
新型コロナウイルス感染防止の取り組み

P1NHK学園 市川 検 索

☎047-325-8211
NHK・TYOC

〒272-0033 市川市市川南1-10-1 ザ タワーズウエスト45階

プアナニ・高橋 監修 
小橋 孝枝　岩浅 昌子 プアナニ・高橋フラスタジオ講師

（午前）6036 （午後）6037

ゆったりハワイアン・フラ（午前）（午後） おやじダンス倶楽部〈女子部〉 〈男子部　  〉 　

松元 どかん パパイヤ鈴木とおやじダンサーズ メンバー

〈女子部〉6084 〈男子部〉6082

冬休み恒例の宿題“書初め”対策講座。子どもの指導に定評の
あるNHK学園書道講師が、一人ひとりのお手本をご用意し、
練習から清書までていねいにお教えします。筆使い、文字の
バランスなど美しい文字を書くためのコツをつかんで宿題
を完成させましょう。「書道展に出品する大作に仕上げた
い！」という方も。
（対象　小学校3年生以上 中学生にも対応できます。）

0300

佐藤 妙子 NHK学園講師

小学生 書初め対策講座③

篆刻 書を刻む 

火曜日:13:00～15:00
講座日:1/12・26、2/9、3/9・23・30　
受講料:6回、17,154円

スケッチ　　

白岩 薫 NHK学園講師
細部にとらわれず、対象の印象や全体を大切に
し、短時間でも、より豊かでいきいきとした表情
を描き出すことを目指します。講師は、長年NHK
学園の通信講座と教室講座での指導に携わり、受
講者の皆さんに「絵のある生活」を気軽に楽しん
でいただきたいと願っています。水彩のほか、ペ
ンや色鉛筆など好みの画材を使用する事もでき
ます。

3014

土曜日:10:00～12:00
講座日:1/16・30、2/6・20、3/6・27　受講料:6回、16,542円

荒居 凌雲 日展会友 読売書法会理事
書の「筆と紙」、篆刻は「刀と石」。篆刻
は印刀（鉄筆）で石に書を彫る「印」の
芸術です。その印の彫り方を初歩か
ら指導します。書や印に興味、関心の
ある方なら誰でも、その方の進み具
合に合わせてレベルアップを図って
いきます。
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リフ編みのスヌード 編み物が楽しくなる

日曜日:13:00～15:00　講座日:1/10・24　受講料:2回、6,000円

原田 千恵子 ニットデザイナー

0611

自宅でご自分のペースで没頭できる「手編
み」。指先＆脳トレにもなり、ご自分で身につ
けても、プレゼントにしても喜ばれる素敵な
趣味です。今回の作品は、トルコ発祥のかぎ針
編み「リフ編み」のスヌード。糸は、グラデー
ションの美しいイタリア製の3色からお選び
ください。アルパカ糸の取扱いやふんわりと
編み上げる方法など丁寧な指導で、初心者の
方も、心得のある方も、手編みの魅力を再発見
なさると思います。

「古代エジプト展 天地創造の神話」を楽しむ

「古代エジプト展 天地創造の神話」
会期:20.11/21～21.4/4
1/27（水） 10：00～12：00　受講料:3,500円

小林 登志子 NHK学園講師

0303

東京・両国の江戸東京博物館で久々の特別展が開催。国立ベ
ルリン・エジプト博物館収蔵品から「天地創造と神々の世界」
「ファラオと宇宙の秩序」「死後の審判」などのテーマに沿っ
た名品、130点が展示されます。講座では、古代エジプトの
神話や展覧会の見どころを分かりやすくご紹介します。ぜ
ひ、展覧会に足を運ぶ前にご受講ください。

四季それぞれの 俳画をたのしむ

川口 松瑶 俳画松樹会常任委員

3032

風景、花、野菜などを俳句とともに描く、素
朴で俳趣溢れた心にやさしい画、それが俳
画です。講師自筆のお手本により、初心者
の方も楽しく上達できます。年賀状や暑中
見舞い、色紙や軸の制作など、作品の応用
も広がります。

 仏像を彫る（水曜・夜間）

杉田 浩庸 彫刻家

4060

水曜日:18:00～20:00　
講座日:1/6・20、2/3・17、3/3・17
受講料:6回、20,208円

市川オープンスクール市川オープンスクール

◆講座実施前後に共用部（机・椅子も含む）の除菌清掃をします。
◆教室の定期的な換気、相互の距離に配慮した座席配置をします。
◆入退出時の手指消毒液使用の勧奨をします。

◆ご来校前の検温、十分な体調観察の上での参加をお願いいたします。
◆体調不良、マスク未着用でご来校の場合は受講を差し控えて
　いただく事がありますのでご了承ください。

私たちの取り組み

受講者の皆様へのお願い

マスクの
着用を

お願いします

講座ごとに

机と椅子の

消毒をしています

お一人で

一つの机を

使います

各人各様の仏像を彫ることで人気の高い、仏像彫刻講
座。現役の方にも参加していただける様、夜間講座を
新設しました。はじめての方でも、道具の使い方等の
基本からじっくりお教えします。ご自身で仏像を彫る
ことは心の安寧にもつながり、参拝・拝観に出かける
楽しみも一層増すことでしょう。始めるなら、今！ 一
生取り組める趣味に挑戦してみませんか？

 ミニチュアの世界 風景ジオラマ&鉄道模型

宮澤 雅文 模型作家 アトリエminamo
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昔なつかしい街並み、レトロな駅舎のホー
ムに佇む人びと。野山や小川を走り抜ける
ローカル線。そんなミニチュアの世界をつ
くってみませんか。あなたが思い描くイ
メージを、模型作家の宮澤先生が、ファンタ
スティックなミニチュア作品へと導いてく
れます。講座では、60cm×40cmのコンパ
クトサイズを作製。つくる事は観察すること。目と指と頭を使った製作の時間は、毎日
の散歩や家事をも、生き生きとした時間にする事でしょう。

水曜日:13:00～15:00　講座日:1/6・20、2/3・17、3/3・17
受講料:6回、19,200円（教材費別途）

木曜日:13:00～15:00　
講座日:1/7・21、2/4・18、3/4・18
受講料:6回、16,542円

女性のためのマージャン教室

木曜日:12:30～14:30
講座日:1/14・28、2/25、3/11・25
受講料:5回、14,040円

指導 細谷 映里子 日本健康麻将協会認定レッスンプロ
監修 原 浩明
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女性の皆さん、天空のカルチャーでマージャン
を学びませんか？　多少の心得があるものの、
十分楽しめるほどにはルールが今ひとつ・・と
いう方にピッタリの講座です。レッスンプロの
講師が、脳の活性化に役立つコミュニケーショ
ンゲームの面白さ、奥深さを、基礎から分かり
やすくお教えします。

おやじダンサーズの松元どかんさんと一緒に鼻唄まじ
りに踊る、ユルイが楽しいダンス講座です。懐かしのダ
ンスミュージックや青春ポップスなど、参加者のリクエ
ストにも対応。どかん先生のおおらかな人柄で、易しい
ステップからじっくり楽しくコーチします。ダンスが初
めての方、大歓迎！

〈男子部〉
木曜日:19:00～20:30　講座日:1/14・28、2/25、3/11・25
受講料:5回、16,075円

〈女子部〉
木曜日:16:45～18:00　講座日:1/28、2/25、3/25
受講料:3回、9,645円

金曜日:
［午前］10:30～12:00　
［午後］15:30～17:00　
講座日:
［午前］1/15・29、2/5・19、3/5・19　
［午後］1/8・22、2/12・26、3/12・26
受講料:6回、14,706円

NPO法人全日本フラ協会理事 
プアナニ・高橋フラスタジオ主宰

心地よいハワイアン音楽に合わせて、ゆったりとした動きのフラダンスを楽しみませ
んか？日々のストレスも忘れて素敵な笑顔で踊ります。この講座は、普段あまり運動を
していないシニアの方向けの内容ですから、未経験の方も、見よう見まねから始めてみ
ましょう。

12/26（土） 15:00～16:30
受講料:3,215円

 似合う色＆骨格診断 

1/10（日） 13:00～16:30　受講料:4,360円（教材費別途）

須藤 理恵
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あなたの魅力
をひきだす

j-color認定講師　骨格診断ファッションアナリスト

「何だかこの頃、何を着ても似合わな
い…」そんな方のための、おしゃれが
楽しくなる講座です。生まれ持った
肌・髪・目の色、そして骨格。自分の特
徴を客観的に知ることで「自分に似
合う新しいモノサシ」を手に入れま
しょう！色・デザイン・素材のトータ
ルで、あなたの魅力を引き出すお手
伝いをします。

老舗に学ぶ 正しい包丁の研ぎかた

1/22（金） 13:00～15:30　受講料:3,500円

石田 克由 日本橋｢木屋｣

0301

「包丁の切れ味が、錆びが…」と気になる方に！
刃物の老舗「日本橋木屋」の職人が、包丁の正しい
研ぎ方をお教えします。砥石を使った実習では、砥
石と包丁との相性から、正しく研ぐための手順、仕
上げ、さらには砥石のお手入れまで。ご自分の包丁
がみるみる美しく、切れ味良く生まれ変わり、毎日
のお料理が楽しくなります。料理男子も大歓迎！
※砥石をご持参ください。当日購入の場合は      
3,000円（税込）です。

NEW NEW

学びなおす高校英語

園城寺 信一 元岩手大学教授　元御茶ノ水女子大教授
かつて格闘した四角張った高校英語、もう一度、学びなおし
てみませんか？単語の持つ意味と使い方、文型の基本原則
など、言語としての本質を理解すれば英語はもっとわかる
ようになる！英語教育のスペシャリストが、あなたの英語
の世界を一気に広げてくれることでしょう。中学英語の復
習をまじえて高校英語を学びなおし、読める！書ける！そ
して話せるようになる！をめざします。
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月曜日:19:00～20:30　
講座日:1/18・25、2/8・15・22、3/8・15・22　
受講料:8回、23,272円　※レベル確認のため体験受講をおすすめします。

やり直しEnglish （PMクラス）

デビッド・パーマー NHK学園講師

2025

米国生まれのDavid先生は、来日40余年の
親日家でNHK学園の人気講師。すっかり忘
れてしまった単語や文法、会話表現など、中
学校初級レベルからやり直せる講座です。
再び、海外のお客様と街中でやり取りでき
る日を思い描いて、片言英語からでもいい、
使える英語を目指しましょう！

水曜日:15:15～16:45
講座日:1/6・13・20・27、2/3・10・17・24、3/3・10・17・24
受講料:12回、38,580円　※レベル確認のため体験受講をおすすめします。　　

夜夜

夜夜

《パレメチュシグのミイラ・マスク》後50～後100年頃
©Staatliche Museen zu Berlin, Ägyptisches 
Museum und Papyrussammlung M. Büsing

夜夜

趣味と学びの「オンライン教室」も開講しています。

天空のカルチャー、冬の厳選おすすめ講座 JR市川駅南口直結・京成市川真間駅徒歩10分

2020年 冬の講座ガイド 

臨時増刊号

いつでも誰でも入会金無料！
電話受付時間9:30～20:00　土・日は16時まで。第1月曜と祝日はお休みです。

Web受付は24時間OK

アルコール
消毒を

設置しています

オンライン教室始まりました！
パソコンやスマホで学べる

■投資と経済
■俳句・短歌・川柳
■星空の世界
■仏教　■傾聴
■セルフ・カウンセリング®

▽詳細はこちらから！



夜夜

夜夜

夜夜
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上記開催中の講座は、ご見学大歓迎！体験受講（有料）できる講座もありますのでお問い合わせください。 以下をよくお読みいただき、ご理解・ご協力をお願いいたします。

ホームページ、お電話で「登録」なさってください。
ご自宅に「申込書類一式」を送付いたします。

1週間をめどに、「払込取扱票」にて、受講料をお納めください。
「払込取扱票」は、ゆうちょ銀行または郵便局、コンビニエンスストアで
お支払いできます。

「申込書類一式」の中の日時、持ち物等ご確認の上、受講初日にお越しください。

☎047-325-8211

NHK学園では入会金・年会費はいただいておりません。受講料には消費税・施設維持費が含まれております。

受講料のほかに、テキスト・参考書・教材などの必要な講座があります。

受講者が一定数に満たない場合は、開講を延期または中止することがあります。

受講料は、講座が中止になった場合を除き、原則としてお返しいたしません。

講座の日時・内容等は天候や講師などのやむを得ない事情により一部変更となる場合があります。

また、講師を代行して実施することがあります。

定員になり次第締め切ります。

講師やほかの受講者の方などに迷惑をかけるような行為があった場合は、受講をお断りすることがあります。

NHK学園内の教室や廊下などでは、飲食はご遠慮ください。また、学園内は禁煙となっております。

NHK学園専用の駐車場・駐輪場のご用意はありません。

受講初日にお渡しする「受講者証」は、いつもご持参下さい。ザ タワーズ ウエストでは、警備・安全管理上、

エレベーターでの入館の際、「受講者証」を確認させて頂くことがあります。

木曜日:［初級レベルアップ］15:30～18:30　［初級］16:30～18:30
講座日:1/7・14・28、2/4・25、3/4・11・25
受講料:8回、［初級レベルアップ］22,872円　
　　　 8回、 ［初級］17,976円

樋口 奈緒子 NHK学園講師
実践譜の講義や指導碁を中心に、対局も組み込んだ初級から中
級（10級～5級）の方向けの講座です。レベルに応じた質問も織
り交ぜた講義、正しい石の形や攻め方・守り方を学べる指導碁、
実戦感覚を身につける対局で、総合的な実力をつけていきます。

［初級レベルアップ］5024 ［初級］5022

 古代オリエント史 文明の大河を旅する 囲碁教室（初級レベルアップ・初級）

水曜日:15:30～17:00　講座日:1/13・27、2/10・24、3/10・24
受講料:6回、15,318円

小林 登志子 ＮＨＫ学園講師
古代オリエント史研究の第一人者の講師が、1回読み切り形
式、3カ月ごとのテーマで文明の大河へと皆さんをいざない
ます。１月からは地中海、黒海、エーゲ海、マルマラ海に囲ま
れた半島、アナトリア地方にひらけた古代アナトリアの
国々がローマ帝国に組み込まれていく歴史を取り上げま
す。

7002

 写真講座（小林教室）

水曜日:10:00～12:00　
講座日:1/20・27、2/3・10・17・24、3/3・10・17・24
受講料:10回、26,550円

小林 哲是 NHK学園講師
各自それぞれのフォトライフが楽しめる講座。野外撮影と教室
での講評を隔週で実施します。季節に応じた撮影場所や被写体
を探し求めて野外実習へ。翌週の講座では、各々の作品を相互
鑑賞、講師からは丁寧なアドバイスがあります。講評会の見学
は随時大歓迎です。

5010

 森と樹木のものがたり

土曜日:10:30～12:00　講座日:1/16、2/6、3/6
受講料:3回、9,798円

渡辺 一夫 森林インストラクター 農学博士
森林インストラクターの渡辺先生が「森と樹木」につ
いて大いに語る講座です。映像資料を使った講座は、
身近な樹木の意外な一面や、人と樹木の関係、森と地
球環境など盛りだくさんのテーマを取り上げます。

7020

 サコ・タカコの創作ビーズ織り

土曜日:10:00～12:00　講座日:1/9、2/13、3/13
受講料:3回、7,659円

矢部 百子 サコ・タカコ創作ビーズ織り 本部講師
ビーズ織作家サコ・タカコ氏の世界を、本部講師が教
える講座です。専用の織機を使い、美しいガラスビー
ズが格調高い風合いの織物へと姿を変えます。はじめ
ての方は「フェアリーローズのブローチ」制作を。作り
やすい小物から、絵画表現とも見まがうばかりの作品
まで、ビーズ織りの楽しさと手法を学びます。

4035

 鎌倉彫 基礎の習得から創作まで

土曜日:10:00～12:00　
講座日:1/9・23、2/13・27、3/13・27　受講料:6回、15,318円

森 和宗 鎌倉彫後藤会
鎌倉仏師を祖とする由緒ある「鎌倉彫 後藤会」。
その認定講師が、彫刻刀の手法を基礎からわかり
やすく指導します。日常使いの盆、手鏡、茶托など
を彫りあげた後は、専門家による塗りの仕上げで
美しい作品が完成します。

4052

 古文書解読〈ステップアップ〉
 古文書倶楽部Ⅰ

●金曜日:［古文書解読〈ステップアップ〉］15:30～17:00　
●水曜日:［古文書倶楽部Ⅰ］15:30～17:00
●講座日:［古文書解読〈ステップアップ〉］
　　　　1/15・29、2/5・19、3/5・19
　　　　［古文書倶楽部Ⅰ］
　　　　1/6・20、2/3・17、3/3・17
受講料:6回、15,624円

桜井 克己 NHK学園講師

［ステップアップ］1038 ［倶楽部Ⅰ］1035

 上賀茂流 真多呂人形

月曜日:10:00～12:30　講座日:1/18、2/15、3/15
受講料:3回、9,186円

 真多呂人形学院教授
京都・上賀茂神社発祥の木目込み人形を継承し、今に
伝える真多呂人形。その伝承認定講座で、愛らしい人
形を制作してみませんか? はじめての方も、お好み
の人形を作ることも、教授資格を目指すことも可能。
人形作りを通して日本古来の文化に触れる、雅な世
界です。

古文書で、遠く江戸時代の市井の人々の暮らしをリア
ルに読み解いてみませんか。奥多摩l村のO家は、酒造業
が大火で傾いたことから家運の再興を画策。過去に手
がけた織物販売権を取り戻すため、領主の法廷の場でY
家と争います。その結果や如何に！くずし字の読解力
に応じて、少し心得のある方は比較的整ったくずし字
を教材にする「ステップアップ」講座へ。「古文書倶楽
部」は難解なくずし字を読む上級クラスです。ぜひ、小
手調べにご見学ください。

2083

 懐メロ楽校 懐かしき昭和を歌う

火曜日:13:00～15:00　講座日:1/12・26、2/9、3/9・23・30
受講料:6回、19,596円

二代目 松原 操 歌手
故霧島昇・松原操（ミスコロンビア）の三女で、二代目松原操
先生が直々に歌唱指導。懐かしき昭和歌謡を、テーマごとに
取り上げます。青春を熱くした歌声喫茶の雰囲気で、楽しく
みんなで歌いましょう。1月から3月は、朝ドラ「エール」で
話題の作曲家、古関裕而の楽曲をとりあげます。

8022

 ザ・ハワイアンキルト

水曜日:10:00～12:00　
講座日:1/13・27、2/10・24、3/10・24　受講料:6回、16,542円

豊田 亜紀子 ハワイアンキルト作家

4004

 デジタル写真講座 レベルアップ！

木曜日:18:30～20:30　講座日:1/7、2/4、3/4
受講料:3回、9,798円

小島 由紀子 フォトグラファー
月に１度、日ごろ撮りためた写真や課題の写真を持ち
寄っての講評会で、ご自身のフォトテクニックをアッ
プさせる講座です。デジタルカメラならではの表現力
や写真表現の奥深さを知ることのできることでしょ
う。番外編として、不定期に、講師とともに出かける野
外撮影も予定しています。

5008

 マミーフラワーデザイン入門

木曜日:19:00～20:30　講座日:1/14・28、2/25、3/11・25
受講料:5回、13,275円

工藤 京子 マミフラワー市川指定教室責任者
正統派のフラワーアレンジから斬新な創作デザインま
で、マミフラワーのアレンジは幅広さが魅力です。心和
ませる花のしつらい。はっと驚かせる花材の使い方。香
りを感じ色にときめくアレンジを学んでみませんか。
夜のプライベートタイムにうってつけの講座です。

8001

 デビッド・パーマーの英字新聞サロン

水曜日:13:00～14:30　講座日:1/6・13・20・27、2/3・10・17・24、3/3・10・17・24　
受講料:12回、38,580円　※レベル確認のため体験受講をおすすめします。

デビッド・パーマー NHK学園講師
米国生まれのDavid先生は、来日40年余年の親日家でNHK
学園の人気講師。英字新聞をテキストとしたサロン形式の講
座では、世界中のリアルタイムなニュースから身近なトピッ
クスまで、バリエーション豊かな情報・コンテンツ・表現に読
み触れていきます。「英語は使わないと忘れてしまう」と案じ
る方、あなたの英語力をブラッシュアップしてみませんか。

2026

 原田千恵子の手編み教室（日曜）

日曜日:［手編み入門］ 13:00～15:00　
　　　 ［手編み倶楽部］10:00～12:00　
講座日:1/17・31、2/7・21、3/7・21　受講料:6回、17,154円

原田 千恵子 ニットデザイナー
お休みの日のひと時を編み物と向き合ってみませんか？は
じめての方は、棒針の持ち方、メリヤス編みから。基礎をマス
ターなさった方は、作図の仕方を学び、思い思いの作品を。お
一人おひとりの経験や希望に沿って丁寧に指導します。

［入門］2087 ［倶楽部］4031

NHK学園 市川 検 索

清水 真　菜 

写真の講師作品は、白地に金赤の葉をキルティングした、まさに
「ザ・ハワイアンキルト」の色彩とモチーフ。伝統のそれは、100％
コットンの無地二色で作られています。庭に干した真っ白なシー
ツに映りこんだ植物の影…その由来の通り、大きな生地にハワイ
の植物や王国のシンボルをいかにデザインし、どう配置するかが醍
醐味です。あなたも、ハワイアンキルトの魅力いっぱいのクッション
カバーやバッグ、ベッドカバーなどの大作に取り組んでみませんか？

 植物の魅力を描く

金曜日:10:00～12:00　
講座日:1/8・22、2/12・26、3/12・26
受講料:6回、16,542円

河合 順子 NHK学園講師 日本美術家連盟会員
季節の花や果物、野菜など、ご自分の描きたいものをモチー
フとしてお持ちください。画材は、色鉛筆、水彩絵具など身近
なもので、はじめられます。はじめて絵を描いてみたい方も
どうぞ。

3021 講師作品　油彩

 タイ式ヨガ ルーシーダットン（B）
田島 朋 日本ルーシーダットン普及連盟 インストラクター
無理のない簡単なポーズ中心のタイ式ヨガ。サンス
クリット語で「仙人の自己整体」と呼ばれる健康法。
骨盤調整や腰痛の予防改善とともに自律神経の調
整にも効果的です。自分で癒し整えながら、最大限
に、健康で美しい身体を引きだしましょう。

6002

金曜日:14:15～15:45
講座日:1/8・22、2/12・26、3/12・26
受講料:6回、16,542円

 スロースポーツ 呼吸太極拳 

日曜日:10:00～11:30　
講座日:1/17・24・31、2/7・14・21・28、3/7・14・28
受講料:10回、23,490円

吉岡 薫 日本健康太極拳協会師範
「気がついたらひと呼吸」。全身の「気」と「血流」を整
え、ともに健康になる太極拳です。心身の縮こまる
この寒い時期にも、どなたでも無理なく始められる
よう丁寧にお教えします。年を重ねても続けられ
る、しなやかな動作を体得しましょう。

6000

 イラスト 水彩色鉛筆の時間

火曜日:19:00～20:30　講座日:1/19、2/2・16、3/2・16
受講料:5回、14,800円

小倉 正巳 イラストレーター
お勤め帰りのひととき。色鉛筆をすべらせ、水でにじませる心和
む時間。講師は、やわらかな色彩とファンタジーな画風で活躍の
イラストレーター、小倉正巳先生。水彩色鉛筆を使ったイラスト
技法を丁寧にお教えします。絵の腕前に自信が無くても、描きた
い思いがあれば、大丈夫！

3034

 書道・漢字かな交じり 入門から作品づくり

金曜日:13:00～15:00　講座日:1/15・29、2/5・19、3/5・19
受講料:6回、17,154円

佐藤 妙子 NHK学園講師
筆でうつくしい漢字かな交じりの文字を書きたい方、それぞれ
のレベルに合わせてお教えします。入門・初級の方は、楷書体・行
書体・草書体の基礎から。中級の方は、古典の臨書を中心に作品
づくりまで楽しみます。書道検定や書道展に向けての指導もい
たします。

3064

 東京・水辺の自然散策
寺田 浩之 ココペリプラス代表
月に一度の散策講座で、都内近郊の水辺や干潟の生物、岸辺
の野草や野鳥などに親しみませんか？お子さんやお孫さん
にもぜひ紹介していただきたい、運動靴で安心して自然観察
できる「とっておきの場所」をご案内します。

0622

水曜日:10:00～12:00　
講座日:1/27  水元公園に現れる里山の冬鳥
　　　 2/24  新しい水辺waters竹芝の自然
受講料:2回、6,510円

 油絵教室
阿部 未奈子 画家・アーティスト
絵具を重ねていくことで変化し、趣きが深まっていく
のが油絵の面白さ。構図の取り方から描き込みまで、阿
部先生が一人ひとりにご指導。静物、人物、風景や、名画
の模写などのカリキュラムに取り組んでいきます。

3018

月曜日:13:00～16:00　
講座日:1/18・25、2/8・15・22、3/8・15・22・29
受講料:9回、28,476円

 書を楽しむ （午前） はじめての方から

火曜日:10:00～12:00　
講座日:1/12・26、2/9、3/9・23・30
受講料:6回、17,154円

清水 じゅん子 NHK学園講師
はじめて筆を持つ方、基礎からじっくり学びたい方、レ
ベルアップしたい方、それぞれの希望に沿った指導を
します。漢字・かなの両面から学び、生活の中に書の楽
しみを活かすことを目指します。作品づくりやNHK学
園書道検定にも対応。

3052

 森へ行こうよ！

木曜日:10:00～14:00　
講座日:1/14  小山田緑地（町田市）
　　　 2/18  狛江の里と多摩川（狛江市）　 3/11  吾妻山（神奈川県中郡）
受講料:3回、9,318円

渡辺 一夫 森林インストラクター 農学博士
関東近郊の森や渓谷、川、森林公園などに出かけるウォー
キング講座です。心身のリフレッシュに加えて、農学博士
である講師に樹木の名前や特性、見分け方を教えてもら
い、森への親しみと興味を深めていきます。（お弁当持参）

9009

現地講座 現地講座

天空のカルチャー、冬の厳選おすすめ講座
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