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NEW  福を呼ぶ花文字
日本花文字の会公認講師・認定作家　美 明
縁起の良い意味のある吉祥絵柄を

ちりばめ、運気上昇の願いを込めて
描く花文字。字を書くこと、絵を描く
ことが苦手な方、どなたでもどうぞ。
◇第3金曜 10：30～12：00
◇7/15～ 3か月3回10,890円　
◇初回 〔教材費〕5,500円　体験日  6/17

新設講座NEW 新しいカリキュラムリニュー
アル

※通常体験 夏のキャンペーン対象外夏のキャンペーン対象日
入会金不要公開

講座

機能を使ったオンライン講座
体験日

NEW  季節を楽しむフラワーリース＆アレンジ
国際プリザーブドフラワー協会（IPFA）認定講師　

島田 詠美子
季節を彩るアーティフィシャル＆ドライ

＆プリザーブドフラワーでボリューム感
いっぱいのリースやアレンジをお楽しみ
いただけます。
◇第4月曜 13：00～15：00
◇7/25～ 3か月3回9,240円
体験日  6/27

NEW  ボタニカルアート
日本植物画倶楽部　藤田 惠子
初歩から学べるボタニ

カルアート。植物の不思
議に出会える喜びを一緒
に感じましょう。
◇第3火曜 
　10：30～12：15
◇7/19～ 
　3か月3回9,900円　
体験日  6/21

NEW  野の花をいける
郁生流三代家元　澤井 雅恵
野辺や庭に咲く可憐な野
の花を籠や身近な器にいけ
ます。四季折々の花をお部
屋で楽しみましょう。
◇第4金曜 10：30～12：30
◇7/22～ 3か月3回8,580円
体験日  6/24

NEW  森林インストラクターと歩く
多摩・武蔵野の森 森林インストラクター　北川 俊吾
多摩・武蔵野地区の森を散策します。夏季は涼を求めて、水辺の森や
湧水を訪ねます。
◇第3水曜 10：00～14：00　◇7/20～ 3か月3回9,900円

Happyチョークアート
MCA認定講師　Naomi
ブラックボードに
描く、オーストラリア
生まれのカラフルで
POPなアートです。
◇第2・4水曜 
　13：00～15：00
◇7/13～ 3か月6回
　19,800円
体験日  6/22　◇初回 〔教材費〕12,000円

NEW  セルフジェルネイル
N’s Art Design主宰　

Naomi
基礎から、人気の

フレンチ、グラデー
ション他、最新アート
まで学べます。初心
者の方でも安心して
ご受講いただける様

に丁寧に指導します。お手持ちのジェルグッズ
持ち込み可能です。
◇第2・4水曜10：30～12：00
◇7/13～ 3か月6回23,100円　※通常体験 7/13

NEW  はじめてのウクレレ（入門）
矢島眞バンド講師　矢島 眞
ハワイアンから歌謡
曲、ポップスまで練習し
ます。まずは１曲弾ける
ようになりましょう。
◇第2・4水曜 
　15：00～16：30　

◇7/13～ 3か月6回23,100円　
※通常体験 7/13
公開
講座  ウクレレ演奏会とおはなし
ゆるやかなハワイアンソングと音色を楽しみ
ながら穏やかな時間を楽しみましょう。ウクレレ
の仕組みや購入のヒントも解説します。
◇6/22 15：00～16：30
◇3,850円(会員3,300円） 〔教材費〕110円

NEW  女性専科 たくさん歌って健康に！
声楽家 元劇団四季　嶋村 純子
口と舌の筋肉を動かすトレー

ニングと表現豊かに歌える発声
法を、講師の歌とピアノ伴奏と
ともに楽しみます。
◇第2・4月曜日 10：30～12：30
◇7/11～ ３か月6回25,080円
体験日  6/27

NEW  マナコプリザーブドフラワー
マナコフラワーアカデミー本部講師　大柳 かおる
プリザーブドのテクニッ

クとフラワーデザインを基
礎から学びます。
◇第1土曜 17：30～19：30
◇7/2～ 3か月3回9,570円
体験日  6/4

紀本 直美先生の「はじめての俳句」
初心者から経験者まで、時には高尾山や片倉城址などへ

も吟行します。
◇月曜クラス：第2月曜 10：30～12：00　7/11～ 体験日  6/13
◇木曜クラス：第3木曜 14：00～15：30　7/21～ 体験日  6/16
◇両クラスとも 3か月3回8,910円
［講師プロフィル］
早稲田大学文学部卒。坪内稔典氏に師事。2013年俳句集「さくさ
くさくらミルフィーユ」刊行。

NEW  占いと神道の歴史
国学院大学講師　渡辺 瑞穂子

古典や祭礼行事を通じて、占いの面
白さ・恐ろしさ・不可思議さを分かりや
すく楽しくお話しします。
◇第4日曜 10：30～12：00
◇7/24～ 3か月3回9,900円
体験日  6/26

外
国
語

NEW  ファン カスティーヨ先生の
英会話レッスン

夜の集中英会話（少人数）★★
学校やお勤めの帰りに時間を

有効活用しませんか。語彙、文
法をおさらいしながら基礎力を固
めて、会話力アップを目指します。
◇火曜 19：15～20：15　
◇7/5～ 3か月10回33,000円 

★ 

入
門

★
★
初
級

英会話はじめの一歩★
俳優　水沢 有美

始めたい！そう思った
時がチャンスです。ニ
コニコ笑顔の有美先生
と楽しく学びましょう。
◇第1・3・5月曜 
　12:15～13:15
◇7/4～ 3か月7回23,100円　体験日  6/20

ニーハオ！中国語★★
北京出身　高 美蘭

独学で1年くらい勉強され
ている方に最適なクラスです。
自然な日常会話ができること
を目指しましょう。
◇第2・4火曜 
　10：30～12：00
◇7/12～ 3か月6回18,480円
体験日  6/28

ドイツ語入門★★
洋学史学会会員　渡辺 政弥

発音や文法に不安がある方に
ピッタリのクラスです。声に出して
繰り返すことを大切にしています。
◇木曜 17：30～18：30
◇7/7～ 3か月12回39,600円　体験日  6/30

 TOEIC®の文法を極める
（目標スコア600点・全6回）

英語講師　長瀬 文
短期集中で語学力アップに！現在の

TOEIC®スコア500 点程度が受講の目安
です。少人数のグループレッスン。
◇7/10、18、24、31、8/7、21 11：00～12：00
◇全6回23,760円

英会話ゼロスタート！（少人数）★
シニア世代の方やブランクのある方におすすめのク
ラスです。やさしい会話を中心に学びます。
◇第1・3土曜 10：30～11：30　◇7/2～ 3か月6回19,800円
［講師プロフィル］
南米コロンビア生まれ。2～30歳までニューヨークで過ごす。
ロングアイランド大学にて学ぶ。日本語、スペイン語も堪能な
よみうりカルチャーの人気講師。

短歌にしたしむ
現代歌人協会会員　畑 彩子

短歌は誰にでも
詠むことができる、
簡単かつ素晴らし
い自己表現のひと
つです。個性的な
一首を目指しましょ
う。
◇第4土曜　
　10：30～12：00
◇7/23～ 
　3か月3回9,240円　体験日  6/25
［講師プロフィル］
短歌結社「歌林の会」所属。馬場あき子氏に師
事。歌集「虫の神さま」「卵egg」など刊行。

漢字かな書道
東洋書道芸術学会評議員　宮部 北晴

書法の基本から習得し個性的な表現力を
伸ばしながら、作品を楽しみましょう。

◇第１・３・５火曜 
　10：15～
　12：15
◇7/5～ 
　3か月7回
　21,175円
体験日  6/21

デジタル一眼で撮る
フォトグラファー　シヲバラ タク

プロカメラマンと撮影に出かけましょう。野外撮影と教
室の講義・講評を交互に行います。
◇第1・3水曜 13：00～15：00
◇7/6～ 3か月6回19,140円　
体験日  6/1

NEW  将棋入門
日本将棋連盟・指導棋士 六段 　

尾中 一喜
これから将棋を始めようという方向け
のクラスです。駒の動かし方からルール
を覚え、指し方や考え方を学びます。
◇第1・3土曜 10：30～12：30
◇7/2～ 3か月6回22,440円　
※通常体験 7/2NEW  刺しゅうでリメイク

刺しゅう作家　伊藤 眞砂子
シミや虫食い、何とな

くピンとこない…。そ
んな洋服にオリジナル刺
しゅうやレース等の手芸
テクニックを加えて、お
しゃれを楽しみましょう。
◇第1木曜 
　13：00～15：00
◇7/7～ 3か月3回9,900円

ブラックワーク刺しゅう
ブラックワーク刺繍を楽しむ会代表　平井 真理子

黒糸一色で、不思議なほど
様々な表情が楽しめます。モ
ノトーンの世界をご一緒に。
◇第2木曜 13：00～15：00
◇7/14～ 
　3か月3回11,550円
体験日  6/9

古布で作るがま口とバッグ
布作家　イシカワ カオル
美しくモダンな古布を使
い、がま口を中心に、布小
物・バッグを作ります。
◇第4月曜 13：00～16：00
◇7/25～ 
　3か月3回11,550円
体験日  6/27

和服地の簡単リメイク
リメイク工房「茶風鈴」主宰　下田弘子
下田弘子公認専任講師　平井 はるよ

着物や羽織を上手に利用し
て、ベストやブラウスに仕立
てます。洋裁仕立てとは違う
簡単リメイクです。
◇第1・３・５月曜　
　A 10：15～12：00 
　B 12：45～14：30
◇7/4～ 3か月6回18,480円

NEW  ニャンドゥティ
raku-nanduti主宰　秋山 楽
南米パラグアイの伝統
工芸、ニャンドゥティ。ま
ずは、アクセサリーなどの
小さな作品から始めます。
◇第1木曜 10：30～13：00
◇7/7～ 3か月3回10,890円
※通常体験 7/7

NEW  はじめての洋裁
ファッション工房オキ代表　沖倉 泰子
スカート・ブラウスなど自

分で作れたら…と思ったこと
はありませんか？洋裁はじ
めてさんもご心配なく。ミ
シンの使い方から学べます。

◇第1・３金曜 13：00～15：00　
◇7/1～ 3か月6回18,480円

四季のスケッチ　
日本美術家連盟会員　清田 悠紀子
よみうりランドのフラワー
パーク「HANA・BIYORI」の
庭園や温室内でスケッチをし
てみませんか。
◇第3日曜 13：00～15：00
◇7/17～ 3か月3回9,900円
◇入園料別　体験日  6/19

ジュニア

ジュニアのデッサン教室　
絵画講師　ひづめ つかさ

身近にあるもの
を紙とえんぴつ
で描いてみませ
んか？まずは好き
なように自由に表
現してみましょう。

ミュージシャンとしても活躍する芸大院卒の講師
が基礎から指導します。
◇第1・3・5水曜日 16：40～17：50　
◇7/6～ 3か月7回20,790円　体験日  6/29

公開
講座  不思議で美しい万華鏡　

日本万華鏡博物館館長　大熊 進一
Aキットは2等辺 3角形に鏡

を組み綺麗な花が重なりあった
様な映像を作ります。Bキット
は映像が飛び出して見える3D
の万華鏡を作ります。
◇8/3（水） 10：30～12：00
◇2,640円
　〔教材費〕Aキット2,500円　
　　　　   Bキット6,000円（5本限定）
公開
講座  クワガタロボットを作ろう！　

CLUB WAD主宰　梁取 弘明
モーターと歯車を
利用した「動く」工
作を通し、幾何学や
物理への興味を育み
ます。（対象：小学生
以上。小学 1年～ 3
年までは保護者同伴）

◇7/25（月） 10：30～13：30
◇3,190円 〔教材費〕3,400円

公開
講座  親子で楽しむ！
夏休み声磨き®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　
境 真智子

これからの時代を生き抜くた
めに、コミュニケーション力豊
かで、人前で堂々と自分の考え
を話せる人間になるための力を
身につけましょう。
◇7/26（火） 10：30～11：30
◇3,850円（親子お二人）

公開
講座  動物のはにわを作ろう！

アートスペース谷中ジンジャー　ナカノ アヲバ
いろんな動物のは

にわをつくりましょう。
焼成したあとできれい
な音色の風鈴にもで
きます。

◇8/1（月） 13：30～15：00　◇2,640円
　〔教材費〕2,090円　〔焼成代〕500円
公開
講座  飲みたくなるクリームソーダ

食品サンプル教室 のんぶる主宰　世古 紀子
本物そっくりの食品サン

プルで本物みたいなクリー
ムソーダを作ります。（対
象：幼児～小学生。幼児、
低学年は保護者同伴）
◇8/7（日） 
　10：30～12：30
◇2,530円 〔教材費〕2,200円

NEW  【足・ひざ・腰・首】あなたの足大丈夫ですか？
足から未病対策

カサハラフットケア整体 横浜本院・専属講師　みうら たけし
「外反内反」「浮き指」「アー
チ不足」。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
自分で改善していきましょう。
◇第2火曜 
　12：30～14：00
◇7/12～ 3か月3回
　10,560円　体験日  6/14

NEW  はじめての武術
殺陣師：林邦史郎公認　増田 幸弘
大河ドラマで殺陣武術指導

を担当した武術歴28年の講
師が、殺陣を用いてわかり易
く指導します。楽しくをモッ
トーに、中国武術や日本の古
武道を体感してみませんか。
◇第1・3・5土曜 10：30～12：00
◇7/16～ 3か月6回17,820円
※通常体験 7/16

NEW  ミセスのためのHipHopダンス
ダンスインストラクター　KAZU
ノリの良い音楽にのって、楽し

く身体を動かしましょう。もちろ
ん初めての方でも大丈夫です。
ダンスをして身体を動かすと、
日頃のストレスが吹っ飛びます！
◇第2・4火曜 13：00～14：10
◇7/12～ 3か月6回17,820円　
※通常体験 7/12

NEW  ダレデモダンス
ダレデモダンス認定インストラクター　石渡 大輔

TRF の SAM がプ
ロデュースしたシニ
アの皆様が無理なく
楽しめるダンスレッス
ンです。医師や理学
療法士が監修した安
全なプログラムです。
◇第2・4月曜 13：00～14：00
◇7/11～ 3か月6回19,800円　※通常体験 7/11

お茶の世界を広げる
香りと味を楽しむ台湾茶

加香Tea School主宰　大橋 加津子
台湾提携農家から季節

ごとに直輸入する出来立て
の本格茶葉を使用します。
幻の烏龍茶や台湾５大烏龍
茶などの高級な茶葉も楽し
める贅沢な講座です。

◇第4木曜 10：30～12：00
◇7/28～ 3か月3回9,240円　体験日  6/23

英国紅茶サロン
日本紅茶協会マスターティーインストラクター　高橋 玲子

世界各国の紅茶を味
わいながら優雅なひとと
きを過ごしませんか。
◇第3金曜 
　10：30～12：30
◇3か月2回6,160円
◇7/15～　体験日  6/17

楽しむ日曜着付け教室
NPO法人尚美流全日本和装協会八王子学園長　八木 妃佐子
NPO法人尚美流全日本和装協会講師　寺井 香苗   金児 智子
自分のペースでベルトを使って普段着から外出
着まで、鏡を見なくてもひとりで着られる様にな
ります。
◇第2・4日曜 
　13：20～15：20
◇7/10～ 3か月6回
17,820円　

体験日  6/26

リニュー
アル 踊って感じよう！モダンバレエ
元マイディズニージュニア　呉松 綾子
ストレッチで体をほぐしてからバレ

エの基礎を学び、音楽にのって、美
しく、しなやかに表現して踊ります。
◇第1・3水曜 19：00～20：30
◇7/6～ 3か月6回17,820円　
※通常体験 7/6

NEW  はじめてのジャズダンス
ダンスインストラクター　彩世 ゆな
初めての方でも踊りやすい
様に基本のステップから入り、
わかり易い振付のジャズダン
スを踊ります。
◇第1・3・5金曜 
　13：00～14：15
◇7/1～ 3か月6回17,820円
※通常体験 7/1

NEW  若返りさわやか健康体操
介護予防運動指導員　立道 聡子
リズム体操やレクレーション
ゲームで、手指、足指を良く
動かして脳の活性化を目指しま
す。対象 70歳～。
◇第2・4木曜 12：00～13：00
◇7/14～ 3か月6回17,820円
体験日  6/23

NEW  小鼓入門 長唄協会会員　仙波 宏薫
日本古来の楽器に触れ
てみませんか。個別指導
なので初めての方でも安
心です。楽器の貸し出し
もあります。
◇第1・3土曜 18：30～20：30
◇7/2～ 3か月6回19,800円　体験日  6/18
リニュー
アル ビューティフルフラ・マウイ

早川洋舞塾主宰　カレイナニ早川
ビューティフルフラ講師　三谷 富美子
映画「フラガール」のモ

デル、カレイナニ早川のメ
ソッドで指導します。

◇金曜 19：00～20：10
◇7/8～ 3か月11回36,300円
体験日  6/24

NEW  テーブルで楽しむ茶道
表千家講師　町田 宗実

インスタントコーヒーを入れ
るように、気軽に抹茶も楽しみ
ましょう。
◇第1水曜 13：00～15：00
◇7/6～ 3か月3回8,910円

大日本茶道学会
大日本茶道学会本部講師　加藤 仙悦

茶の作法を中心として、
おもいやりの心、おもて
なしの心を点前を通して
学びます。
◇第1・3木曜 
　10：30～12：30

◇7/7～ 3か月6回17,820円　体験日  6/16

NEW  カウンセラー養成 基礎（月）
日本カウンセリング研究会講師　竹下 志磨

様々な悩み、不平
不満などを聞き良き相
談相手になるのがカウ
ンセラーです。全日本
カウンセリング協議会
認定カウンセラー資格
を取得できます。
◇月曜 13：00～15：00
◇7/4～ 3か月11回33,396円
◇事前説明会（要予約）6/20（月）15：15～15：45

NEW  知っておきたい終活の基本
終活カウンセラー協会認定講師　薩野 京子
自分のため家族のために、最低
限やっておきたい終活の内容、関
連知識をゆっくり楽しく学びます。
◇第2火曜 10：30～12：00
◇7/12～ 3か月3回8,910円

NEW  素敵ウォーキング＆
おしゃれレッスン

モデル IARA所属 ウォーキング講師　高橋 美和子
正しい姿勢とウォーキング

で素敵に年齢を重ねていき
ませんか。現役のモデル講
師が日常生活のなかで直ぐ
に真似できるおしゃれレッス
ンも教えます。
◇第1・3・5火曜 
　13：45～14：45
◇7/5～ 3か月7回20,790円
※通常体験 7/5

NEW  しの笛 グループレッスン
横笛会会員　長谷川 美鈴

自然の神秘が宿ったような竹の音
には圧倒的な魅力があります。初心
者から経験者まで、皆で音を楽しむ
時間を過ごしませんか。
◇第1・3火曜 13：45～15：00

◇7/5～ 3か月6回21,780円　体験日  6/21

NEW  こどものジャズダンス
　　　ダンスインストラクター　彩世 ゆな

1 人ひとりに合わせて、どの子にとっ
ても「楽しく踊る」ことができるよう
に進めます。
◇金曜 18：00～19：00
◇7/8～ 3か月11回
30,250円　

※通常体験 7/8

公開
講座  親子で自然観察　

森林インストラクター　北川 俊吾
安全な公園内で、樹木

や植物を観察しましょう。
植物の知識だけでなく自然
保護の意識も育ちます。
◇8/12（金） 10：00～12：00
◇3,300円 〔教材費〕110円

 親子でメイクレッスン　
メイクセラピスト　下川 セレナ
夏休み！正しいスキンケアや
ベースメイクの方法を親子で学
びましょう。
◇7/30（土） 11：00～12：00
◇3,300円

 ママと赤ちゃんのための
ベビーマッサージ＆ベビーヨガレッチ　

チャイルドボディセラピスト　maki
ベビーマッサージは親子

の触れ合いタイム！ベビー
ヨガレッチは親子で楽しめる
ヨガとストレッチを合わせた
ものです。ママと赤ちゃん
におすすめのレッスンです。

◇7/6（水） 10：30～11：10　◇2,200円
公開
講座  整理収納アドバイザー2級認定講座　
NPO法人ハウスキーピング協会、整理収納アドバイザー　杉江 麻理子
2回 8時間で2級を取得す

る講座です。家庭や職場で役
立つ整理の基本、収納のコツ、
維持する秘訣がわかります。
◇7/9（土)・7/30（土）
　13：00～17：00　
◇2回19,800円
　〔教材費〕7,100円（テキスト代1,600円、認定料5,500円）

NEW  手話入門 手話通訳士　平松 節子
手話を初めて学ぶ方
のための講座です。まず
は挨拶や身近な言葉から
始めましょう。
◇第1・3・5土曜 
　10：30～12：00　
◇7/16～ 3か月6回18,480円

小出茂のウクレレと歌
ハワイアンシンガー　小出 茂
初めてウクレレを手にする方

や全く音符の読めない方でも
大丈夫。ハワイアンソングだけ
歌いたい方もご受講できます。
◇第2・4木曜 10：45～11：45
◇7/14～ 3か月6回19,800円
体験日  6/23

はじめてのタイルクラフト
タイルクラフト作家　美登 暁子

陶器・ガラス・天然石などの素材を使って、キッ
チン用品、インテリア雑貨作りに挑戦します。
◇第１土曜 13：00～15：00
◇7/2～ 3か月3回9,240円 教材費別　体験日  6/4

草木染め 草木染研究家　川崎 壽子 
天然繊維、安全媒染剤のみを使って、自然にやさ

しい染めを楽しみます。
◇第4金曜 10：15～12：45
◇7/22～ 3か月3回11,220円 教材費別　体験日  6/24

公開
講座  ～助産師監修～
ベビーマッサージ2級

一般社団法人マザーボーネ認定講師　伊藤 加代子
赤ちゃんの身体、心の発達を促

すベビーマッサージ手法をモデル
人形を使い学びます。修了証発行。
◇7/16（土） 13：00～17：00
◇9,900円 〔教材費〕5,500円
　（テキスト、手順シート、修了証）

 （よみうりランド） × 

よみうりカルチャー

　　　ダンスインストラクター　彩世 ゆな
1 人ひとりに合わせて、どの子にとっ

ても「楽しく踊る」ことができるよう

金曜 18：00～19：00


