
公 開 講 座
入会金不要 ※�一部講座を除き別に

維持費がかかります。

北千住センター オンラインつながり、ひろがる
外国語

下町ウォーキング（第4）
フリーライター　千本木 亨雄

　江戸開府から既定のルートに
とらわれないユニークなコース
で、新しい発見を見つけましょう。
★第4月曜10:30～12:30
★6か月5回17,105円
　10/25～

未生流いけばな
未生流師範　大川 康甫

　いけばなで季節を
感じ、ゆっくりとした
素敵な時間を過ごし
ましょう。

★第2・4水曜10:30～12:30
★3か月6回19,140円 10/13～　 よみカル  9/22

いけばな　池坊宝生流
池坊宝生流教授　増田 彩雲

　いけばなを初めて習う方
にも分かりやすい技術で花
と向き合い、心の豊かさを
磨いてみませんか？
★第１火曜10:30～12:00
★３か月3回9,075円 
　10/5～　   事前体験 10/5

お勤め帰りのいけ花
華道家元池坊教授　増田 華禎
　立花、生花、投入、盛花、
自由花など、勉強したい
花形を希望に添えるように
教授いたします。
★第２・４火曜
　18:30～20:30
★３か月6回19,734円
　10/12～  よみカル  9/28

土曜いけばな池坊（初級）
華道家元池坊教授　鈴木 康司

池坊教授　朝倉 わか子
　春・夏・秋・冬の行事の
花、自由花や生花を主に、
初めての方でも簡単な基
本型から順を追ってご指導
します。
★第２・４土曜10:15～12:15
★３か月6回19,140円
　10/9～　 よみカル  9/25

アロマで美と健康生活
アロマ＆メディカルソロジスト

長谷部 美彗子
　アロマを学び楽しく手作りしな
がら自分磨き(美容)・快適な家
庭生活をはじめませんか？
★第4火曜13：00～15：00
★6か月6回19，800円10/26～
よみカル  9/28

鉄道模型を作る
「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 10/9～

あなたも一席！新作講談
講釈師・（故）田辺一鶴直系門下　初代　工学院 鋭鶴

　２分、５分の短いものから
本格的なものまで一席披露
できるようにご指導します。
★第３日曜10:30～12:30
★6か月6回19,800円
　10/17～

四柱推命でみる
2022年のあなたの運勢

監修 日本・推運学会会長　杉本 蘭華
講師 同専務理事　清水 誠

　独自に分かりやすくアレンジした
四柱推命で2022年を楽しく学び、
知ることができます。
★10/31（日）13:00～15:00
受会員：2,200円  一般：2,750円 維220円

韓国エンタメ
　韓国の映画、ドラマ、K-POP
など韓国エンタメを素材にして
楽しく進めます。気楽に受ける
講座です。
★9/25（土）20:00～21:30
受会員・一般：3,000円 

錦秋のお江戸歩き2021
お江戸ウォーカー・演芸ライター　山口 則彦
［２木Dコース］①東京駅～丸の内　②神宮外苑～青山通り　③皇居東御苑（旧江戸城）
★第2木曜10:30～13:00　10/14～
［３火Aコース］①神楽坂part1　②四谷界隈　③押上～亀戸
★第3火曜10:30～13:00　10/19～
［３木Cコース］①東京駅～丸の内　②佃島～明石町　③皇居東御苑（旧江戸城）
★第3木曜10:30～13:00　10/21～　★各3か月3回9,900円

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
　10/8～

東京の守護神社と開運めぐり
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
ます。今回は聖神社など埼玉
県の金運神社を巡ります。
★第1火曜10:30～12:30
★3か月3回11,220円 10/5～

パリテイストフラワー
flowerdesign angelique主宰　フラワー装飾技能士

高野 容子
　優雅なお花に触れなが
ら、小ぶりのアレンジメン
トを気軽に楽しみます。
★第3月曜13:30～15:30
★6か月6回19,140円
　10/18～
   事前体験 10/18

英国タエコ・マーヴェリー
フラワースクール

英国タエコ・マーヴエリー・フラワーズ講師　藤井 真実
　イギリス伝統のフラワーア
レンジメントを、英国での生
活経験のある講師が楽しく指
導します。
★第１・３・５木曜13:00～14:30
★３か月6回19,140円
　10/7～　 よみカル  9/30

表千家入門クラス� 表千家教授　波多野 宗良
　物を持つ手はちょっとした心遣いで美しさが表われ、お菓子にも季節感を感じら
れます。男性もご入門下さい。
★第２・４月曜13:30～15:30　★３か月6回19,140円 10/11～　 よみカル  9/27

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
　アレルギーやスト
レスによる病気が急
増している今、ハー
ブと精油を効果的に
使う方法を具体的に
指導。

★第２金曜19:00～20:30
★6か月6回20,790円 10/8～

園芸の基本・好きだけど
失敗してしまう人、大集合

グリーンコーディネーター　山田 光夫
　楽しい実践を通して
園芸の基礎を学んで
いきます。 植物が好
きだけれど枯らしてし
まう方、大集合です。
★第２水曜
　13:00～15:00
★6か月6回19,800円 10/13～     事前体験 10/13

スージィーの腹話術【15:30～】
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。ボランティア活動にも役
立ちます。
★第１土曜15:30～17:30
★6か月6回28,050円 10/2～

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 10/14～  よみカル  9/23

クイズで韓国2
　韓国ドラマを見て不思議に思えた行動、日本と違う文化、話
題の韓国エンタメ、美容などクイズ形式にして面白く進行します。
●旅行の時とか参考になる韓国のマナーと礼儀にまつわる問題
●ドラマでよく出る慣用句、ことわざなど言葉にまつわる問題　
●今話題の俳優、ドラマ、歌手など芸能ニュース問題
★9/11（土）20:00～21:30　受会員・一般：3,000円 

駿台外語＆ビジネス専門学校主任　洪 載善

江戸城外堀を歩いて
東京を知る

㈱歩き旅応援舎　岡本 永義
　現在の東京の町は江戸時
代前期に作られた江戸城外
堀の影響を受けており、その
跡を歩き概要を探ります。
★第2水曜10:00～13:00  10/13～
★第4火曜10:00～13:00  10/26～
★各6か月5回17,820円

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
　街や自然豊かな公園などを
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
　10/13～

月1回のアレンジフラワー
フラワー装飾１級技能士・Bright Leaves主宰　明葉 

　月1回旬の花材を
通して季節を感じな
がら個性豊かな作品
を作っていきます。
★第2水曜
　13:00～15:00
★6か月6回
　19,140円
　10/13～
   事前体験 10/13

プリザーブドフラワー
短期資格取得
風花プリザーブドフラワー協会代表

河原 由美
　多種類のプリザーブドフラ
ワーを使い基礎のワイヤリ
ングやアレンジの方法を学
びます。
★第４火曜10:30～12:30
★6か月6回21,450円
　10/26～

月に一度のフラワーレッスン
　季節のイベントに合わせ
た素敵なギフトを手作りして
みませんか？
★第４土曜10:30～12:30
★３か月3回10,725円
　10/23～
よみカル  9/25

月に1回の基礎から始める
プリザーブドフラワー

Flower sweet主宰
石川 千恵

　月ごとのテーマに合わせ
て枯れない永遠のお花「プ
リザーブドフラワー」を気
軽にレッスンできます。
★第３月曜13:00～15:00
★6か月6回19,140円
　10/18～

手作り石鹸を作ろう
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。健やか
なお肌作りをしましょう。
★第３金曜15:00～17:00
★6か月6回22,440円
　10/15～

季節のポプリ
熊井明子ポプリの会講師

桐井 美智子
　花や草木の香りを楽しみましょ
う。インテリア、お料理、お茶
など広範囲に利用できます。
★第４水曜13:00～15:00
★6か月6回20,790円
　10/27～

タロット占い
フォーチュンカウンセラー

草野 日和皓
★10/31（日）13:00～18:00
受会員：1,100円 一般：1,650円
維220円 （定員10名）

おひとり20分。時間帯は申し込み順で受け付けます。

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
　10/4～　 よみカル  9/20

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
　自分で作ったアクセサリー
を身に着けておしゃれを楽し
みませんか。初めての方も楽
しめる基礎クラスです。
★10/7（木）11：00～12：30
受会員：3,080円 一般：3,630円
教1,500円 維220円

浮世絵の魅力
日本画家、川村学園女子大学名誉教授　荻原 延元

　江戸時代に生まれた浮世絵
は、実に多彩で魅力に溢れて
います。講座では、春信、歌麿、
清長、写楽、北斎、国貞、広重、
国芳、芳年から「花鳥画・美
人画・名所絵・雪月花・役者
絵・見立て・戯画」の名品を
選び、その画像と共に江戸の
文化についての話をします。
★10/29（金）10:30～12:30

受会員・一般：3,465円 教220円 維220円
歌川広重「猿若町よるの景」

ハロウィンの壁飾り
フラワー装飾１級技能士・Bright Leaves　明葉 

　アーティフィシャルフラワー
を使って個性的なハロウィン飾
りを作りましょう。 
★10/3（日） 13:00～15:00
受会員：3,190円
　 一般：3,740円
教2,500円 維220円

森のテーブルクラフト
遠藤悦子ART　SALON　本部講師　樋口 ゆう子

　丸いケーキ型の土台にドライ
の紅葉の葉を張りつけ、その上
に木の実、ドライフルーツ、スパ
イス等を飾ります。苔のうさぎを
一匹置いて可愛く仕上げます。
★10/16（土）13:00～15:00

受会員：2,200円  一般：2,750円 
教3,850円 維220円

着付け教室
舞依鼓スタイル　国家資格取得一級着付技能士

　伊藤 依子
　久しぶりに着物や浴衣を
着てみませんか。長い間
着物を着ていなくて忘れ
てしまった方が対象です。
★9/20（月）
　13:30～15:30
受会員・一般：3,036円  維220円

縁起の良い花文字レッスン
日本花文字の会理事　大塚 麻由

　縁起の良いとされる絵柄のレッスン数種～文字に形
成までの基礎を初心者でも楽しく学べます。作品はカ
ードにしてお持ち帰りOK。
★10/12（火）15:00～16:30
★10/14（木）19:00～20:30
受各会員・一般：1,100円  教500円  維220円

ちりめんで作る
ファスナーの小物入れ

大澤和子袋もの研究所主宰　大澤 実千世
　18㎝ファスナーを使い、ち
りめんの柄と無地の取り合わ
せが可愛い小物入れです。当
日はいろいろな柄物のセットの
中からお選びいただきます。

★10/31（日）10:15～12:45
受会員：4,400円  一般：4,950円
教3,000円 維220円

お彼岸のお仏壇飾り
フラワー装飾１級技能士・
Bright Leaves　明葉 

　アーティフィシャルフラワーでお
彼岸のお仏花を作りましょう。 
★9/5（日）13:00～15:00
受会員：3,190円  一般：3,740円
教2,500円 維220円

シダローズの
クリスマスツリー

トロッケンゲビンデ講師　桜井 ゆき子
　木の実の王様シダローズでク
リスマスツリーを作りましょう。自
然界へ感謝しつつ、自然を守る
大切さにも思いを馳せましょう。
★11/17（水）10:30～12:30
受会員：1,650円 一般：2,200円 
教2,500円 維220円

お仏壇の
プリザーブドフラワー

フラワー装飾一級技能士・きほ花塾主宰　きほ
　水やりや傷む心配のないプリザー
ブドフラワーでいつまでも美しいお
花をご仏前に飾っていただけます。
★9/26（日）13:00～15:00
受会員：3,025円  一般：3,575円 
教3,850円 維220円

オリジナルプランターで
野菜を育てよう！

　木製のプランターに好きな絵を描いてオリジナル
のプランターを作ります。作
ったプランターには野菜の種
を蒔いて大事に育てましょう。
対象年齢：小学生以上（低学
年は親子でご参加ください）
★10/31（日）13：00～14：30
受会員・一般：2,200円 教900円 維220円

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」11/ 1（月）13:30～15:30
★「やさしい基本編」11/29（月）13：30～15:30
受各会員・一般：1,650円

～愛犬のための学び～
ドッグトレーナーが伝えるペット防災の大切さ

ドッグトレーナー、防災士　長田 翔太
　日ごろから心がけておきたい災害時に役立つ「しつけ」について、またペット
防災の大切さについて、ドッグトレーナーの目線からお話しします。ドッグスクー
ルとオンラインで繋ぎ、実際のトレーニング風景を生中継でご覧いただく時間も
あります。
★10/24（日） 13:30～15:00　受会員：2,750円 一般：3,300円 維330円

ワンデーかぎ針編み教室
手編み作家　清水 芳子

　シュシュを編んで、結んで、まあるいキーホルダ
ーの完成！ 鍵が迷子にな
りません。大きさを変え
てバッグチャームや傘の目
印にもなり、可愛くていく
つも編みたくなります。シ
ュシュの編み方も完全に
マスターしましょう。

★9/25（土）10:30～13:00
受会員：3,850円  一般：4,400円
教1,200円 維220円

四季折々の
「消しゴムはんこ」を作ろう

雅楽彩主宰　江口 春畝
　作った消しゴムはんこは、スタ
ンプの色や押す位置を変えること
で様々な楽しみ方があり、バリエ
ーション豊かなオリジナルカードが
作れます。
★11/21（日）13：00～15：00
受会員・一般：2.640円 教500円 維220円

秋色ローズのリース
　人気のドライタッチのアーテ
ィフィシャルフラワーのローズ
を使って、シックな秋色リース
を作ります。
★10/16（土）13：00～15：00
受会員・一般：3,190円
教3,522円 維220円

モノトーンな
ハロウィンアレンジメント

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

　モノトーンの花器で、白い
カボチャをアレンジします。
★10/10（日）
　10:30～12:30
受会員：2,200円
　 一般：2,750円
教3,000円 維220円

歩き方から見直す
健康ウォーキング

日本ウォーキングセラピスト協会代表理事
長坂 靖子

　間違った歩き方を続けていると、肩
こり、腰痛、膝痛などの原因になりま
す。体の軸を正し、いつまでもハツラ
ツと楽しく年を重ねましょう。
★9/16（木）13：00～14：15
受会員・一般：3,190円  維220円
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手相鑑定
人体科学会学術会員・手相研究家

岡田 人篤
★10/5（火）10:30～14:30
受会員：1,100円 一般：1,650円 
維220円 （定員8名）
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New

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。

事業企画・大手町スクール お申し込み 03-3642-4301 秋に学ぼう

◆12/6（月）13:00レクチャー
　14：00 開演
◆会員6,500円、一般7,000円（1等席）

12月文楽公演
ウズベキスタン共和国大使館共催
シルクロードとウズベキスタンの仏教遺跡

◆10/9（土）13：30～15：20
◆会員2,750円、一般3,300円

後援：
日本ウズベキスタン協会

絵画「ナポレオンの戴冠式」から
読み解く英雄の足跡 ～没後200年～

Ian Dagnall / Alamy Stock Photo, Image ID: HTBGW7

駐日ウズベキスタン共和国大使館提供

　英雄ナポレオンの偉業を美術面からの視点で
解説、621×979センチの超大作「戴冠式」の絵
画など、原寸大の詳細映像で実像に迫ります。
◆10/2（土）13：00～14：30
◆会員3,080円、一般3,630円

大手小町ラボ　
「自分らしく生きるヒント」
　働く女性に注目されているフロントランナーを講師に迎
え、コロナで変化した社会でどう生きるかを考えます。多様な
価値観に触れながら、「自分をもっと好きになる」講座です。
11/20、12/18にも講座があります。オンライン受講も可。
◆9/18（土）
　読売新聞「OTEKOMACHI」
　編集長 小坂 佳子
◆10/16（土）映画「竜とそばかすの姫」
　 プロデューサー 谷生 俊美（日本テレビ）
　いずれも13：30～15：00
◆各日とも会員・一般 3,300円

 会場：読売新聞東京本社3階「新聞教室」

◆配信期間 10/5（火）11：00～11/8（月）
◆受講料 無料（ウェブ上で配信する動画視聴講座）

筑波大学芸術系
准教授  下田 一太

　訪問前に
見どころや
巡り方を徹
底解説いた
します。

島根を学ぶオンライン講座
世界遺産を楽しむための
７つのステップ「石見銀山編」 ◆10/1４（木）

　12:30開演
◆10/19（火）
　12:30開演
◆各日とも
　会員
　14,500円、
　一般
　15,000円
　（S席・プログ
　ラム付き）

ミュージカル「オリバー！」
会場：東急シアターオーブ

◆10/21（木）11：00レクチャー
　12：00 開演
◆会員11,500円、
　一般12,000円（1等席）

10月歌舞伎公演
■事前レクチャー付き国立劇場観劇

出演：中村梅玉ほか

立正大学名誉教授　安田 治樹

美術評論家　谷岡 清

◆10/20（水）12：00開演
◆会員11,000円、
　一般11,500円（S席）

令和千本桜～義経と弁慶／
コロッケものまね
オンステージ2021

◆11/21（日）12：00開演
◆会員12,500円、一般13,000円（S席・プログラム付き）

本日も休診
■明治座公演

出演：柄本明、花總まり  ほか

京都・清水寺のこころ

◆12/4（土）14:00～15:30
◆会員2,750円、一般3,300円

清水寺執事補　森 清顕

四国八十八か所　遍路旅の魅力

◆10/30（土）13：30～15：10
◆会員2,750円、一般3,300円

旅と歴史のプロ・ナビゲーター　小林 祐一

おうちで学べる講座
フェス2021秋
9月開催

谷生俊美

石見銀山編

ローズと木の実のリース
Flower sweet主宰　石川 千恵

　落ち着いた秋を感じるプ
リザーブドフラワーのローズ
やドライの木の実を存在感
ある立体のリースベースに
アレンジします。
★9/26（日）13：00～15：00
受会員・ 一般：3,190円 
教3,522円 維220円

公開
講座

クリスマス・
オーナメントクッキー

　あらかじめお焼きしたクッキーに色とりどりの
アイシングでクリスマスモ
チーフをデコレーションを
します。※クッキーはあら
かじめ講師が焼いたものを
使用します。

★12/17（金）15:30～17:30
受会員・一般2,750円 教2,500円 維220円

公開
講座

日光街道と荒川の歴史
元上武大学教授　谷崎 敏昭

　周辺地域の発展に寄与
してきた荒川と日光街道・
奥州街道の表玄関として
日本最大の宿場町を形成
し、江戸の繁栄を支えてき
た千住について考えます。
★第3木曜10：30～11：40
★6か月6回19,140円 10/21～

ビギナーのための
手作りプリザーブドフラワー
＆アレンジメント
ホームメイドプリザービング協会主宰厚生労働省認定一級フラワー装飾技能士　きほ 
　生花をプリザーブドフラワ
ーに加工する技術と、それ
を使ってアレンジメントする
事を学ぶクラスです。
★第４水曜15:30～17:30
★6か月6回18,150円
　10/27～  よみカル  9/22

ハロウィンの
ゴーストハウス

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
　今年のハロウィンは、立
体的なクッキーでゴーストハ
ウスを作りませんか？ 可愛
い小物をご用意してありま
すので、デコレーションも楽
しいですよ！
★10/15（金）15:30～17:30
受会員・一般2,750円  教2,500円  維220円

公開
講座

食べられる野菜の
絵の具でお絵描き！
Share Re Green代表取締役　瀬戸山 匠ほか

　野菜とはちみつで作られた無添加の食べられる
絵の具「やさいのキャン
バス」をご存知ですか？
野菜嫌いなお子様でも、
色々な食材に絵を描い
て楽しく食べられます。
対象年齢：小学生以上

★10/30（土）13：00～14：30
受会員・一般：2,200円 教1,700円程度 維220円

公開
講座

いけばな・草月流
草月流師範会理事　山田 翠

　どんな花材でもいけることが
できるよう、基礎から指導します。
★毎週木曜10:30～12:30
　　　　　18:00～20:00
★各３か月10回29,150円
　10/7～　 よみカル  9/16

シャビーシックな
クリスマスアレンジ

　シャビーシックな配色の花材
とキャンドルを添えたテーブル
アレンジメントを作成します。
★12/5（日）13:30～15:30
受会員：2,200円 一般：2,750円
教3,000円 維220円

公開
講座

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
ドローションを作る盛りだくさん
の講座です。
★10/3（日）13:30～15:00
　10/8（金）18:30～20:00
受各会員・一般：2.750円  教3,300円  維220円

公開
講座

趣味・暮らし

茶・花・フラワー

江戸「それホント？」めぐり
江戸歴史研究家
田中 ひろみ

　意外と知られていな
い江戸の史跡を歩き
ながら、江戸のうんち
くを楽しく学びます。

★第１日曜10:30～13:00  10/3～
★6か月5回17,875円
★第２水曜10:30～13:00  10/13～
★6か月6回21,450円

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
　草花や樹木は日々形を変えて
いきます。それは生きていくた
めに発しているサイン。植物の
サインを感じにでかけましょう。
★月1回の日曜10:30～15:00
★6か月4回15,400円 10/3～

リニュー
アル

リニュー
アル

リニュー
アル

あなたの運勢を鑑定します

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◆ 受付前に検温器を設置します。

◆ スタッフは出勤前に検温し、マスクを着用します。
◆ 講座中も教室の扉を開けるなどし、換気をよくします。
◆ 講座前後の手洗いを励行し、教室内でもマスク着用を。
◆ 人との間隔は十分に空けてください。
◆ 風邪の症状がある方や体調に不安がある方は受講をお控えください。
◆ 新型コロナウイルスの影響により、休講または延期する場合もあります。   

よみうりカルチャー

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
細心の注意を払って講座を運営します。

大正ロマンの詩をよむ
詩人　評論家　吉

きっかわ

川 睦彦
　萩原朔太郎、中原中也など
の詩の鑑賞を通して、魅力あ
ふれる大正時代特有のロマン
に迫ります。
★第1・3土曜15:30～16:40
★3か月6回19,140円 10/2～

はじめてのギター（個人30分）
ミチギター教室講師　石川 美樹

　はじめてギターを触る方でも
ご心配はいりません。個人レッ
スンなのでご自身のペースで習
得できます。
★第3土曜14:00～15:00
★3か月3回13,695円 10/16～

はじめての
実用ボールペン字

読売書法会理事　和田 朱美
　正しい形、線、流れの基本をき
ちんと学び、癖のない美しい文字
が書けるよう丁寧に指導します。
★第1・3水曜10:30～12:00
★3か月6回19,140円 10/6～

楽譜の読み方
　楽譜の読み方を基礎から学ぶ講座です。音符や
記号を知ることで音楽を聴くのも楽しくなります。
★第１火曜13:00～14:30
★3か月3回10,395円 10/5～     事前体験  10/5

楽しい淡彩画
東京藝術大学大学院卒　吉澤 光子

　花や果物など数種類の
身近なモチーフを使い楽し
く描きます。
★第2・4水曜13:00～15:00
★3か月6回19,800円
　10/13～　 よみカル  9/22

とにかく楽しい
音楽リズム体操

運動指導員　皆川 朋子
　とにかく楽しく音楽のリズム
に合わせて体を動かしてみまし
ょう。日頃の運動不足の解消に。
★第1・3月曜12:30～13:30
★3か月6回18,150円 10/4～  
   事前体験  10/4

手作りハワイアンジュエリー
st`udio nina主宰　平山 仁菜

　幸せを呼ぶハワイアンジュエリー
を誰でも簡単に造形できる純銀粘
土を使って手作りしてみませんか？
★第1火曜13:00～15:30
★6か月6回23,100円 10/5～
   事前体験  9/7

いつまでも元気に！�健康体操
　「歩くため」に特化した体
操です。いつまでも歩けるよ
うに、身体作りを今から少し
ずつ始めてみましょう。
★第2・4金曜10:30～11:30
★3か月6回18,150円
　10/8～　   事前体験  10/8

はじめてのハワイアンキルト
Naniloa Kapakuikiハワイアンキルト講師　武藤 理恵

　伝統的なハワイアンキルト
の基礎が学べます。まず、ク
ッションカバーから始めます。
★第2・4水曜10:30～12:30
★3か月6回23,100円
　10/13～　   事前体験  9/22

100歳まで健康に！
体操と脳トレ

健康運動指導士　chiyo 
　健康に生きるには、美味
しく食べる、しっかり歩ける、
排泄できる事が大切です。
★第2・4木曜12:00～12:50
★3か月6回19,800円 10/14～     事前体験  10/14

表情筋トレーニング
笑顔トレーナー　藤野 弘子

　誰でも何歳からでもでき
る、１日数分のトレーニン
グ。ほうれい線やお顔のた
るみの改善に。
★第2水曜13:00～14:30

★6か月6回19,140円 10/13～

おなかスッキリ
骨盤エクササイズ

骨盤スタイリスト　さら 
　気持ちよく骨盤を動かしながら、
お腹周りをスッキリ整えます。体力
や年齢に関係なく行える内容です。
★第1・3水曜12:15～13:15
★3か月6回19,140円 10/6～
   事前体験  10/6

着付教室
舞依鼓スタイル　国家資格取得一級着付技能士　伊藤 依子
[基礎コース]
初心者の方からも
う一度習ってみたい
と思われている方
迄、その方に合っ
たスピード（リズム）
で進めていきます。
[着付師コース]着付け（着せ方）と自分の着方の
両方を、同時にマスターする事ができます。
[着付技能士資格取得コース]国家資格である「着
付技能士」の資格取得を目指します。
★各第1・3月曜13:30～15:30　10/4～
★（基礎コース）3か月6回18,216円
★（着付師コース）3か月6回20,592円
★（着付技能士資格取得コース）3か月6回39,600円

心と身体にやさしいヨガ
日本フィットネスヨーガ協会　井口 美香

　日常動作の姿勢の偏りか
らくる体の癖やゆがみを取り
除き、神経や筋肉、内臓の
疲れをリラックスさせます。
★毎週水曜12:00～13:30
★3か月12回37,950円
　10/6～　 よみカル  9/22

ジャイアンツ
ヴィーナスダンススクール

ヴィーナスダンススクール専任講師　 永野 仁那
　ヴィーナスで活躍し
た講師陣や現役ヴィー
ナスが直接指導にあた
り踊る楽しさを感じなが
らリズム感や体力、柔
軟性を高め、礼儀作法
や協調性を育みます。

★（小学生）毎週土曜15:30～16:30
★3か月12回26,400円 10/2～
★（中高生）毎週土曜18:00～19:30
★３か月12回33,000円 10/2～
よみカル  9/25

～脳トレに～
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！ 教材として
使用するマジック道具はプレゼ
ントします。
★第2日曜13:00～14:30
★6か月6回18,480円 　
　10/10～

�旅する城
　「 日 本 100
名城」「続日本
の100名城」
を中心に、城
郭の歴史や見
どころなどを
紹介します。
★第3月曜13:00～14:30
★6か月6回19,800円
　10/4～（初回のみ第１週）

初心者のための
お気軽ピアノ

一般社団法人 全日本らくらくピアノ®協会１級認定講師　久田 美恵
　ピアノの経験がなくても、独
自メソッドですぐに弾けます。
全体練習ではハノン・ソルフェ
ージュ。個人練習では各々がお
好きな曲に取り組みます。
★第2・4月曜13:15～14:45
★3か月6回21,450円 10/11～
よみカル  9/27

ピアノ伴奏で
たのしく歌いましょう

東京音楽大学卒業　鈴木 雅子
　抒情歌や童謡など幅広い
ジャンルの曲をピアノの伴
奏で歌います。
★第2・4木曜10:30～12:00
★3か月6回19,800円
　10/14～     事前体験  10/14

ピアノで楽しむ
夢・恋・酔い演歌（個人30分）

作曲家　上野 正樹
　昭和から現在までのヒット
演歌を歌いましょう。あなた
の個性を大切にしながらピア
ノでフレーズ毎に指導します。
★第1金曜11:20～12:25
　10/1～
★第3金曜11:20～12:25 
　10/15～
★各3か月3回20,625円

有田焼の技法で描く和食器
一級陶磁器製造技能士　絵付け士　伊藤 三恵子

　伝統的な有田焼の技法
で有田焼の白磁に絵を描
きます。絵付けの初心者
も“わたしだけの和食器”
を作りませんか？

★第4木曜10:30～13:00
★6か月6回26,400円 10/28～

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
　体の軸を正しい
位置にして歩行が
できるよう体の各
部位ごとにストレッ
チを行い改善を目
指します。

★第1・3木曜13:00～14:15
★3か月6回19,140円 10/7～　   事前体験  10/7

つるし飾り
木目込・ちりめん細工教室「緋桜会」講師　正教授　伊藤 千有希
　和布を使い、個々のペー
スで製作します。ご希望によ
り木目込の講習も可能です。
★第2・4火曜10:30～12:10
★3か月6回16,500円
　10/12～

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
★6か月6回28,512円
　10/13～

はじめてのパーソナルカラー
レッスン・初級編（前半）

CLE協会　川口校校長　武田 実佳
　日々の生活にあふれる色の学び
を通して「自分に似合う色」を身に
つけます。（初級編は全8回）
★第1・3月曜10:30～12:00
★3か月4回13,200円 10/18～

★無料説明会 10/4（月）10:30～11:30

若返りエクササイズ
～カラダの中からキレイになる

ピラティスインストラクター　野口 恵永
　チベット体操、ピラティス、マ
インドフルネスを取り入れ、い
つまでも若々しく、快適に日常
生活をおくるための運動です。
★第1・3・5木曜
　12:00～13:00
★3か月6回19,140円
　10/7～　   事前体験 10/7

記述力を伸ばす
子どもの作文教室
児童文学作家　高橋 うらら

　文章を書くのが苦手なお子様
も、楽しみながら自由に書くこ
とで知らず知らず書く力がつい
ていきます。
★第1日曜10:30～12:00
★6か月6回15,840円 10/3～

やさしい健康ヨガ
ヨガインストラクター　上野 なみ

　初心者の方でも楽しめるス
トレッチとヨガ、姿勢改善、
柔軟性や筋力アップした体を
目指します。
★第1・3・5金曜10:30～11:30
★3か月7回22,330円
　10/1～　   事前体験  10/1

はじめての
　　キッズHipHop
　音に合わせて楽しく踊るヒップホップダンス！！
初心者も経験者も大歓迎です。
★第1・3・5火曜17:35～18:35
★3か月7回17,710円 10/5～　 よみカル  9/21

アロマハンドトリートメントと
癒しのハンドクリーム作り

日本アロマ環境協会アロマテラピーインストラクター　中川 真李
　生活の中で一番よく使う手は最も疲れが出やすい部分。
季節のお肌などの悩みを解説
しセルフケアを学びます。
★第3日曜13:00～14:30
★6か月6回19,800円
　10/17～

「ルノルマンカード」占い入門
鑑定士　さてら

　複雑な意味を覚える必要のない、シン
プルで色鮮やかな36枚のカードを使っ
て、あなたの家族の事、友人、人間関係、
恋愛、仕事など様々な事が占えるように
なります。
★第1月曜13:00～14:30
★6か月6回21,120円 10/4～

「ゴールデンカムイ」から知る
アイヌ文化の魅力

千葉大学名誉教授　中川 裕
　野田サトル氏の漫画「ゴールデンカムイ」は、
2014年に集英社『週刊ヤングジャンプ』誌で連
載開始以来、現在コミックス26巻、累計1600万
部を誇る人気作品です。20世紀初頭の北海道を
舞台に、アイヌの生活文化や社会的状況を真っ向
からストーリーに組み込むことで、アイヌ民族に対
する一般の関心を飛躍的に高める原動力となりまし
た。アイヌ語監修を務める講師が、作品に描かれ
た世界観やアイヌ文化のエッセンスについて解説し
ます。
★11/14（日）13:00～14:30
受会員：3,300円  一般：3,850円 維220円

仏像のひみつ
　仏像それぞ
れの性格や役
割、その見方
などをわかり
やすく解 説し
ます。 仏像と
の出会いを楽
しみませんか。
★第4土曜13:00～14:30
★6か月5回16,500円 11/27～

歴史紀行家　小林 祐一

映画音楽で楽しむ
ポピュラーヴォイストレーニング�
日本オペラ協会会員、声楽家（ソプラノ）

小林 悦子
　名作映画の美しいテーマ音楽
をご一緒に奏でてみませんか。
声はもちろん、心が潤う楽しいひ
とときをどうぞ！
★第1・3・5土曜14:10～15:40
★3か月7回26,950円 10/2～　 よみカル  9/18

気軽に楽しむ
　　朗読とスピーチ

OES表現技法研究所講師　永井 喜代子
　仲間と一緒に気軽に楽し
みながら、感情豊かな表現
力とコミュニケーション能力
を身に付けましょう。
★第1・3日曜10:30～12:00
★3か月6回19,800円
　10/3～

はじめての声楽&
ヴォイスレッスン（個人30分）�
　はじめて声楽曲を歌う方や声のステップアップ
を目指す方のための、楽しい個人レッスンです。
個性に合った楽曲で美しい響きを伸ばしましょう。
★第1・3・5木曜13:00～16:00
★3か月6回33,000円 10/7～

コーチングの勧め
コーチ倶楽部代表コーチ 佐藤 創紀

　今の自分から一歩進
みだす実践方法を明確
にしていきます。人間
関係を豊かにしたい方
や将来を明確にしたい
方、資格取得を考えて
いる方におすすめです。
★第1・3・5水曜18:30～20:00
★3か月6回21,450円 10/6～　 よみカル  9/29

ポピュラーボーカルを歌う
声楽家　黒澤 弘一

　日本の歌、世界の名曲な
ど一般に知られているポピュ
ラーな曲を歌います。ボイス
トレーニングも行うので発声
も学びます。
★第1・3火曜13:15～14:45
★3か月6回19,140円 10/5～　 よみカル  9/21

韓国結び「メドゥプ」
メドゥプ講師　北里 多恵子

　ボードやピンを使
わず、紐を手にもっ
て結んで作る飾り結
びメドゥプ。基本の結
びを学びながらアク
セサリーや日用品を
つくります。

★第2木曜10:30～12:30
★6か月6回19,140円 10/14～　   事前体験  9/9

[外反内反・ひざ・腰・首]
カサハラ式・足から未病改善

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
や不調も自分で改善できま
す。「テーマ別に教材付き」
★第１水曜10:30～12:00

★3か月3回10,560円10/6～

トルコのレース編み「オヤ」
トルコ文化センター講師　的屋 礼子

　トルコの女性たちのスカ
ーフの縁飾り、オヤ。繊細
で可愛らしい様々なモチー
フを編んでみませんか。
★第4日曜
　10:30～12:50
★6か月6回26,400円
　10/24～

のどを鍛える
「健康声磨きⓇ」レッスン

一般社団法人日本声磨き普及協会認定インストラクター
加藤 真梨子

　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 10/12～

ジュニア新体操＆リズム教室� 新体操講師　金井 才佳
　柔軟のトレーニングをして体がしなやかになり
ます。リボン、ボール、ロープを使い踊りましょう。
★毎週金曜（年少～6歳）16:25～17:25
★毎週金曜（小学生）17:30～18:30
★各3か月11回28,737円 10/8～
よみカル  9/24

インド舞踊
プシュパ代表　Yuki 

　南インド古典舞踊をベースにし
た、身体だけではなく、表情や気
持ちにもキレイが巡る踊りです。
★第2・4木曜18:30～20:00
★3か月6回20,790円
　10/14～　   事前体験  10/14

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、
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
　赤ちゃんとの”今”が今よ
りもっと楽しめるようにベ
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 
　10/8～  よみカル  9/3

美しく魅せる姿勢と歩き方
WBW協会認定ウォーキング講師・マナー講師

もりた ともこ
　「正しい」＝「美しい」基本姿勢と重
心移動や歩幅など歩き方の技術と知識
にマナーを添えてレッスンしましょう。
★第２・４日曜13:45～15:15
★３か月6回19,800円 10/10～

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、ダンスに繋げていきます！
★第2・4火曜16:30～17:30
★3か月6回15,180円
　10/12～　 よみカル  9/28
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公開
講座

※�対象外の講座もあります。講座によっては教材費などが別途必要です。

よみカル体験 よみカル
通常の半額程度　　　　　の受講料で体験可能1１00円1１00円

９月からの
講座指定日
（要予約）

期 間 

般若心経の教え
奈良薬師寺管主　加藤 朝胤

　苦しみや悲しみは、分ければ分ける程軽くなります。喜
びや楽しみは、分ければ分ける程大きく広がります。私
たちは苦しみや悲しみを人に押し付け、喜びや楽しみを独
り占めにしようとしています。 何でも皆で分かち合う優し
さが大切です。高田好胤管長さんは、般若心経の心を「か
たよらない心　こだわらない心　とらわれない心　ひろ
く　ひろく　もっとひろく」と導いて下さっています。
★10/30（土）10:30～12:00　受会員・ 一般：2,750円 維220円

～江戸庶民が愛した菓子～
和菓子の文化と歴史
元虎屋文庫研究主幹　学習院大学講師　青木 直己

　菓子と酒の合戦を描いた歌川広重の錦絵「太平
喜餅酒多多買（たいへいきもちさけたたかい）」から、
江戸の庶民が楽しんだ菓子の数々を紹介します。虎
屋の和菓子付き。
★10/23（土）13:00～14:30
受会員・一般：3,300円 教500円 維220円

公開
講座

公開
講座

マンツーマン水曜韓国語
沈 貞淑

　韓流ドラマやK-POP、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。
★毎週水曜14:20～16:40
★3か月12回52,800円 10/6～
   事前体験  10/6

（40分）

TOPIK�1（韓国語能力試験）
合格対策講座

　試験日まで過去の問題を解きながら試験のコ
ツと合格に必要な単語（1900語）も教えます。
★毎週水曜17:00～18:30
★3か月12回66,000円 10/6～    事前体験 10/6

はじめまして！
お昼の韓国語入門
　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12:30～14:00
★3か月12回38,280円 10/6～     事前体験  10/6

やさしいフランス語入門
グレゴリー ラメール

　日本語の上手なフランス人男
性講師がやさしく指導します。
★第2・4木曜18:30～20:00
★3か月6回19,800円 10/14～
   事前体験  10/14

はじめての英会話入門
ファン カスティーヨ

　基礎的な英会話を学ぶ初心者
向けのクラスです。
★毎週月曜17:00～18:00
★3か月10回34,650円 10/4～
   事前体験  10/4

New

NewNew

New

旅先で役に立つ英会話
リー フォウラー

　旅先での一般的なトラブルは勿
論、旅全般に役立つ英会話を主
に学びます。
★第1・3・5月曜10:30～12:00
★3か月7回23,100円 10/4～
   事前体験  10/4

New

New

インテリアデザイナーが教える！
誰でも簡単に壁紙貼り講座

TOKYO SPACE DESIGN Lab代表　赤塚 健太
　アクセントクロス、破れや穴の補修、賃貸用剥
がせる壁紙等、講座を受ければ誰でも貼れるよう
になります。

★第1・3土曜10：30～12：00
★3か月6回19,800円 10/2～

New

ゆっくり色鉛筆教室
画家　設樂 雅美

　お手持ちの色鉛筆を
使って、ゆっくり絵を描
く時間を味わいましょう。
★第4金曜
　10:30～12:30

★6か月6回19,140円 10/22～     事前体験  10/22

New

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
　10/8～　   事前体験  10/8

New

どんな体質？
生活に役立つ漢方講座

（土曜クラス）
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 10/9～

New

~世界の塩を味わってみよう～
世界の塩と美容・健康

日本塩ソムリエ協会認定塩ソムリエ　丸尾 賢市 
　世界の塩を約50種テイス
ティングしながら、塩に関す
る基礎知識から、塩と食材
の相性や、塩と美容・健康の
関係を学びます。

★第１土曜15:30～17:00
★6か月6回21,001円 10/2～

New
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リニュー
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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と講座時間は変更する場合があります。
※12月29日（水）～2022年１月４日（火）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

⃝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
　・ 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

「アイヌ文化で読み解く
『ゴールデンカムイ』」より 
Ⓒ野田サトル/集英社

写真はイメージです。


