2,750円 維220円

～クッキーで作る「お雛様のリース」～
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

　講師が焼いたクッキーにアイシングクリームやお砂糖菓子をたくさんトッピン
グしてかわいいお雛様のリース型クッキーを作りましょう。
★2/5（日）10:30～12:30　受3,465円 教2,500円 維220円

パンジーのクレセントスワッグ
Flower sweet主宰　石川 千恵
　カラフルなプリザーブドロー
ズにアーティフィシャルのパン
ジーを合わせて春を感じるスワ
ッグを作ります。
★2/26（日）13:00～15:00

受3,190円 教3,622円 維220円
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土曜日の水墨画入門
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土曜13:20～15:20
☆3か月6回20,460円 1/14～　   事前体験 12/24

New

New

New

New

夜のハワイアンキルト
ハワイアンキルト講師　栃木 真知子

　たくさんの教材の中から、お好きなパターンや
布色を選んで作品を完成させます。

★第1金曜18:30～20:30
★3か月3回11,550円
　1/6～

やさしい
ハワイアンキルト
★第1金曜13:30～15:30
★3か月3回11,550円
　1/6～

New

クリスマス・正月・干支・節句を楽しむ

写真　刑部 友康氏

江戸怪異・都市伝説の現場検証
江戸文化研究執筆家　櫻庭 由紀子

　怪談や都市伝説は、
いったいどのようにして
成り立ったのか。江戸
の怪異と都市伝説の元
ネタと現場を古地図や
芸能の演目から探って
いきます。
★第2火曜
　10:30～12:00
☆3か月3回11,880円
　1/10～
   事前体験 12/13　　

New


