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1900年代の
　  模型飛行機を作ろう

アートウィング・シーシー主宰　柳澤 飛鳥
　レオナルド・ダ・ヴィンチやライト兄弟など、飛
ぶことが夢だった時代の飛行機をキットを使って
組み立てます。
★第１日曜
　10:30～　　12:30
★６か月6回
　15,000円 
　10/6～ 
よみカル  10/6

木瀬部屋　朝稽古見学
＆ちゃんこ鍋 木瀬部屋 

　白熱する稽
古を思う存分
ご 覧 く だ さ
い。見学の後
には、力士が
作る部屋自慢
の美味しいち
ゃんこを召し
上がっていた
だきます。

※当日は巡業のため、不在の力士もおります。ご了承下さい。

★12/18（水） 8：30～11：00
受会員：7,000円 一般：7,300円 保100円

東京の美術館・博物館めぐり
日本画家、川村学園女子大学名誉教授　荻原 延元

　博物館、美術館の鑑賞前
に、「事前レクチャー」で学
び、翌週講師と一緒に美術
鑑賞を楽しみます。
★第２・３金曜13:00～15:00
★３か月6回15,000円
　10/11～
よみカル  10/11

流山江戸回廊と
古民家ランチ
聖徳大学教授　長江 曜子

　新選組の近藤勇にゆかりの
寺院や陣屋跡。俳人小林一茶
も訪れ、みりん醸造で財をな
した「秋元」本家跡の一茶双
樹記念館。大しめ縄で有名な
赤城神社を訪ねます。
★9/27（金）10:00～13:30　受会員：2,500円 
一般：2,800円 教3,093円 保100円

成田山で一日修行
大本山 成田山新勝寺

　「不動尊信仰で知られる成田山新勝寺」で、1日を過
ごし、自分を見つめませんか。（写経も坐禅も椅子で行
います）現地集散。
★10/26（土） 
　9：20～15：00
受会員：3,000円 
　 一般：3,300円
教2,728円
保100円

大江戸グルメウォーキング
　旧跡、名所を訪ね歩きながら江戸情緒を味わ
います。話題のお店や老舗のお店へ立ち寄り、
グルメを楽しみましょう。
★第１水曜10:00～15:00 10/2～
★第２水曜10:00～15:00 10/9～
★第３水曜10:00～15:00 10/16～
★第４水曜10:00～15:00 10/23～
★各６か月5回13,500円

貝合わせを日本画で描く
日本画家　星野 勝

　日本画の
絵具を使っ
て貝合わせ
を 作 り ま
す。手の中
に収まる小
さな世界を
描いてみま
しょう。
★第２月曜
　13:00～15:00
★３か月3回10,500円 10/14～ よみカル  9/30

笑い文字　基礎講座
一般社団法人

笑い文字普及協会
　福薗 ちよこ
　文字の中に
満面の笑顔が
入った笑い文
字を筆ペンで
書いていきま
す。
★第１・３月曜
　13:00～14:30
★３か月6回15,000円 10/7～

倉嶋紀和子の古典酒場部
古典酒場編集長　倉嶋 紀和子

　古典酒場独特の
世界を楽しむ大人
の部活動！ 酒場で愛
されている酒肴の
あれこれ、様々な
酒場も紹介します。
★第２土曜
　18:30～20:00
★３か月3回9,000円 10/12～

アロマでリラックスぬり絵
画家　奥寺 正美

　認知症予防の効果も
あり、脳のアンチエイ
ジングにもなります。
アロマを使用しリラック
スしてぬり絵を描きま
す。
★第１火曜
　13:00～14:30
★６か月6回15,000円
　10/1～ よみカル  10/1

生きいき書道講座
国際書画連盟常任理事　佐藤 渓心

　美しく生きいきした
文字を書けるように、
弾力ある毛筆の使い
方を基礎からわかるま
で指導します。
★第２・４木曜
　10:15～12:15

★６か月12回27,600円 10/10～ よみカル  9/26 初めての絵画
画家　比企 祥子

　水彩・パステル・油
絵、画材は自由です。
基礎的な技術を身につ
けます。
★第２・４土曜
　18:00～20:00
★３か月6回
　14,400円 10/26～
よみカル  9/28

木版画入門
版画工房「あかげら」主宰　大山 岩吉

　 下 絵から彫
り、刷りまで独
自の指導方法
で美しく簡単に
作 品が作れま
す。

★第２・４火曜15:30～17:30
★３か月6回14,400円 10/8～

刀剣マスター末兼俊彦の
　  日本刀講座1.2.3.

京都国立博物館　主任研究員
末兼 俊彦

　日本の美術・工芸作品を
代表するものの一つが日本
刀です。文化財としての刀
剣を中心に、日本刀が文化
史や美術史の上で果たして
きた役割をお話しします。
★第２土曜
　18:00～19:30
★３か月3回9,000円 10/12～

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。

★（水曜コース）第２水曜10:30～13:00 10/9～
★（日曜コース）第１日曜10:30～13:00 10/6～
★各６か月5回13,000円

案内人と歩く！
江戸下町歴史ウォーク

江戸東京下町歴史研究会代表
七島 伸治

　面白歴史エピソードを
お話ししながらご案内しま
す。散策後は美味しいラ
ンチを召し上がれ。
★第３火曜9:30～13:00
★３か月3回7,500円 
　10/15～（ランチ代別）

錦秋のお江戸歩き＆
美味しいランチ2019

お江戸ウォーカー・演芸ライター
山口 則彦

　わかりやすく楽しい歴史解説と
ともに講師がご案内いたします。
★第3火曜10:30～14:30 10/15～
★第２木曜10:30～14:30 10/10～
★第３木曜10:３０～14：30 10/17～
★各３か月3回7,200円

築地場外市場はどうなった？
写真家　鴇田 康則

フリーライター　眞鍋 じゅんこ
　築地には今も「市場」
が健在です。魚、野菜、
乾物などおいしいもの
がどっさり。お寿司の
ランチ付です。
★10/17（木）
　10:00～14:00
受会員：2,700円
　 一般：3,000円
教3,200円 保100円

江戸っ子絵地図師と
下町散歩

絵地図師　散歩屋
高橋 美江

　歴史、文化、建築、食、な
ど毎回バラエティ豊かなテー
マで町の魅力を探ります。
★第３水曜11:00～14:30
★６か月5回17,500円
　10/16～

イラストでわかる神社巡り
～東京編～

古事記スクール主宰　馬場 洋
　イラスト付きオリジナル
テキストで、わかりやすく
お祀りされている神様を
解説します。

★第４日曜10:30～12:30
★６か月6回16,200円 10/27～

和薬膳の知恵
漢方スタイリスト・薬膳アドバイザー　さら 

　あらゆる不調を改善
に導く食材の利用法や、
安心・安全で身近な食
材をテーマに学びます。
★第３金曜
　13:00～14:30
★６か月6回
　15,000円
　10/18～
よみカル  10/18

体にやさしい薬膳＆
漢方の知恵（土曜）
　薬膳は自然の力でやさしく
不調を改善できる強い味方。
★第２土曜
　13:00～14:30
★６か月6回15,000円
　10/12～
よみカル  9/14

和の美と形
筑波大学名誉教授・玉川大学名誉教授　三井 秀樹

　今、日本独自の美が「クールジャパン」として
世界から注目を浴びています。私たちの普段の暮
らしの中に
潜む美しい
形 や 色 を
紹介し、日
本 の 伝 統
美について
説いていき
ます。
★第3木曜　
15：30～17：00
★6か月6回14,400円 10/17～ よみカル  10/17

薬膳＆漢方ビューティー
★第１金曜19:00～20:30
★６か月6回15,000円 10/4～ よみカル  10/4

油絵の基本を学ぶ
立軌会同人　金子 滇

ひろし

　色や形、構図、材料
の使用法などを学び、
花や人物などをモチー
フに、デッサン力と色
彩感覚を養います。
★金曜10:15～12:45
★３か月11回
　27,500円
　10/4～ よみカル  9/27

日常の書道 読売書法会幹事・藍筍会
早田 螢舟

　芸術としての書
と実用性のある書
の 両 方を学びま
す。
★木曜
　15:30～17:30

★３か月12回27,600円 10/3～ よみカル  9/26

季節を楽しむ寄せ植え・
ハンギングバスケット
あとりえfu-ro主宰　日本ハンギングバスケット協会マスター

　小山 玲子
　「コンテナガーデン」「ハ
ンギングバスケット」の魅力
を講義と実技で初心者でも
わかりやすく学べます。
★第1木曜13：00～15：00
★6か月6回16,500円
　10/3～ よみカル10/3

パステル画 
十二色会主宰　錦織 弘

　用具の使い方、基本的
な描き方、着彩、空間表
現などを指導します。
★木曜15:45～17:45
★３か月11回
　25,300円 10/3～
よみカル  10/3

デッサン・クロッキー
創造水墨画会会長

高橋 英男
　毎回人物モデルを
使い、動きのある表
現を目指します。
★第１・３日曜
　13:15～15:45
★３か月6回
　16,200円
　10/6～
　 よみカル  9/29

はじめてのペン字
（一財）日本書写技能検定協会　東京都審査委員　布村 妙子
　コツ、ポイントを理解して、美しい字、自分らし
い字を書けるようになりましょう。
★第２・４土曜
　12:30～14:00
★３か月6回
　13,800円
　10/12～ 
よみカル  9/28

New

みんなで楽しむ
プラモデル製作

プロモデラー　オオゴシ トモエ

　題材や要望に合わせて技法の解説やツールの
使い方、エアブラシ塗装のレクチャーの指導を
行います。
★第１日曜13:00～17:00
★３か月3回7,800円 10/6～ よみカル  10/6

New

New

New

New

New

New

手作り石鹸を作ろう
手作り石鹸スタジオCiao*soap主宰・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16,200円 10/18～ よみカル  10/18

俳句と散歩と味めぐり
月刊俳句誌「炎環」前編集長、

NPO法人神田雑学大学理事長　吉田 悦花
　散策して、俳句を詠み、美味
しいお食事を楽しみ、さらに句
会もという、欲ばりな俳句さん
ぽです。
★第２水曜11:15～15:00
★６か月6回15,600円 10/9～

江戸の大名屋敷を歩く
考古学者　橋本 敏行

　大名屋敷の跡を巡
ると、東京の街がそ
れらを礎に発展して来
たことが分かります。
★第２水曜
　10:30～15:30
★６か月6回
　 16,800円 10/9～

鎌倉今昔散歩と美味しいランチ
香司・かほり紫主宰　西島 紫
　都内から気軽に日帰り
旅ができる「鎌倉」を散
策し、天然香料のお香作
りやプチ贅沢なランチを
楽しみます。

★第１木曜10:30～15:30 10/3～
★第３木曜10:30～15:30 10/17～
★各６か月4回10,800円

京懐石で学ぶ大人のたしなみ
日本舞踊西川流師範・京都観光おもてなし大使　西川 影戀

　季節のきまりごとや器の扱い、美しい所作、お
もてなしについて、京料理を囲みながら楽しく学
べる講座です。会場は、東京で本格的な京懐石
がいただける「新宿　京懐石　柿傳」です。

★10/18（金）
　11:30～14:00
受会員：3,000円 
　 一般：3,300円
教5,290円
　（税・サービス料別）
保100円

じっくり豊洲市場探訪
＆美食ランチ

フリーライター
千本木 亨雄

　移転して1年になる豊洲
市場を訪れます。講師おす
すめのお店で自由に昼食を
お楽しみ下さい。

★9/28（土）か9/30（月）9：30～14：00
受各会員：2,700円 一般：3,000円
教900円 保100円

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
　皇居を中心に張り巡
らされた東京の守護神
社を巡ります。初回は
北千住にて講義。

★第1火曜10:30～12:30
★６か月4回10,800円 10/1～

花巡り鎌倉1万歩ウォーク
アーバン・ナチュラリスト協会主宰・森林インストラクター

吉田 夏生
　自然の営みに五感で触れ
ながらゆったりと「一漫歩」。
★第２木曜10:15～12:45
★６か月6回16,800円 
　10/10～

１から始める四柱推命
監修 日本・推運学会会長・(一社)日本占術協会相談役 杉本 蘭華
日本・推運学会専務理事・(一社)日本占術協会相談役 清水 誠

　生年月日から性格、運勢、
相性、適職、恋愛、結婚、
金運、家庭運など知ること
ができます。
★第１・３月曜19:00～20:30
★３か月6回13,800円
　10/7～ よみカル  9/16

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
　タロットカードの不思議な
世界が、貴方の深層心理を
教えてくれます。
★第２土曜13:00～14:30
★６か月6回13,200円 10/12～ よみカル  9/14

楽しい大人の塗り絵
サクラクレパス大人の塗り絵認定講師　藤岡 敬三

　「大人の塗り絵」
は、絵を描くことが
苦手という人でも気
軽に始められます。
★第２・４水曜
　10:30～12:00
★３か月5回
　12,500円
　10/9～
よみカル  9/25

かな書道・実用書道
監修　日展会友、読売書法会理事、白鴎書道会会長　中村 天馨
日展会友、読売書法会理事、白鴎書道会副会長　柴田 多計子
　かな・漢字・実用
書ご自分の好きな
ものを選択し学ぶ
ことができます。級
や段を取得するた
めの指導もします。
★第１・３・５日曜
　10:15～12:15
★３か月6回13,800円 10/6～ よみカル  10/6

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。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
★３か月6回14,400円
　10/13～
よみカル  9/22

ほっとする書道
日本書蒼院常任理事兼編集長　松尾 健太

　美しい文字が書けるの
は嬉しいですよね。それ
ぞれの希望に応じて指導
します。
★第２・４水曜
　15:30～17:00、
　17:45～19:15
★各３か月6回13,800円
　10/9～ よみカル  9/25

エンジョイ！ マジック
日本奇術協会相談役　元 はじめ
　手品は、どなたでも楽しめ
る世界共通のベストコミュニ
ケーションです。
★第２・４金曜
　19:00～20:30
★３か月6回
　13,800円 10/11～
よみカル  9/27

美味しい！を描こう
画家　町田 美佐

　おいしそうな食べ物たちを描きます。レシピブ
ックや、おもてなしメニュー表、旅の食の記録な
どが作れます。

★第１・３・５木曜
　10:30～12:30
★３か月7回
　17,500円
　10/3～
よみカル  9/19

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

　幸運を願って鮮やか
なマンダラを描きましょ
う。絵心がなくても簡
単に始められます。『色』
についても学べます。
★第１・３土曜
　10:30～12:30
★３か月6回16,200円 
　10/19～ よみカル  9/21

カリグラフィー
カリグラファーズギルド会員　内藤 恵子

カリグラファーズギルド会員　木村 ゆり子
　専用のペンで、書
体の書き方から学び、
文章の練習をしながら
作品を完成させます。
★第１・３土曜
　10:15～12:15
★３か月6回13,800円 10/5～ よみカル  9/21

New

New

暮らしの書
書海社　師範 小川 棹歌

　芳名帳や手紙、のし袋、カー
ド、色紙など、美しい文字が書
けるように指導します。
★第２・４金曜13:00～15:00
★３か月6回13,800円 10/11～
よみカル  9/27

美しい文字を目指す書道（土曜）
日本書道教育学会司教、謙慎書道会評議員、

尚友書道会師範　川内 繚華
　日常生活でよく使う
実用書道を筆ペンとボ
ールペンで共に学ぶ講
座です。
★第２・４土曜
　13:00～14:30
★３か月6回14,400円
　10/12～
よみカル  9/28

大人の片づけ講座
日本エグゼグティブプロモーター協会理事

藤井 暁子
　親の家の片づけ、地震や自
然災害に備えた片づけなど大
人のための片づけ講座です。
★第３木曜10:30～12:00
★３か月3回7,200円
　10/17～ よみカル  9/19

季節の江戸東京野菜と食文化
江戸東京料理研究家

押上よしかつ店主　佐藤 勝彦
　押上よしかつ店で「江戸東京野
菜」を味わいながら都市で生まれ育
った野菜の旬の食文化を追います。

★第３日曜
　13:00～14:30
★６か月6回14,400円
　10/20～
会場：「押上よしかつ」
　　（押上駅徒歩４分）

手相入門～西洋と東洋～
文学博士・人体科学会学術会員

岡田 人篤
　運命学・成功哲学なども加え、
その他の占術も学んでいきます。
★第３月曜12:45～14:15
★６か月5回12,000円
　10/21～ よみカル  9/16

New

New

New New

New

New

New

外にでかけよう

書道・ペン字

芸術の秋にしよう

写真はイメージです

趣味・暮らし

プラモデル作品展示会
会場：北千住センター  11/30（土）12:00～16:00

アラビア文字に親しむ
日本アラビア書道協会事務局長

　山岡 幸一 
★第１・３月曜
　13:00～14:30
★３か月6回14,400円
　10/7～ よみカル  9/16

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 

★第１・３日曜
　13:00～15:00
★３か月6回
　15,000円
　10/6～
よみカル  9/15

楽しいイラスト雑貨
画家　奥寺 正美 

★第１日曜
　10:30～12:30
★６か月6回
　15,000円
　10/6～
よみカル  10/6

楽しい絵手紙
日本絵手紙協会会員

今井 あかね 
★第2・4木曜10：15～12：15
★3か月6回
　13,800円
　10/10～ 
よみカル  9/26

寄席文字入門
橘流寄席文字

橘右近直門
橘 右樂 

★第２・４火曜19:00～20:30
★３か月6回13,800円 10/8～ よみカル  9/24

月1回で美文字（筆ペン・小筆）
読売書法会理事　日下 秋芳 
★第３水曜
　13:00～14:30
★６か月6回13,800円
　10/16～ よみカル  9/18

【日　時】�11月７日（木）
　　　　�12:00開演

（バックステージツアー
は10:50から約20分）

【会　場】明治座（東京・日本橋浜町）
【出　演】大地真央、温水洋一、矢崎広ほか
【受講料】会員13,364円��一般13,637円

�（Ｓ席チケット、弁当付き）

　有吉佐和子が杉村春子の
ために書き下ろした戯曲。再
演を重ねてきた名作を大地真
央が演じます。

明治座 音楽劇
「ふるあめりかに袖はぬらさじ」

■事前レクチャー付き観劇

国立劇場「文楽鑑賞教室」 
伊達娘恋緋鹿子
【日　時】12月６日（金）�11：00開演
　　　　　レクチャー10：00～
【会　場】国立劇場（東京・半蔵門）
【出　演】豊竹藤太夫、豊竹呂勢太夫、

�豊澤富助ほか
【受講料】
会員4,091円�
一般4,364円
（1等席チケット
付き）

　日本海から吹き付ける風が
創り出した砂丘や海岸─。日
本遺産に認定された因幡・但馬
の地域には絶景が広がります。

「麒麟獅子舞」はこの地の約
180の村々で舞い続けられて
きました。秋には厳しい風の季
節での無事を願い、春にはそれを乗り越えた感謝を胸に舞う
という「麒麟獅子舞」を会場で披露し、魅力を語ります。受講
者の中から１組２名様にモニターツアーが当たる抽選あり！ 
【日　時】�９月15日（日）１３:００～１６:００
【会　場】時事通信ホール（東京・東銀座）
【講　師】キリノロジークラブ  坂野靖
　　　　�鳥取県地学会前会長  星見清晴

  鳥取市教育委員会文化財課  佐々木孝文
【受講料】無料（要予約）

「祝！ 麒麟のまち圏域
日本遺産認定記念シンポジウム」 第1回 日本遺産「日が沈む聖地出雲

～神が創り出した地の夕日を巡る～」

第2回 世界遺産
「石見銀山遺跡とその文化的景観」

【日　時】�９月２３日（月・祝）１３：３０～１５：３０
【講　師】東京大学大学院准教授  岡美穂子
【内　容】�世界史の中の石見銀
　　　　～石見銀山遺跡とその文化的景観～
【会　場】いずれも、東京証券会館ホール
　　　　（東京・茅場町）
【受講料】無料（要予約）

【日　時】�９月16日（月・祝）
　　　　13:30～15:30
【講　師】淑徳大学教授  森田喜久男
【内　容】�出雲大社と日御碕
　　　　～日本遺産 日が沈む聖地出雲～

■バックステージツアー付き観劇

【日　時】11月23日（土・祝）
１１:００開演（レクチャー9:30から）

【会　場】歌舞伎座（東京・東銀座）
【講　師】元松竹株式会社  演劇ライツ室・歌舞伎研究家  前川文子
【受講料】会員18,273円��一般18,546円
　　　　（1等席チケット、弁当付き）

　江戸の頃より11月は劇場の新年度として、その１年間に
出演する役者たち
が勢ぞろいする「顔
見世興行」として賑
わってきました。現
代の歌舞伎座にお
いても名残として、
11月公演中は劇場
の正面に櫓（やぐら）
が掲げられます。

歌舞伎座「吉例顔見世大歌舞伎」
■事前レクチャー付き観劇 ■令和元年「島根の世界遺産・日本遺産」特別講座■鳥取県

【日　時】�11月15日（金）
�12:00開演
�（レクチャー
�11:00から）

【会　場】国立劇場
　　　　（東京・半蔵門）
【出　演】中村吉右衛門ほか
【講　師】青山学院女子短期大学講師  津金規雄
【受講料】会員10,637円、一般10,910円

（1等席チケット、弁当付き）

国立劇場「令和元年１１月
歌舞伎公演 通し狂言 
孤
こ こ う の ゆ う し

高勇士嬢
むすめ

景
か げ

清
き よ

～日向嶋～」

■事前レクチャー付き観劇

■私たちの60's、70's

洋楽ロック史（トークとギター演奏）
　シンコーミュージック・エンタテイメントとよみうりカルチャーコ
ラボレーション講座。海外アーティストとの交流秘話や名曲にま
つわるエピソードを、ギターの演奏を交えて披露します。
◆取材のなかでみたQueen+１人Queen演奏
　10月12日（土）13:00～15:00
【出　演】ミュージック・ライフ元編集長  東郷かおる子

tea（１人Queen演奏）
◆ソロギターで楽しむ日本の洋楽ロック史
　（ビートルズ、S＆Gを中心に）
　11月9日（土）13:00～15:00
【出　演】ディスクジョッキー 矢口清治
　　　　�益田洋（ギター演奏）
【会　場】いずれも、読売新聞東京本社
　　　　「新聞教室」（東京・大手町）
【受講料】各回�2,200円 PHOTO by MUSIC 

LIFE ARCHIVES
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C M Y K 文化センター　北千住　１ｰ４面

文化センター　北千住　４面　ＣＭＹＫ文化センター　北千住　１面　ＣＭＹＫ

久住昌之の孤独な散歩 
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
を語っていただきます。原作者の仕事は
面白いことを思いつくこと。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、番組収録の
こぼれ話を伺います。
★10/6（日）14:00～15:30
受会員：2,600円 一般：2,900円
設100円

特別展「侍～もののふの美の系譜～」

夜間貸し切り講座
福岡市博物館 担当学芸員　堀本 一繁

　9月7日（土）から11月4日（月・振休）
まで、福岡市博物館にて開催される特別
展「侍～もののふの美の系譜～The 
Exhibition of SAMURAI」。刀剣・甲
冑の歴史的変遷を紹介する大展覧会で
す。名だたる武将ゆかりの刀剣・甲冑が
出品されます。夜間貸し切りで混雑を気
にせずゆっくりとご鑑賞いただけます。
★9/14（土）、10/12（土）16:30～20:00
※現地集散　受各会員・一般：3,000円
会場：福岡市博物館（福岡市早良区百道浜3丁目1-1）
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2019年10月期受講者募集中

北千住
03-3870-2061

よみうりカルチャー北千住 検索
◆ 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）、体験（有料）が可能

https://www.ync.ne.jpHP

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

公開講座の 受 受講料  教 教材費  設 設備費  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

受付時間 月曜～金曜１０：００～２０：３０（土曜～20：00、日曜～１８：００）
kitasenju@ync.ne.jp

公開
講座

公開
講座

カサハラ式　あなたの指先、
変形していませんか？

外反母趾・浮き指研究家、
カサハラフットケア整体院　院長（柔道整復師）　笠原 巖
　40歳以上のひどい
外反内反は「ヘバー
デン結節」が関係。
この特徴を知り、自分
で「未病」のうちに
改善するケア方法を
伝授。
★10/30（水）
　13:00～15:00
受会員：2,600円 一般：2,900円 設100円
３本指テーピング靴下進呈

お口から始める健康法
医療法人社団 双樹会 理事長　ルミネ千住歯科クリニック院長

荻原 尚樹
　加齢による筋力低下で噛
む、飲み込む機能が落ちると、
むせる、飲み込みにくい、食
べこぼす、滑舌が悪いなど
の問題が生じます。お口の
機能低下により食欲が落ち、
栄養状態が悪くなる事もあり
ます。お口をケアする健康法
についてお話しいたします。

★11/7（木） 13:00～14:30
受会員：700円 一般：1,000円 設100円

奈良の仏像を学ぶ
イラストレーター・文筆家　田中 ひろみ

　奈良市観光大使の田中ひろみが、古い・素晴らし
い仏像がたくさんある奈良の
仏像についてお話しします。

★10/20（日）13:00～15:00
受会員：2,000円 一般：2,300円 
教100円 設100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
柔道整復師　加賀 章乃

　足のトラブルを中心にひ
ざ、腰、首などの「未病」を
自分で改善する方法を実践。
★第１水曜10:30～12:00
★６か月4回10,000円
　11/6～

筑波宇宙センター
スペースドーム見学

元JAXA試験センター長　三枝 博
　筑波宇宙センターの展示館（スペースドーム）
と企画展示（プラネットキューブ）を見学します。
講師による説明、質疑応答があります。

★9/29（日）13：00～15：30
受会員・一般：1,000円 教100円 保100円

宇宙開発よもやま話
　日本の宇宙開発の黎明期から開発に携わった技
術者が、華やかな成功と、その裏側をお話しします。
★第２日曜13：00～14：30
★6か月6回15,000円 10/13～

現代天文学入門
関西学院大学教授　中井 直正

　宇宙は毎
日のように
新しい発見
や知識をも
たらしてく
れます。

★第３日曜
　13:00～
　14:30
★６か月6回15,000円 10/20～ よみカル  10/20

絵本をよむ・つくる・たのしむ
絵本作家　日本文藝家協会、絵本学会会員　塚本 やすし

　1年を通
して絵本に
親しみ、実
際 に 作 れ
るまでを目
指します。

★第２・４月曜15:00～16:30
★３か月6回15,000円 10/14～

生・老・病・死を考える
筑波大学名誉教授　庄司 進一
　人生の四苦である生老
病死を、自分自身の問題と
して考え、他者と話し合う
講座です。筑波大学学生の

「ベストレクチャー（最優秀
講義）」にも選ばれました。
★第1土曜18:00～19:30
★6か月6回18,000円
　10/5～

公開
講座公開

講座

公開
講座

公開
講座

公開
講座

公開
講座

公開
講座

ゲーテとドイツ文学入門
筑波大学名誉教授　都築 正巳
　「ウェルテル」や「ファウ
スト」がどのように成立した
か、ゲーテ作品を読む手引
きとなる講義です。
★第１火曜13:00～14:30
★６か月6回15,000円
　10/1～
よみカル  10/1

大正モダンの詩を読む
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
名作を楽しく味わいます。
★第１・３土曜
　15:30～16:40
★３か月6回13,800円
　10/5～ よみカル  9/21

五経のトップ「易経」入門
内神道会長、老子左伝家

長尾 豊喜
　現代のリーダーたちも学
ぶ「易経」の帝王学、予見力、
洞察力をマスターします。
★第３土曜12:30～15:00
★３か月3回15,000円
　10/19～
よみカル  9/21特別受講料500円

古文書講読（入門）
東京都江戸東京博物館客員研究員、

松蔭大学非常勤講師
 近松 鴻二

　「實語教（写真）」などを
読みすすめます。
★第２・４月曜13:00～14:30
★３か月6回15,000円
　10/14～ よみカル  10/14

「日本書紀」入門
国学院大学文学部講師　鈴木 英夫
　1300年前に成立した「日本
書紀」。神話やヤマト国家の誕生、
朝鮮諸国との交流を伝えます。
★第２・４火曜12:30～14:00
★３か月6回14,400円
　10/8～ よみカル  9/24

川柳はじめの一歩
神奈川県川柳協会会員

やまぐち 珠美
　日頃湧いてくる楽しさやう
れしさを一句にするともっと
楽しい明日が見えてきます。
★第４金曜
　12:30～14:00
★３か月3回8,400円
　10/25～ よみカル  9/27

「正倉院の世界―皇室がま
もり伝えた美―」解説講座

東京国立博物館　特別展室長
猪熊 兼樹

　10/14（月・祝）～11/24（日）
に東京国立博物館で開催される特
別展「正倉院の世界―皇室がまもり
伝えた美―」。天皇陛下の御即位を
記念し、正倉院宝物を中心
とした飛鳥・奈良時代の国
際色豊かな造形文化に焦
点を当てた特別展を、担当
研究員がスライドで紹介、
解説します。実際に展示を
見に行く前にぜひご受講く
ださい。チケット付き。
★10/6（日）
　13：00～14：30
受3,500円 設100円

般若心経入門講座
般若心経は幸せをいただく教えです

奈良薬師寺管主　加藤 朝胤
　言葉には想像以上のパ
ワーがあります。口に出す
言葉は一息置いて。労い
の言葉が心を励まし、やる
気を起こさせます。般若心
経の原点のお話をします。
★9/29（日）
　10:30～12:00

受会員：2,000円 一般：2,300円 設100円

和菓子にわくわく
フードライター、

時代小説作家　中島 久枝
　読売新聞の甘味主義でおなじ
みの講師が、古くて新しい和菓
子の魅力、職人さんの試みなど
を紹介します。解説を聞きなが
らオススメの和菓子を実際にい
ただきます。
★10/27（日）
　14:00～15:30
受会員・一般：2,500円
教600円
設100円

美ソール・
シンデレラシューズ

フットサロン&スクール  リ・ソール
長谷川 久美

　女性にとって「足に
合う靴選び」は永遠の
テーマです。「何故私
たちが足に合う靴を探
せないのか」を紐解き、

「７０歳までヒールが履
ける足になるため」に
は、どのような工夫が
いるのかをお伝えしま
す。
★10/29（火）10:30～13:00
受会員・一般：8,000円 教150円 設100円

公開
講座

公開
講座 愛しのあんこ

～あんこ職人が作る今人気のあんこ食べ比べ～
日本あんこ協会会長　にしい あんこ
　各々に個性のある評判の老舗
あんこ職人が作る、つぶあん２種、
こしあん２種を、それぞれの特徴
を聞きながら、手作り最中にして
食べ比べします。日本あんこ協
会が選んだ和菓子の
お土産付きです。
★9/30（月）
　13:00～14:30
受会員・一般：2,400円
教1,000円
設100円

変体仮名で読む「更級日記」
聖徳大学オープンアカデミー講師　髙橋 啓市

　平安時代の日記文学
「更級日記」を変体仮
名で読みます。
★第２・４月曜
　13:00～14:30
★３か月6回15,000円
　10/14～
よみカル  9/23

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

楽しい洋裁 ドレスデザイナー　秋山 祐子
　洋服や小物など、好きな
デザインをそれぞれのペー
スで楽しみながら作ります。
初めての方も大歓迎！
★第２・４火曜
　18:15～20:15
★３か月6回13,800円
　10/8～

オールディーズを歌おう
オフィスVMC講師　隅川 真里
　青春時代に聴き、熱中し
たヒットポップスをみんなで
歌うクラスです。ヴォイスト
レーニングも行います。
★第２・４金曜
　10:30～12:00
★３か月6回15,000円
　10/11～ よみカル  9/27

歌声は健康のバロメーター
ソプラノ歌手・認定臨床心理カウンセラー

ひらやすかつこ
　思い切って声を出して健康とメンタルアップ
を図りましょう。簡単なコツをつかんで人に好
かれる美声を目指します。
★11/29（金） 10:30～12:00
受会員：3,000円 一般：3,300円 設100円

６ヵ月で上達する
歌唱レッスン（個人30分）

二期会会員、ソプラノ歌手、文化庁在外芸術派遣員
 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
みながら上達するレッスン。
★第２・４金曜13:00～14:30
★３か月6回24,000円
　10/11～

たのしく歌おう 名曲教室
　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
★３か月6回19,200円 10/11～ よみカル  9/27

手回しオルゴールの曲作り
オルゴール演奏家・編曲家

宮本 由利子
　手回しオルゴール「オル
ガニート」。紙製のカードに
穴をあけて曲カードを作り、
演奏を楽しみましょう。

★第２金曜10:30～12:30
★３か月3回7,500円 10/11～ よみカル  9/13

ひょうたんライト作りホーダイ
 スダプランニング　須田 芳己

　乾燥したひょうたんに竹串やハン
ドドリルで穴をあけて作ります。
★9/22（日） 10:30～13:30
受会員・一般：1,000円
教3,000円 設100円

ひょうたんアートあそびホーダイ
　ひょうたんを使ったライト、
スピーカーなど、たくさんの
バリエーションの中からお好
みの作品作りを楽しみます。
★第３火曜13:00～16:00
★６か月6回13,200円
　10/15～

※9月中に手続きの方にはひょうたんスピーカーをプレゼント。

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
★3か月2回5,000円 11/3～ 
★無料説明会10/6

グルーデコで作るネックレス
JGA日本グルーデコ協会認定講師、

ユリシス・ドンネ認定講師　細井 祐子
　スワロフスキー®・クリスタルの輝きが
美しいネックレスを作ります。
★10/1（火） 10：30～12：30
受会員・一般：1,000円 教3,000円 設100円

グルーデコで作るアクセサリー
キラキラと輝くスワロフスキーの魅力いっぱいの講座です。
★第１火曜10:30～12:30
★６か月6回15,000円 10/1～

自分の帯で作る
メッセンジャーバッグ

紀屋主宰　さかくら のりこ
　自分の帯で丈夫な斜め掛
けバッグを作ります。サイズ
幅約30cmx高さ約23cmx
奥行（マチ）約7cm

★9/30（月）10:30～14:30　受会員：4,700円
一般：5,000円 教4,800円 設100円
※全て講師のキットの場合、教材費7,000円

手作り日傘 日傘作家　和多田 裕子
自分好みの生地や

思い出の着物生地を日傘
に仕立ててみませんか？世
界にたった一つの自分だけ
の日傘が作れます。
★9/29（日）10:30～16:30
受会員・一般：5,000円 教5,000円 設100円

クラフトバンドで編む
かご＆バッグ
クラフトバンドエコロジー協会認定講師

浜崎 美子
　初めてでも簡単！ 豊富
なカラーの手芸用紙ひも
で暮らしを彩るカゴやバッ
グなどを作りましょう。
★第１・３金曜13:00～15:00
★３か月6回14,400円 10/4～ よみカル  10/4

パッチワークキルトSentir le Vent
財）日本手芸普及協会パッチワーク・ミシンキルト指導員

 鶴見 和代
　一針一針進めonly one
の作品を作りましょう。
★第１・３水曜
　18:30～20:30
★３か月6回14,400円 10/16～ よみカル  9/18

初心者の木曜ジャズボーカル
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18:30～20:30
★３か月6回14,400円
　10/10～ よみカル  10/10

中高年からのギター入門
日本ギター連盟正会員

増田 幸作
　まったくの初心
者、音符の読めな
い方までわかりやす
く指導いたします。
★第２・４月曜
　10:10～12:10

★３か月6回13,800円 10/14～ よみカル  9/30

フォークギターで
弾き語り（個人30分）

　ご自身のペースで進めていきます。ギターの
レンタルあり。（1回100円）
★第２・４月曜12:20～13:20
★３か月6回19,800円 10/14～ よみカル  9/30

金継ぎ入門（火）
監修：漆芸伝承の会主宰　栗原 蘇秀

会認定正講師　吉田 かよ子
　金銀のラインを入れ
て壊れてしまった器、
陶磁器や硝子器などを
修復をします。
★第２火曜
　14:00～17:00
★３か月3回10,800円 10/8～ よみカル  10/8

グラスリッツェン
グラスリッツェン講師　原田 ジュン
　グラスやプレートにダイヤ
モンドの粉末をつけた針で、
様々な模様を彫ります。型
紙を使い、初歩から指導しま
す。

★第１・３火曜10:30～12:30
★３か月6回15,000円 10/1～ よみカル  10/1

楽しいヴォイスレッスン
　  ＆ピアノで歌う名曲

武蔵野音楽大学大学院声楽専攻修了
声楽家　高橋 順子

　自分らしく楽しく歌うことを
目標にヴォイトレの基礎から始
め、様々なジャンルの曲(演歌
以外）を歌います。
★第２・４木曜
　10:30～12:00
★３か月6回15,000円 
　10/10～ よみカル  9/26

かわいいミニ茶箱を作る
mysig ompu 主宰　吉澤 由美子

　茶箱の形をした桐箱をカルトナ
ージュの技法で作ります。横14
㎝、奥行10㎝、高さ10.5㎝。
★9/27（金） 10:15～12:30
受会員：2,500円 一般：2,800円
教2,300円 、猫足（オプション）
　 1,200円 設100円

カルトナージュ＆
　  インテリア茶箱
　いつでも使っていただける小さな作
品から素敵なインテリア作品までご提
案します。
★第４金曜10:30～12:30
★６か月6回15,000円 10/25～

ハンガリー刺しゅう
ハンガリー刺しゅう研究家　筒井 はるみ

　色鮮やかさと、
かわいらしいモチ
ーフが特徴のハン
ガリーの伝統的な
刺しゅうです。
★第１・３月曜
　10:30～12:30
★３か月6回15,600円 10/7～

ヴィンテージ生地で作るリメイクbag＆小物
DAIA代表、リメイクデザイナー　北山 千晶

　1着の服からお好みのバッグや小物を作ります。服の解き方や生地
の活かし方をマスターしてリメイクを楽しみましょう。
★第１・３月曜15:00～17:00
★３か月6回14,400円 10/7～

初心者のためのピアノ 個人
一般社団法人 全日本らくらくピアノ協会本部１級認定講師

 久田 美恵
　楽譜が読めなくても大丈夫。
お好きな曲に挑戦しませんか？
30分の個人レッスンです。
★第２・４月曜13:30～20:00
★３か月6回18,600円
　10/14～

New

New

公開
講座

手あみ 財）日本手工芸指導協会師範　村上 良子
　人気の棒針編みを中
心に、鉤針編み・アフ
ガン編みなど美しい作
品作りをご指導します。
★第２・４月曜
　13:00～15:00

★３か月6回13,800円 10/14～

初めての加賀ゆびぬき
加賀ゆびぬき「結の会」講師　谷井 洋子

　鮮やかな色彩、デ
ザイン性の高さで、
実用以外にもアクセ
サリーとして楽しん
でいただけます。
★第２水曜
　10:30～12:30
★６か月6回18,600円 10/9～ よみカル  10/9～

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。レー
ス切り絵作家 蒼山日
菜さんの繊細で美し
いオリジナル図案を
使用します。

★第１日曜13:00～15:00
★６か月5回15,000円 10/6～

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月曜
　11:00～12:40
★３か月6回12,000円 10/14～ よみカル  10/14

たのしい陶芸 木曜
陶芸家　羽二生 みどり

　粘土遊びの感覚で、
陶芸を始めませんか?
暮らしの中で自分の作
品を使う楽しみを味わ
いましょう。
★木曜10:30～12:30、

　15:30～17:30、18:30～20:30
★各３か月11回28,600円 10/3～ よみカル  10/3

New

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
　人気のワイヤーコードを編ん
だり、ネットに通してキラキラバ
ッグと小物を作ります。
★第４火曜10:30～12:30
★６か月6回14,400円 10/22～

飾って楽しい食品サンプル
　本物そっくりの食品サン
プルを作ります。
★第４火曜13:30～15:30
★６か月6回15,600円
　10/22～ よみカル  9/24

お寿司のマグネット
日本食品サンプルアート協会認定講師　並木 智子

　お寿司の食品サンプルでマグネットを作りま
す。まぐろ・いくら・たまごの3貫です。
★11/24（日）
　13：00～15：00
受会員・一般：1,500円
教1,500円 設100円

公開
講座

公開
講座

公開
講座

初めてのケーナ ケーナ奏者　吹野 邦博
　南米アンデス地方に伝わる
縦笛、ケーナ。持ち方、指
使いなど基礎から学びます。
★第２・４日曜10:30～12:30
★３か月6回14,400円
　10/13～ よみカル  9/22

はじめてのギター入門
ミチギター教室講師

石川 美樹
　それぞれのレベルに合わ
せて、上達のコツを楽しく
教えます。 
★第１・３土曜12:45～13:45
★３か月6回15,000円
　10/5～ よみカル  9/21

ウクレレ少人数レッスン
カイノアミュージックアカデミー代表、ハワイミュージックアワードジャパン会長

　鴻池 薫
　3名までの少人数レッスン。集中
してウクレレを学んでみませんか？
★第２・４土曜10:30～11:10、
　11:20～12:00、12:10～12:50
★各３か月6回16,800円
　10/12～

New 楽しいハーモニカ
　  （入門クラス）

アルモ二カ・アカデミア師範
尾田 寛

　歌心があれば誰でも吹け
るようになります。健康にも
おすすめです。
★第２・４土曜15:00～17:00
★３か月6回13,200円 10/12～ よみカル  9/28

公開
講座

公開
講座

New

New

New

New

©国立天文台提供

よみうりカルチャー
公式キャラクター

●入会金 5,000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、ホームページではクレジットカードのみの
お取り扱いとなります。

● 2期目以降の受講継続の手続きでは、銀行口座
振替（自動引き落とし）もご利用いただけます。

入会金と受講料お支払い等のご案内
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。 〈早得
ポイント〉 ９月15日までに継続手続きを
された方に100ポイントお付けします。

よみカル·ポイント

ミシンで縫えるバッグ教室
エルタデザイン主宰　武田 浩子

　 ポ ー チ、
がまぐち、ト
ートやショル
ダーバッグ
など好きな
バッグを自
分で作って
みませんか。
★第４木曜13:00～15:30
★６か月6回18,000円 10/24～

手芸・工芸

文芸・教養

音を楽しむ♪

公開
講座

お楽しみ抽選会

受付開始～9月末（景品がなく
なり次第、終了となります）。
10月期定期講座の受講手続
きをされた方全員（継続・新
規）が抽選できます。

1,000円の商品券が
1,200本！
（直営センターの合計です）

写真「両口屋是清」提供


