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☎047-325-8211NHK・dwarfC

〒272-0033 市川市市川南1-10-1 ザ タワーズウエスト45階

市川オープンスクール市川オープンスクール
朗読の刻

火曜日:15:30～17:30　講座日:10/5、11/2、12/7、1/11、2/1、3/1　
受講料:6回、21,600円

寺田 道雄 元NHKアナウンサー

7014

気候が歴史を動かす

土曜日:13:00～15:00　
講座日:11/6、12/4、2/5、3/5　受講料:4回、14,640円

田家　康 日本気象予報士協会　東京支部長

5016

Hello！World

水曜日:15:00～16:30　
講座日:10/6・13・20・27、11/10・17・24、12/1・8・15・22　
受講料:11回、35,365円

火曜日:19:00～20:30　講座日:10/5・19、11/16・30、12/7・14
受講料:6回、23,160円

David Parmer NHK学園講師

2025

夜、落語の稽古 6名限定
五代目 三遊亭 圓馬 （公社）落語演芸協会　理事

5026

おしゃれな手づくりの帽子

月曜日:13:00～15:00　講座日:10/11・25、11/8・22、12/13
受講料:5回、16,800円（教材費別途）

池田道子 帽子作家

4018

福富貞子 おりがみ会館　公認インストラクター　

5051

ゆっくり、ならう つまみ細工
安藤 芳美 佐田つまみ画研究所

4002

多肉植物の育て方

木曜日:13:00～15:00　
講座日:10/7、11/4、12/2、1/6、2/3、3/3　
受講料:6回、19,860円（教材費別途）

火曜日:10:00～12:00　
講座日:10/5・19、11/2・16、12/7
受講料:5回、13,800円（教材費別途）

月曜日:10:00～12:00　
講座日:10/18、11/15、12/20、1/17、2/21、3/28
受講料:6回、16,542円（教材費別途）

Kurumi 多肉スタイリング協会主宰　多肉スタイリスト®

8006

訶梨勒の部屋香

11/15（月） 13:00～15:00
参加費:7,160円（受講料・教材費）

谷 美緒 薫物屋香楽認定　教授香司

0203

年迎え 門松と屠蘇

12/25（土） 10:00～12:00
参加費:8,160円（受講料・教材費）

白鳥一佳 太田流礼法　鶴舞齋家元直門

0202 11/2（火） 10:00～12:00　受講料:3,600円

吉田 典代 NHK学園 仏教美術講師 哲学博士

0204

傾聴入門
澤村 直樹 心理カウンセラー・NHK学園通信講座監修

水引細工のアクセサリー①②

①10/16（土）：ピアス・ペンダント
②11/  6（土）：ブローチ
時間:10:00～12:00、受講料：各回3,160円（教材費別途）

①0205 ②0206

龍村美術織物で 茶碗の小袋

木曜日:10:00～12:00　講座日:10/21、11/18
受講料:2回、9,000円（教材費別途）

大澤 実千世 大澤和子袋もの研究所主宰 

0603

十人十色の 糸かけ曼荼羅①②

10/7（木） ①13:00～16:00 ②13:00～17:00
受講料:①3,370円、②4,390円（それぞれ教材費別途）

吉川 あい子
一般社団法人 糸かけ曼荼羅協会 理事

①0216 ②0217

11/21（日） 13:00～16:30　受講料:4,360円（教材費別途）0209

たるみ・むくみ解消！ 顔ヨガ
原 はるみ 顔ヨガインストラクター

0602

日曜日:13:00～14:30　講座日:10/10・24、11/7
受講料:3回、9,186円

関野 裕之 カサハラフットケア整体院　専任講師

0604

木曜日:10:30～12:00　講座日:10/21:市川スクール・10/28:里見公園　
受講料:2回、6,530円（テーピング教材費別途）

猫と幸せに暮らす

11/17（水） 10:00～11:30　受講料:3,500円

服部 幸 東京猫医療センター院長

0208

猫との
コミュニケーション 死にゆく人の心に寄りそう

10/20（水） 13:00～15:00　受講料:3,960円

玉置 妙憂 看護師　僧侶　大慈学苑代表

0207

マトリョーシカのクリスマス

11/28（日） 10:00～13:30  受講料:3,800円（教材費別途）

みやざき たみこ pippo design works主宰

0215

癒しのアート ボタニーペインティング

10/24（日） 13:00～16:00  参加費:12,160円（受講料・教材費）

杉本 光俊 ボタニーペインティング主宰

0212 10/10（日） 13:00～16:30　受講料:4,360円（教材費別途）

須藤 理恵 j-color認定講師
骨格診断ファッションアナリスト

12/12（日） 13:00～16:30　受講料:4,360円（教材費別途）

須藤 理恵 j-color認定講師
骨格診断ファッションアナリスト 須藤 理恵 j-color認定講師

骨格診断ファッションアナリスト

0210 0211

似合う色＆骨格診断あなたの魅力
をひきだす 似合うメガネの見つけ方もっと、ずっと、

おしゃれに！ 発見！しっくり似合う帽子自分を
楽しもう！

月曜日:12:30～14:30　講座日:10/25、11/8・22、12/13・27、1/24
受講料:6回、19,596円 0606

　　  10/11（月）12:30～14:00
受講料:2,860円 0224

体験

コロナ禍にあって、多くの方が、人とのふれあ
い、話すこと聴くことの大切さを実感なさっ
たことでしょう。作品を読み込み、共感し、そ
れを自らの声に乗せ表現する朗読。クラス
メートとその刻を共有し、よき語り手、よき聴
き手としてともに成長する場所。講師は、元
NHKアナウンサーで、朗読講師としても長い
キャリアをお持ちの寺田道雄先生をお迎えし
ました。朗読が人生の糧となる様に、おひとり
お一人の力を伸ばすご指導をいただきます。

コロナが明けたら、今度こそ海外へ・・そう思
う方は多いはず。気がかりな言葉の壁は、今
から対策をたてましょう。中学レベルの英語
でも海外旅行は楽しめます。米国生まれで来
日40余年の親日家、デビッド・パーマー先生
が、やさしい英語、伝わる英語をサポートし
ます。海外旅行にすぐに役立ち、久しぶりに
英語学習に挑戦する方に
ピッタリな内容です。

聞いていて思わずクスッとしてしまうよう
な、観客をひきつける落語の演じ方を、演芸
場で活躍中の師匠から直々にならってみま
せんか？落語には欠かせない扇子や手ぬぐ
いの使い方から、しぐさ、表情、間の取り方
などを全6回で学びます。あなたの話術をワ
ンランクアップさせ、「人を楽しませる面白
さ」を体感できる貴重な
機会となるでしょう。

奈良時代より伝わる伝統的なお香は、貴
重な香木、天然の原料を使います。日本の
アロマテラピーともいうべき和の香りに
触れていただく特別講座。今回は、無病息
災を願って「訶梨勒の部屋香」をつくりま
す。その歴史や香りの原料を学びながら、
原料を調合し、西陣織のうつくしい袋に
納めます。邪気を払う芳香は、すっきりし
た中にも奥行のある香り。リビングや玄
関、床の間などに設えてください。

日本の伝統文化の水引。その手法を最大限
に活かしながら、淡い色合わせの美しさ、
今様で洗練されたデザインの水引細工の
アクセサリーを作ってみませんか？講座
では、１回目はピアスとペンダント、2回
目はブローチを作ります。ラメ水引を編み
込んだデザインがとってもおしゃれ！身
近な方へのプレゼントにもどうぞ。

本来、年迎えのために用いる正式な
「根引きの雄松・雌松」に紙と水引を掛
け、『正式な飾り方とは何か』『日常行
われている事柄がいかに略式である
か』を学びます。また、お正月に行う初
めの儀式である「屠蘇」の調合、作成も
いたしましょう。お正月は日本人が古
くから大切にしている伝統行事です。
正式な門松を飾って、厳かに新年を迎
えてみませんか。

小さくて可愛くて、お手間要らずと思
いきや、多肉植物の世界は奥深いも
の。植物の個性をいかしたデザインを
うみだすKurumi先生の講座では、季
節にあったケアを学びながら、寄せ植
えを楽しみ、毎回小さな作品を作りま
す。初めての方、自己流で育てている
方にぴったりの講座がはじまります。

この秋、東京国立博物館にて特別展「最澄と
天台宗のすべて」が開催されます。平安時代
に比叡山ではじまった天台宗は、弟子たち
がその教義を深め、平安以降一大教団とな
り全国に広がっていきました。この講座で
は天台宗の思想の特徴、発展の歴史、出品作
品の見どころを解説し、展覧会をいっそう
愉しんでいただける内容です。担当はNHK
学園の仏教美術講師、吉田典代先生です。

大切な人と温かな会話が交わせた時、しみじみ
と幸せを感じた経験はどなたでもお持ちだと
思います。相手の心に寄り添う手法「傾聴」を心
理的な仕組みと実際のトレーニングで学んで
みませんか。「傾聴」を「入門」「ステップアップ」
と2ステップで学ぶシリーズがスタート。2ス
テップ終了後、所定の条件を満たした場合、Ｎ
ＨＫ学園認定資格
「コミュニケーション傾聴士」
を取得することができます。

長く続いたマスク生活、マスクの下の顔の
運動不足、気になりませんか？加齢で弱っ
た顔の表情筋を伸縮運動させる顔ヨガは、
血行、リンパの流れをよくし、顔の筋肉の
弾力を高めるフェイストレーニングです。
正しい顔ヨガの動きを覚えて、気になるむ
くみ、たるみを解消して、表情もココロも
前向きになりましょう。顔ヨガを、貴女の
毎日の習慣に！

猫専門クリニックの服部幸先生が「愛猫
と幸せに暮らす」ための様々な情報をお
話しする特別講座の第5弾。今回のテーマ
は、猫とのコミュニケーション。猫の気持
ちの読み取り方、ボディタッチの作法、遊
び方などなど。日頃からのコミュニケー
ションが猫との信頼関係をつくり、健康
管理や長寿にも繋がることをお話いただ
きます。

昨秋早々に満席となり、「ぜひもう一
度！」のご要望に、お応えする特別講座で
す。講師は『クローズアップ現代＋』『あさ
イチ』等、各種メディアでもご活躍の看護
師で僧侶の玉置妙憂先生。末期癌の夫を
自宅で看取った経験、出家した経緯も交
えながら、死に向かう身体や心の変化、ケ
アの方法についてお話しします。心の安
寧と医学的知識の両輪を持つ事で、大切
な人、自分自身の着地点の在り方を見つ
め直すきっかけとなることでしょう。　

今、全国でキャンセル待ちが相次
ぐ、癒しのアートを制作してみま
せんか。天然の蓮の葉やインド菩
提樹を特別に加工した素材は、こ
のワークショップならではのも
の。41cm×41cmの木製パネル
に、思い思いに素材を貼り着彩し
ていきます。指導は、ボタニーペ
インティング創始者の杉本先生。絵が得意でない方でも、素材と色
を存分に楽しんで、オリジナルアートができあがります。画材、パネ
ル、エプロン等、全てご用意しますので、手ぶらでご参加ください。

「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。

「あなたに似合う色＆骨格診断」とともに
毎回キャンセル待ちの人気講座！「色」
「骨格」「顔型のタイプ」という3つの観点
から、あなたに似合うメガネをアドバイ
ス。須藤先生がバラエティに富んだ試着
用メガネをご用意します。　今やメガネ
はおしゃれの必須アイテム。メガネが欠
かせない年代の女性の皆さん、メガネを
味方につけましょう！

「糸かけ曼荼羅」を見た方は、その
美しさに心をうばわれます。丸く
並んだピンに、数えながら絹糸を
かけていく。千差万別、十人十色
の曼荼羅アートが生まれます。
40色もの糸から選んで心を映す
作品に仕上げていきましょう。
①32ピン（15cm四方・5色）、②48ピン（20cm四方・6色）のお好
みのサイズでお申込ください。

とき

10/2（土）13:00～15:00
受講料:3,660円 0201

特別講座 異常気象と日本史 9/28（火）19:00～20:30
参加費:3,860円 0200

　　　　　三遊亭圓馬師匠独演会

デビッド・
パーマーの

もういちど、おりがみおりがみ会館館長
小林一夫監修

くらしを
彩る

足裏バランス健康法テーピング
＆ウォーク

　　  9/29（水） 15:00～16:30
受講料:3,215円 0223

体験

足のお悩みは尽きないもの。自分でできる対処法・テーピングで、
不安なく歩く日常を取り戻すことができたら・・・。足裏バランス
健康法を提唱するカサハラフットケア整体
院の専任講師の関野先生が、一人ひとりの足
の状況にあったテーピングやサポーター使
いをお教えします。2回目は、実際に自分で
テーピングした状態で、講師とともに公園を
歩いてみます。現場ではテーピングのお直し
も。歩きながらできる簡単エクササイズもご
紹介する、実践プログラムです。

夜

か　　 り　 ろく
無病息災
をねがう 「最澄と天台宗のすべて」を愉しむ東博

特別展

岡本 英子 水引アーティスト　香と水引「香紡縁」主宰

文明や歴史を動かしてきたキーワードの１つ
として、『気候変動』があります。わたしたち人
間は、気候変動とともに歩んできたといって
も過言ではありません。それぞれの時代の気
候が文明の興亡に与えた影響とは？異常気象
のような大きな自然環境の変化に先人たちは
どのように立ち向かってきたのか？「気候」と
「歴史」の興味深い関係に迫ります。
10/2は日本史編、以降は
世界史編を取り上げます。

指先をリラックスさせて、1枚の紙を折って創り出すおりがみの世
界。「ORIGAMI」として世界中にも知られている日本の伝統文化で
す。この秋、人気の火曜クラスに続き、月曜クラス「もういちど、おり
がみ」を開講します。年中行事や季節の花々、動物など、素材のこと
なる折り紙をつかって折りすすめてで
きあがる作品は、飾ったり贈ったり、教
えあったり。幅広い世代の方にお楽しみ
いただきたいと思います。
※3/28は湯島のおりがみ会館を訪問します。

あこがれの工芸、つまみ細工。はじめての方にもゆっくり習って
いただきたいと思い、この秋、新しく火曜クラスが始まります。講
座では、伝統的な花櫛や羽子板・小箱、四季の花鳥風景を表現する
つまみ画へと、カリキュラムに
沿って作り進めていきます。江
戸時代に宮中の女官の間に生ま
れ、大名や奥女中、庶民にも愛さ
れた工芸を、ぜひお楽しみくだ
さい。

何気なく帽子を頭にのせてみる・・・　
帽子の存在があなたの見た目の印象に大
きく影響していることに気づきます。せっ
かくなら、あなたの生まれながらの持ち味
にしっくり調和し、より素敵に、心にもしっ
くりくる「似合う帽子」を選びたいもの。「あ
なたに似合う」をサポートする須藤先生が
満を持して、新講座をプロデュース！帽子
が持つ影響力と面白さをもっと知りこな
すことで、日常がさらに楽しくなります。

「帽子はね、人生を変えるのよ」と素敵な笑顔の池田先生。ニットデ
ザイナーの経歴も生かされた魅力的な帽子づくりを、お一人おひ
とり丁寧にお教えします。最初の作品は、被
り方でどなたにも似合うベレー帽をご自分
のサイズで。その後、ブリム（ツバ）のついた
クロッシェ、6枚接ぎのチューリップハット
と基本を学びます。季節に応じた生地をはじ
め、今期の教材一式は池田先生がセレクト。
来期以降は、ご自分のサイズ、デザイン、生地
で作れるようにステップアップします。

天空寄席

オン
ライン
オン
ライン

同時開催

オン
ライン
オン
ライン

同時開催

人形の中から次々と可愛らしい
人形が出てくる「マトリョーシ
カ」。みやざきたみこ先生オリジ
ナルデザインのマトリョーシカ
は、優しい笑顔と丸みを帯びた
フォルムがとても魅力的。講座
では、白木のマトリョーシカ型
に水性マーカーを使い、ツリー
やサンタクロースたちを着彩し
ます。なんと、人形はすべてツ
リーの中に収納できます！

「古今和洋の袋もの」の特別講座。
お茶碗の大きさ、形に悩むことな
く、寸法を割り出せて、シンプル
な型紙をもとに簡単に作る事が
できます。大切な品、思い出の品
を袋に納めてはいかがでしょう
か。当日、数種の龍村美術織物の
柄違いからお好みをお選びいた
だけます。 作品が完成する喜びを
経験して頂ける講座です。

オン
ライン
オン
ライン

2021年 秋の講座ガイド
受付時間 9:30～19:00

いつでも誰でも入会金無料！
土・日は16時まで。第1月曜と祝日はお休みです。

天空のカルチャースクールにようこそ！ JR市川駅南口直結・京成市川真間駅徒歩10分



夜 8001

8022懐かしき昭和を歌う 懐メロ楽校

外国語に挑戦する

文芸・古文書に親しむ

吉田 裕子 国語講師・著述家
エッセイを書く楽しみは、心揺さぶられた経験を掘り下げ、新しい自分
を発見すること。古典文学・文章講座などで定評のある吉田先生が、基本
の書き方、著名作家の技法、古典随筆から学ぶことなど「エッセイを書く
ための種」を紹介しながらご指導。提出いただいたエッセイは、講評後お
返しし、授業内で鑑賞会を行います。

●火曜日:13:30～15:00　
●講座日:10/5、11/2、12/7、1/11、2/1、3/1
●受講料:6回、20,514円

1006

能村研三の俳句教室

50年の歴史をもつ俳句結社「沖」を率いる能村研三氏をお迎
えして、句会を行う俳句教室。普段の生活から季節を発見し、
詩心を高めながら、自分の言葉によって自分を表現してみま
せんか。

●木曜日:16:00～18:00　
●講座日:10/14、11/11、12/9、

1/13、2/10、3/10
●受講料:6回、15,930円

1024

能村 研三 俳句結社「沖」主宰

俳句はじめの一歩二歩

俳句を始めたいと思っている方、始めたものの「自分の思い
や、詠みたい情景が今ひとつ伝わらない」と迷いを感じてい
る方におすすめの俳句入門講座です。句会形式ですが、俳句
の基礎もお教えします。

●日曜日:10:00～12:00　
●講座日:10/10、11/14、12/12、
　　　   1/9、2/13、3/13　
●受講料:6回、17,154円

1018

津髙 里永子 NHK学園講師・「小熊座」同人

1016高浦銘子の俳句教室

俳句が面白く感じ、句会での切磋琢磨をとお考えの方の為の
講座です。季語に親しみ、定型を学び、日常生活の中で俳句を
たのしみましょう。講座は句会を中心とし、講師が参加者の
句を一句一句ていねいに講評し、添削いたします。

●金曜日:13:00～15:00　
●講座日:10/15、11/19、12/17、
　　　　1/21、2/18、3/18
●受講料:6回、16,542円

高浦 銘子 NHK学園講師

1034はるみの短歌塾

五七五七七のしらべに乗せてあらわれてくる自分。そこには
思いがけない発見があります。相互鑑賞を中心に、時に添削
も交えながら、あなたらしい表現をつかまえるまで一緒に学
びましょう。現代歌人の作品の紹介・鑑賞もいたします。

●水曜日:13:00～15:00　
●講座日:10/13、11/10、12/8、
　　　　1/12、2/9、3/9
●受講料:6回、15,930円

池田 はるみ NHK学園講師

1030鷲尾三枝子の短歌入門

身のまわりのさまざまな風景や、自己の再発見など、短歌に
は思いがけない出合いの楽しさがあります。実作と添削を中
心に文法などにも触れながら現代短歌の鑑賞もしていきま
す。まずは短歌に親しんでいきましょう。

●土曜日:13:00～15:00　
●講座日:10/16、11/20、12/18
●受講料:3回、7,965円

鷲尾 三枝子 NHK学園講師

1011島田駱舟の川柳入門

暮らしの言葉を使って、感じたこと、考えていることを五七
五で表現する川柳。川柳でユーモア心を養い、たのしく心豊
かな生き方に役立ててください。

●木曜日:10:00～12:00　
●講座日:10/14・28、11/11・25、

12/9・23
●受講料:6回、15,930円

島田 駱舟 印象吟句会「銀河」主宰

1009源氏物語を読む

語釈・現代語つきのテキストを使い、原文を声に出して読み
ながら、紫式部の世界をていねいに分かりやすく読み解いて
いきます。秋期は第四十五帖「橋姫」と第四十六帖「椎本」を取
り上げます。　

●火曜日:15:30～17:00　
●講座日:10/5・19、11/2・16、

12/7・21
●受講料:6回、14,706円

長谷川 哲夫 古典研究家

1002

「あたかも初春のよき月、気は麗らかにして、風は穏やかだ」万葉集巻五
の一文は、新元号により一躍時代の正面に躍り出て、日本人の心をつか
みました。130年の長きに詠まれた4516首の中から、親しみ深い万葉集
歌を選んでご一緒に読んでみたいと思います。

●火曜日:15:30～17:00　
●講座日:10/26、11/30、12/21　●受講料:3回、9,033円

杉山 英昭 NHK学園講師

1020もういちど、古典文学 ～今だから味わえる～

かつて触れたきりの日本の古典文学。歴史や芸能に親しむ為
にも、今だからこそ、再入門講座で学んでみませんか？今年
度は「心にしみる言葉」「スポーツ」「手紙」「夢」といった各期
ごとのテーマを設け、奈良から江戸時代までの様々な作品に
触れる斬新な内容。若き予備校講師の吉田裕子先生が、元気
な語り口で作品を身近に感じさせてくれます。

吉田 裕子 国語講師・著述家

古文書を読めるようになるには、まずは、くずし字の筆の運
び・形を自分で書いて学びます。教材は江戸時代の「地方文書」
(ぢかたもんじょ）。村の名主や庄屋に伝わる文書から、江戸期
の農村のリアリティが読み取れます。ステップアップ形式で
学ぶ講座です。

桜井 克己 NHK学園講師

1038

1037

少し長めの文書ですが、きれいに書かれたくずし字の古文書を
教材にしています。ちょっと読めるようになった方を対象に、
さらに上達を目指している皆さんのための古文書講座です。

●金曜日:15:30～17:00　
●講座日:10/1・15、11/5・19、

12/3・17
●受講料:6回、15,624円

桜井 克己 NHK学園講師

1039古文書読解 <応用>

異なる地域の異なる手による長文の古文書を教材に、分量も
こなし、やや難解な文字にも挑戦しながら古文書解読の応用
力を養成します。

●木曜日:15:30～17:00　
●講座日:10/7・21、11/4・18、

12/2・16
●受講料:6回、15,624円

桜井 克己 NHK学園講師

（Ⅰ）1035（Ⅱ）1041古文書倶楽部（Ⅰ）（Ⅱ）

●水曜日:15:30～17:00　
●講座日:10/13・27、11/10・24、12/8・22
●受講料:6回、15,624円

●水曜日:15:30～17:00　
●講座日:10/6・20、11/17、12/1・15
●受講料:5回、13,020円

桜井 克己 NHK学園講師

古文書倶楽部（Ⅰ） 古文書倶楽部（Ⅱ）

吉田裕子の徒然エッセイ教室

趣味・教養を深める

5104

オススメ
！

<投資力>講座

株式投資の実力をつけていく人気講座。今期は、V字回復業界
について考えていきます。将来を予想し、先をよむ投資力を
ご一緒に身につけていきましょう。

●火曜日:19:00～20:30　
●講座日:10/5・19、11/2・16、
　　　   12/7・21
●受講料:6回、21,426円

坂田 善種 株式投資研究家 東洋大学講師

P2

夜

7004野に咲く花の素晴らしさ…山野草の魅力

山野草研究の第一人者久志先生が、世界各地で撮影したスラ
イドをお見せしながら、自然に咲く花の素晴らしさをお伝え
します。ご自宅での育て方の解説や季節の苗のご紹介も。

●月曜日:13:00～15:00　
●講座日:10/11（野外・印旛沼）、
　　　　11/15、12/20
●受講料:3回、8,271円

久志 博信 山野草研究家

8000バラとガーデニングのある暮らし

バラに精通した講師が、日々の手入れや育て方を年間を通してサ
ポートします。悩みを楽しみに変え、バラのある暮らしをスタート
しましょう。

●火曜日:10:00～12:00　
●講座日:10/19、11/16、12/21
●受講料:3回、8,271円

今井 政代 園芸研究家 グリーンアドバイザー
バラの悩み事、全部引き受けます! 

7098ハーブのある暮らし

ハーブ研究30余年の右京先生が、各回、種や苗を用意して、育
て方を丁寧にお教えします。加えて、料理・美容・健康・クラフ
トなど暮らしの中での楽しみ方も提案します。

●水曜日:10:00～12:00　
●講座日:10/6、11/17、12/1
●受講料:3回、8,271円

右京 裕子 ハーブ研究家

癒しと香りのスワッグ ドライフラワーアレンジ

ドライフラワーの色彩と香りを楽しみながら、スワッグや
リースを作ります。X’masやお正月にはスペシャルバージョ
ンも。玄関やリビングにさりげなく飾って、ナチュラルアン
ティークな空間を。

●金曜日:18:30～20:00　
●講座日:10/1、11/5、12/3
　　　　1/7、2/4、3/4
●受講料:6回、18,000円

豊美 喜久子 Dried Flower Kicoro 主宰

夜 8004

マミフラワーデザイン

マミフラワーデザインスクールが提案する季節の花を使っ
た様々なフラワーデザイン。リース、ブーケ、壁飾りなど…思
わず写真でお披露目したくなるセンスです。

●木曜日:19:00～20:30　
●講座日:10/14・28、11/11・25、
　　　　12/9・23
●受講料:6回、15,930円

工藤 京子 マミフラワー市川指定教室責任者

夜 2085

スマホ･タブレット倶楽部（A）（B）

ご自分のスマホやタブレットの使い方や設定方法、アプリの
選び方など、その時々、個々に知りたいことを解決していく講
座です。　

●火曜日:（A）10:00～12:00
　　　　（B）15:30～17:30
●講座日:10/12・26、11/9、
　　　　12/7・14
●受講料:5回、13,785円

●火曜日:18:30～20:00 ●講座日:10/12・26、11/9、12/7・14 ●受講料:5回、14,300円

的場 美千代 NHK学園講師 パソコンインストラクター

5012

（A）2082（B）2084

篠 利幸・写真教室 

月に1回の講評会と3カ月に1回の撮影実習です。講師は「写真
は世界と繋がるコミュニケーション・ツール」をモットーとす
るフォトグラファー篠利幸先生。ご一緒に、あなたのフォトラ
イフを充実させましょう。

●水曜日:10:00～12:00　
●講座日:
［教室］10/6、11/10、12/1
［野外］12/15
●受講料:4回、14,400円

篠 利幸 フォトジャーナリスト

5008デジタル写真講座 レベルアップ！

日ごろ撮りためた写真や課題の写真を持ち寄って月に一度の
講評会。デジタルカメラならではの表現力、写真の面白さを知
ることができます。今期は、教室を飛び出して、特別撮影実習＆
講評会を企画しました。

●木曜日:18:30～20:30　
●講座日:10/7、11/4、12/2、
　　　　1/6、2/3、3/17
●受講料:6回、19,596円

小島 由紀子 フォトグラファー

7002古代オリエント史 文明の大河を旅する

古代オリエント史研究の第一人者小林先生が、1回読み切り形式、
3ヶ月毎のテーマで語ります。今期は、古代シリアの歴史を取り上げ
ます。

●水曜日:15:30～17:00　●講座日:10/13、11/10・24、12/8・22
●受講料:5回、12,765円

小林 登志子 NHK学園講師

7016日本古代史をよむ

中国に生まれた文字＝漢字は朝鮮半島に伝来し、さらに日本
列島に伝えられて、文明開化をもたらしました。漢字文化圏
の東の一隅に位置することにより、仏教、律令などを享受す
ることになったのです。列島における漢字文化の展開を概観
します。

●水曜日:13:00～14:30　
●講座日:10/13・27、
　　　   11/10・24、12/22　
●受講料:5回、13,785円

川﨑 晃 元高岡市万葉歴史館 学芸課長

7007ようこそ、朗読の世界へ

朗読は文字に命を吹き込むこと。声のトーン、スピード、間、読み方ひとつでい
ろんな表情を見せてくれる文字たち。「話すことのスペシャリスト」 村松先生
とご一緒にその魅力を学びませんか。詩・絵本・文学作品など、多彩な題材で、
皆さんの暮らしが楽しく豊かになる事を願っています。

村松 真貴子 元NHKキャスター・エッセイスト

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
からわかりやすくお教えする、女性のためのマー
ジャン教室です。初心者向けの入門クラスと、経験
のある方向けの2つのクラスをご用意。
▶レベル確認のため体験受講おすすめします。

〈入門〉
●木曜日:10:00～11:30
●講座日:10/14・28、11/11・25、12/9・23
　　　　 1/13・27、2/10、3/10・24
●受講料:11回、29,700円
〈教室〉
●木曜日:12:30～14:30
●講座日:10/14・28、11/11・25、12/9・23
●受講料:6回、16,848円

5028

5032

5020

監修  原 浩明
指導  細谷 映里子
日本健康麻将協会レッスンプロ

囲碁倶楽部 4級～5段

実戦譜の講義や指導碁を中心に対局も
組込んだ講座です。それぞれのレベルに
応じた質問も織り交ぜた講義、正しい石
の形や攻め方・守り方を身につける対局
で総合的な実力をつけていきます。

●木曜日:
（初級）15:30～18:30
（中級）16:30～18:30　
●講座日:10/7・14・28、11/4・11
　　　   ・25、12/2・9・23
●受講料:9回
（初級）25,731円
（中級）20,223円

樋口 奈緒子 
NHK学園講師

初段を目指している方、更なるステップアップ
をして有段を目指す方の講座です。
各回テーマを設けた解説、対局、指導碁を通し
て囲碁の楽しさを学んでいただきます。

●土曜日:13:00～15:00　
●講座日:10/2・9・23、
　　　   11/6・20・27、
　　　　12/4・11・25
●受講料:9回、20,223円

山下 千文 NHK学園講師

7020天空のカルチャー発 森と樹木のものがたり

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。

●土曜日:10:30～12:00　
●講座日:10/2、11/6、12/4
　　　　1/15、2/5、3/5
●受講料:6回、19,596円

渡辺 一夫 森林インストラクター 農学博士

講師オリジナルの「発音サプリメソッド®」で、通じ
る発音、伝わる英会話を学ぶクラス。応用の効く表
現を自分のものにしていくレッスンが人気です。
▶レベル確認のため、体験受講をおすすめします。

●火曜日:（スキル）14:30～16:00
（ブラッシュ）12:30～14:00

●講座日:10/5・19、11/2・16、12/7・21
●受講料:6回、18,372円

田中 智子 発音サプリ®ラボ代表 茨城大学・大学院講師

7031歌舞伎ファン招待席 今月の舞台から

日経新聞の歌舞伎評でお馴染みの演劇評論家、上村先生が、古
典から現代歌舞伎まで、毎月の公演と見どころを広く深くご
紹介。ご贔屓自慢も楽しい歌舞伎談義に花を咲かせましょう。

●土曜日:13:00～14:30　
●講座日:10/9、11/13、12/18
●受講料:3回、8,271円

上村 以和於 演劇評論家

5017天空のカルチャー発 星と宇宙のものがたり

天空のカルチャーから星空を眺め、宇宙へと思いを広げる
とっておきの時間。各回様々なテーマを取り上げるナビゲー
ターは、プラネタリウム解説員で映像コンテンツの制作も手
がける坪内先生。教室では、ミニプラネタリウムによる星空
さんぽもご期待ください。

●金曜日:18:30～20:30　
●講座日:10/15、11/5、
　　　   12/17
●受講料:3回、9,798円

坪内 重樹 なかのZEROプラネタリウム解説員

7003仏像の魅力
●金曜日:10:00～12:00
※現在、休講中です。新井田 慈英 仏師・NHK学園講師

（初級）0608（中級）0609手相初級　手相中級　

手相とは、過去と現在、未来を語るもうひとつの顔。手の持ち主の
気質をあらわし運気の流れ、健康状態などが読み取れます。入門・
初級・中級とステップアップ形式で学んでいただいています。

●日曜日:（初級）11:00～12:30
　　　　（中級）13:30～15:00
●講座日:10/24、11/28、12/26
　　　　1/23、2/27、3/27
●受講料:6回、18,000円

耀 輝 手相運命学教室 仙習院認定講師

女性のためのマージャン教室＜入門＞
女性のためのマージャン教室

2003発音から始める英会話スキルアップ
発音から始める英会話ブラッシュアップ 2001

夜

5018サタディ・サンセットシネマ 映画の森 

「人生で重要なことは全て映画から学んだ」と語る渡辺支配人が、古今東西、新作も織り
込みながら、テーマに沿ってハイライトシーンをご紹介。思い出の映画、あなたの知らな
いワンカット、スルーしてきたジャンルにもアクセスできる又とないチャンスです。
●土曜日:15:30～17:30　●講座日:10/23、11/27、12/25　●受講料:3回、8,271円

渡辺 俊雄 映画解説者 NHK衛星映画劇場支配人

複雑で覚えることだらけの高校英語。「わからなかった」とい
う思い出で終わっていませんか?英語教育のスペシャリスト
園城寺先生が、英語圏の文化など興味深いお話を交えなが
ら、幅広い知識で英語の本質を教えてくれます。

●月曜日:19:00～20:30　
●講座日:10/11・18・25、
　　　   11/8・15・22、
　　　   12/13・20・27
●受講料:9回、26,181円

園城寺 信一 元岩手大学教授 元お茶の水女子大学講師

2032学びなおす高校英語 夜

▼レベル確認のため、体験受講をおすすめします。

歌ってハレルヤ！ ゴスペル・ナイト

金曜の夜、心も体も喜ぶゴスペルを歌ってみませんか！講師
の熱いレッスンと楽しいパフォーマンスで初めての方、英語
が読めない方でも大丈夫。希望者はイベントライブにも。

故霧島昇・松原操の三女で二代目松原操先
生の歌唱指導の下、懐かしき昭和を歌う懐
メロ楽校。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。

8008

井上 博友 Pi'sful World Music代表

二代目 松原 操 歌手

●金曜日:19:00～20:30　
●講座日:10/8・22、11/12・26、
　　　   12/10・24
●受講料:6回、16,848円

●火曜日:13:00～15:00　
●講座日:10/12・26、
　　　   11/9・30、12/14
●受講料:5回、16,330円

夜

上記開催中の講座の中には、既に満席となっている講座もあります。　　 満席時を除き、ご見学、体験受講(有料)できる講座もございますので、お問い合わせください。☎047-325-8211

●金曜日:13:00～15:00　
●講座日:10/8・22、
　　　　11/12・26、12/10
●受講料:5回、15,055円

●火曜日:14:00～16:00　
●講座日:10/19、11/16、12/21、1/18、2/15、3/15
●受講料:6回、19,290円

 今、万葉集を味わう

夜

古文書入門3シリーズのコースを修了されたレベルの方を対象に地方文書を読みます。癖字の
多い書簡や日記などを含み、長文の文書をじっくり読み解き、入門シリーズで学んだ解読力解釈
力の定着を目指します。Ⅰでは埼玉県立文書館所蔵の林家文書を、Ⅱでは武蔵国多摩郡の秋川流
域の村々の文書を読みます。

★★★

★★★

★★

米国生まれの親日家、デビッド・パーマー先生による英会話の時間
です。入門クラス「Hello！ World」では中学レベルの英語を使い、
旅行や日常生活に役立つ英会話を。やり直しEnglishでは、フリー
ディスカッションも織り交ぜながら中学レベルから学びなおして
います。上位クラス英字新聞サロンではAsahiウィークリーや
CNNニュースリーディング等を教材として、サロン形式で楽しく
英語のコミュニケーション力を養っていきます。
▶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

音楽　歌う・奏でる

はじめての 絵本づくり講座

内田 真紀 絵本プロデューサー

7010オススメ
！

●月曜日:10:00～12:00　●講座日:10/25、11/22、12/27、1/24、2/28、3/28
●受講料:6回、21,126円（教材費、カラー製本代別途）

心の中にそっとしまってあった、あなただけの
想い、言葉、心象風景。一度でいいから、絵と言葉
でかたちにしたい…そんな思いを実現する講座
です。絵本プロデューサー内田真紀先生が、はじ
めての方にもできる絵本づくりのメソッドを伝
授。アイデア探しのコツ、主人公や舞台の設定な
ど、絵本づくりのプロセスを丁寧に解説します。
ご自宅で、自分のペースで作業を進める方式で
す。全6回で、カラー製本されたオリジナル絵本
が完成します。

9/13（月）10:00～15:30　受講料:3,300円 0220

野外観察東金・鴇ヶ嶺（ときがみね）の森ハイキング　現地集合・解散

0227

新設

9/15（水）10:00～12:00　受講料:4,000円 0222

撮影実習御茶ノ水・湯島界隈　現地集合・解散

11/18（木）撮影実習　15:00～17:00（現地集合・解散）
12/2（木）　講評会　16:00～18:00（市川スクール） 受講料:2回、7,000円 0605

撮影実習＆講評会 汐留イタリア街を撮る
●火曜日:15:30～17:00　
●講座日:10/12・26、11/9・30
　　　　12/14
●受講料:5回、13,020円

オススメ
！

やり直しEnglish 2021★★
Hello！ World 2025★

英字新聞サロン 2026★★★

●水曜日:
（Hello World）15:00～16:30
（やり直しEnglish）10:30～12:00
（英字新聞サロン）13:00～14:30
●講座日:10/6・13・20・27、

11/10・17・24、
12/1・8・15・22

●受講料:11回、35,365円

その昔は鴇が舞い飛ぶ丘陵地で、今も緑豊かな森、鴇ヶ嶺。散策路の多彩な植物を観察しましょう。

古い街並みと新しい建造物、行き交う人々。ご一緒にレンズを向けてみませんか。　

基本操作、アプリの使い方を、ご自分のスマホで練習していきます。必ず、事前の体験＆ガ
イダンス講座をご受講ください。※体験＆ガイダンス 9/28（火）、受講料:2,860円

初心者集合！スマホ夜間部

※この講座は4月にスタートしました。次期開講は22年4月の予定です。

※入門の次期開講は22年4月の予定です。



「水墨画」ご担当の講師ならではの「書」の講座。「画」に添える「氏名」
「雅号」の書き込みに苦手意識をお持ちの方、講師のお話も交えなが
らの講座で、自信ある字を書けるようになっていきましょう。

宮本 沙海 墨調社（書・墨画）主宰

5000宮本沙海の書の講座
●火曜日:13:00～15:00　
●講座日:10/5、11/2、12/7
　　　　2/1、3/1、3/29
●受講料:6回、22,956円

P3

書道・ペン字に親しむ

和のこころ、いやしの音色 三味線と小唄

ハーモニーを楽しむオカリナ（A）（B）

三味線をつまびきながら、小唄をうたう。こ
んな粋な世界にあこがれませんか?三味線
のいろはの「い」から楽しく学べる教室です。

蓼 穂乃香 蓼派小唄師範

オカリナ奏者川上志乃先生が直接指導する、心得のある方
のためのクラスです。ポピュラーな楽曲を楽しみながら、澄
んだ美しい音色を目指します。事前の見学がお勧めです。

川上 志乃 オカリナ奏者

●土曜日:15:30～17:00　
●講座日:10/2・16、11/6・20、
　　　   12/4・18
●受講料:6回、16,542円

●土曜日:（A）13:00～14:30
（B）14:45～16:15

●講座日:10/2・16、11/6・20、12/4・18
●受講料:6回、15,930円

絵画　描く楽しみ

3033

オススメ
！

オススメ
！

野村重存の風景スケッチ 現在キャンセル待ちはお受けしておりません。

「ゆっくり丁寧にスケッチし、着彩も慌てず、慎重に」。風景ス
ケッチの名手、野村先生が、毎回のデモンストレーションの
中で語りかけます。先生のきめ細やかな資料をもとに、ご自
宅でも、じっくり取り組める内容の水彩教室です。

●月曜日:10:00～12:30　
●講座日:11/8
●受講料:1回、4,335円

野村 重存 画家 元NHK「趣味悠々」講師

（A）3036

（B）3038

日々の生活の中から、うれしいこと、悲しいこと、自分の思いを絵手紙に
こめてポスト・イン。相手の方への思いやり、四季の移ろい...。絵手紙は、
ご自分の楽しみとともに、受け取った方の宝物にもなります。日本絵手
紙協会創立者の小池邦夫先生の絵手紙への思い、「ヘタでいい、ヘタがい
い。」をご一緒に。どなたにも描けるよう指導します。

●火曜日:10:00～12:00　
●講座日:（A）10/5・19、11/16、12/7・21 （B）10/12・26、11/9・30、12/14
●受講料:5回、13,275円

大月 ユキ 日本絵手紙協会公認講師

4053トルコ文様・細密画 トルコブルーに魅せられて

トルコに古くから伝えられている伝統美術。彩色に金箔、金泥の絵
具を用いて人物、風景、花、装飾文様を繊細な表現方法で描いてい
きます。講師の下絵から始めるので、経験がなくても楽しめます。

●火曜日:10:00～12:00　
●講座日:10/5、11/2、12/7
●受講料:3回、8,271円

菅間 ゆみい 日展会友

3012ドローイング研究所

「描くこと」の面白さを追求する通称「ドロ研」は、人物クロッ
キーあり、芸術談義あり、造形演習あり。ベテラン鬼頭先生の
独創的なカリキュラムを受け止めて、あなたが生み出す作品
は、全てがご自身の表現となることでしょう。（見学大歓迎）

●金曜日:13:00～16:00　　
●講座日:10/1・8・15・22、

11/5・12・19・26、
12/3・10・17

●受講料:11回、34,804円

鬼頭 明稚 NHK学園講師 日本美術家連盟会員

3018油絵教室

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。

●月曜日:13:00～16:00　
●講座日:10/11・18・25
　　　　　 11/8・15・22、

12/13・20・27
●受講料:9回、28,476円

阿部 未奈子 画家・アーティスト

3000日本画 基礎から応用まで

日本画は油絵、水彩画とは違う独特の味わい
があります。岩絵具と膠を使うことであの奥
深い絵画が描けます。初心者から経験者まで
個々のレベルにあった指導をします。

●土曜日:13:00～15:30　
●講座日:10/9・23、

11/13・27、12/11・25
●受講料:6回、19,596円

柳沢 正人 日本画家

3020パステル画

明るくやわらかい感触をもつパステル画は、
はじめての方でも手軽に描くことができま
す。花や身近な静物などを素材に、楽しい雰
囲気を大切にしながら、わかりやすくていね
いに指導します。

●木曜日:10:00～12:00　
●講座日:10/7・21、11/4・18、

12/2・16
●受講料:6回、17,760円

濱口 泰巳 NHK学園講師 日本美術家連盟会員

（入門）3029（墨画）3030

筆と墨と紙。その清らかな墨色と、ゆかしい墨の香りで東洋の美、幽玄の世界を表現します。講座
では筆の運びや墨の濃淡など初歩から指導します。

●水曜日:（入門）10:00～12:00　（墨画）13:00～16:00　
●講座日:10/13・27、11/10・24、12/8・22
●受講料:（入門）6回、19,596円　（墨画）6回、22,956円

宮本 沙海 墨調社（書・墨画）主宰

3021植物の魅力を描く

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。

●金曜日:10:00～12:00　
●講座日:10/8・22、11/12・26、
　　　   12/10・24
●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

3035くどうさとしの水彩入門

週末の夜、水と水彩絵の具が心を和ませてくれる時間。
水彩画家として、その技法を分かりやすく、惜しみなく
教えると定評のくどうさとし先生。準備した教材をもと
に、2回で1作品を仕上げるペースで進めます。

●金曜日:18:30～20:30　
●講座日:10/1・15、11/5・19、
　　　   12/3・17
●受講料:6回、18,066円

くどう さとし 水彩画家 日本透明水彩会会員

3034イラスト 水彩色鉛筆の時間

お勤め帰りに色鉛筆をすべらせ、水でにじませる心和むひ
ととき。講師は、やわらかな色彩とファンタジーな画風で
活躍している小倉正巳先生。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。初心者歓迎、描きたい思いを
大切にして進めます。

●火曜日:19:00～20:30　
●講座日:10/5・19、11/2・16、
　　　　12/7
●受講料:5回、14,800円

小倉 正巳 イラストレーター

3025はじめての風景スケッチ

都内近郊に出かけてスケッチ、次回に教室でじっくり着彩・仕
上げをする月に2回の講座です。講師自らの目と足で選んだロ
ケーションが毎回好評で、各々の描きたい風景を丁寧に指導し
ます。

●土曜日:10:00～12:30　
●講座日:
［野外］10/9、11/13、12/11
［教室］10/23、11/27、12/25
●受講料:6回、17,154円

河合 順子 NHK学園講師 日本美術家連盟会員

3014スケッチ

「絵のある生活」をスタートしませんか。この講座では、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。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。

●土曜日:10:00～12:00　
●講座日:10/2・16、11/6・20、
　　　　12/4・18
●受講料:6回、16,542円

白岩 薫 NHK学園講師

初めての方から経験のある方まで、写経の約束ごとや書式に
ついて学習します。大字と実際の写経用紙での練習を中心に
写経独特の字体をマスターするとともに、その発展として金
銀泥写経、作品づくりなど写経の奥深い魅力に触れます。

●金曜日:10:00～12:00　
●講座日:10/1・15、11/5・19、

12/3・17
●受講料:6回、17,154円

堀川 翠扇 NHK学園講師

3072写経 心のやすらぎを求めて

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、関心のある方ならどなたでも、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。

●火曜日:13:00～15:00
●講座日:10/12・26、11/9・30、

12/14
●受講料:5回、14,295円

荒居 凌雲 日展会友 読売書法会理事

3074篆刻 書を刻む

百人一首の歌に触れながら、平安時代に完成されたかな文字の
美しさを体得していきましょう。半紙4分の1の大きさからい
ろいろな大きさに挑戦し、カルタサイズも。日本の美意識とと
もに、日本の伝統文化を再発見し、かなを学んでいきましょう。

●月曜日:13:00～15:00　
●講座日:10/11・25、11/8・22、

12/13・27
●受講料:6回、17,154円

寺岡 棠舟 日展会員

3062書道・かなに親しむ

はじめてかなをなさる方は入門コースで、かなの基礎から学
びます。初級の方は古筆の臨を重ね、古筆をもとに短冊や色紙
に書いてみます。中級は多様な古筆をさらに深く極め、小字・
中字・大字かな作品へとすすみます。

●月曜日:10:00～12:00　
●講座日:10/18、

11/15・22・29、12/20
●受講料:5回、14,295円

米山 睦子 NHK学園講師

3056書道・かな　入門 初級 中級

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
アップしたい方のための講座です。漢字・かなの両面から学
び、生活の中に書の楽しみを生かすことをめざします。

●火曜日:（午前）10:00～12:00
（午後）13:00～15:00

●講座日:10/12・26、
11/9・30、12/14

●受講料:5回、14,295円

清水 じゅん子 NHK学園講師

（午前）3052（午後）3050書を楽しむ（午前） （午後） はじめての方から

生活の中にのし袋や宛名書き、色紙や掛け軸など、筆文字を取
り入れてみませんか?まずは筆に慣れること。初めての方や
久々の方は基本線から、心得のある方は古典の臨書から様々
な筆づかいを学びます。

●木曜日:13:00～15:00　
●講座日:10/14・28、11/11・25、

12/9
●受講料:5回、14,295円

西城 研 NHK学園講師

3054書道・基礎から応用へ 生活の中の書

流麗で美しいかな書は日本の文化です。細字、中字、等の用筆
法、連綿法、構成法を学び、俳句・和歌・物語等を書き、美しいか
な書の醍醐味を楽しみましょう。

●金曜日:13:00～15:00　
●講座日:10/8・22、11/12・26、
　　　   12/10・24
●受講料:6回、17,154円

寺岡 棠舟 日展会員

3060書道・かな　臨書と創作 美しいかな美を求めて

筆で美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・行
書・草書の基礎から。中級の方は、古典の臨書を中心に作品づ
くりまで、書道検定や書道展に向けての指導もします。

●金曜日:13:00～15:00　
●講座日:10/1・15、11/5・19、

12/3・17
●受講料:6回、17,154円

佐藤 妙子 NHK学園講師

3064書道・漢字かな交じり 入門から作品づくり

小筆又は筆ペンで、手紙やハガキ、慶弔袋や芳名帳など、普段の生活
の中で必要な文字と書式を学んでみませんか?講座では、漢字、ひら
がなのそれぞれの字形を学び、漢字かな交じり文を美しくまとめる
コツをお教えします。楷書と行書の両方を習得していきます。

●金曜日:10:00～12:00　
●講座日:10/8・22、11/12・26、
　　　   12/10・24
●受講料:6回、17,154円

佐藤 順子 NHK学園講師

3066実用書道

文字の正しい形を整えるための基本を丁寧に学びます。日常生活で使われるのし袋、手紙、届け文など目的
に応じて美しく書けるよう指導します。最終的には書く楽しみを味わいながら自分の作品を創作します。

（月）藤本 美也子 NHK学園講師 （金）宮城 佳寿子 NHK学園講師

3070   　　3069くらしに役立つペン習字（月）（金）

日常の手紙や書類などに、整った美しい文字を。ボールペン・
水性ペンを中心に、硬筆用下敷きを使い文字の強弱のつけ方
をじっくり練習。ご希望に応じて筆ペンもご指導します。

●木曜日:10:00～12:00　
●講座日:10/14・28、11/11・25、

12/9・23
●受講料:6回、17,154円

佐藤 妙子 NHK学園講師

3068日常のペン字・筆ペン

8017

上賀茂流 真多呂人形

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。 
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。

2083

4001

くらしを彩る 草木染め

柔らかな暖かい色の草木染めをくらしに取り入れてみませ
んか。講師手づくりの染料を使い、様々な染めの技法で、自分
だけの作品に仕上げます。

駒澤 菜穂子 テキスタイル作家 ●火曜日:10:00～12:00　
●講座日:10/19、11/16、12/21
●受講料:3回、8,271円

4044

中村頼子のきりえ教室

講師オリジナルの図案で、誰もが楽しめる「きりえ教室」。四
季の自然や風物詩を中心に、モビールの様な立体的なアイテ
ムもご用意します。身近な方へのお便りやプレゼントにもい
かがですか。

ｐicaこと 中村 頼子 きりえ作家 イラストレーター ●月曜日:10:00～12:00
●講座日:10/25、11/22、12/27
　　　　1/24、2/28、3/28
●受講料:6回、17,760円

4020

手織り教室 草木染の糸・卓上織り機で

染織家の村松先生が自ら染めあげた草木染の糸。この糸を使
い唯一無二の作品に織り上げる手織り教室です。卓上織り機
の縦糸の張り方から織り機の使いこなし方までを丁寧にご
指導。無心に織り機に向かう特別なひとときです。

村松 洋子 染織家 ●火曜日:13:00～15:00　
●講座日:10/5・19、11/2・16、
　　　   12/7・21
●受講料:6回、16,542円

●月曜日:10:00～12:30　●講座日:10/18、11/15、12/20、 1/17・31、2/21
●受講料:6回、18,372円

4010

おりがみ教室 ※はじめての方向けの「もういちど、おりがみ」→P1

美しい和紙を使い、ひと手順、ひと手順、折り図を理解しなが
ら、ゆっくり折り進めるおりがみ講座です。季節を感じさせ
る題材や心を込めて折った作品は、折る楽しみはもちろん、
飾っても、贈り物にしても喜ばれます。

福富 貞子 おりがみ会館公認インストラクター ●火曜日:13:00～15:00　
●講座日:10/19、11/16、12/21、

1/18、2/15、3/15
●受講料:6回、16,542円

5053

つまみ細工・つまみ画 ※はじめての方向けの「ゆっくり、ならうつまみ細工」→P1

正方形の布をピンセットで折りたたみ、糊づけし、小箱や
カード、かんざしなどを制作します。日本古来の伝統の技を
ご一緒に学びましょう。

安藤 芳美 佐田つまみ画研究所 ●金曜日:10:00～12:00　
●講座日:10/15、11/5・19、

12/3・17
●受講料:5回、11,745円

4003

金繕い〈星組〉〈月組〉〈花組〉

ひび割れたり欠けたりしても、手放せない陶磁器を、漆と金を使った手法で蘇らせます。普段使
いのものから、美術工芸品まで持ち味を活かした金繕いの手法をお教えします。

白鳥 由加利 金繕い工芸作家 藤那海工房主宰

●金曜日:〈星組〉13:00～15:00　〈月組・花組〉15:30～17:30　
●講座日:〈星組・月組〉10/1、11/5、12/3　〈花組〉10/8・11/12・12/10　●受講料:3回、9,186円

〈星〉4049〈月〉4050〈花〉4048

鎌倉彫 基礎の習得から創作まで

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。

片岡 直方 鎌倉彫後藤会 師範 ●土曜日:10:00～12:00　
●講座日:10/9・23、

11/13・27、12/11・25
●受講料:6回、15,318円

4052

グラスリッツェン

ダイヤ付きペンでガラス器に絵図を描いてみましょう。ヨー
ロッパ5000年の伝統手彫りです。あなただけの作品はプレ
ゼントにも喜ばれます。初心者から上級者まで。

宮崎 純子 グラスグラヴァー ●土曜日:10:00～12:00　
●講座日:10/16、11/20、12/18
●受講料:3回、8,271円

4051

ザ・ハワイアンキルト

ハワイの植物や王国のシンボルなど、伝統の色とモチーフ。その由来
は、庭に干した真白なシーツに映り込んだ植物の影。トラディショナ
ルなザ・ハワイアンキルトの作品をご一緒につくりましょう。

豊田 亜紀子 ハワイアンキルト作家 ●水曜日:10:00～12:00　
●講座日:10/13・27、

11/10・24、12/8・22
●受講料:6回、16,542円

4004

仏像を彫る（夕）（夜）

昔から日本人は仏像に接することで心の安らぎを得てきま
した。仏教では、仏像を作ることはとても功徳のあることと
されています。講座では、丁寧な指導で各人各様の仏像を作
ります。

杉田 浩庸 彫刻家 ●水曜日:（夕）15:30～17:30
（夜）18:00～20:00　

●講座日:10/6・20、11/17、
12/1・15

●受講料:5回、16,840円

（夕）4057 　　　4060

（A）8013（B）8014

工芸・クラフト つくる喜び

こぎん刺し（午前）（午後）

津軽に伝わる刺繍「こぎん刺し」を、くるみボタン
や小袋など、身近に使えて愛着の持てる作品に仕
上げます。材料は、染織家の村松先生が自ら染めて
織った草木染めの糸と布。心をこめた一針一針が、
きっとかけがえのない時間となることでしょう。

村松 洋子 こぎん刺し 染織家 ●金曜日:（午前）10:00～12:00
●講座日:10/1・15、11/5・19、12/3・17
●受講料:6回、16,542円
●金曜日:（午後）13:00～15:00
●講座日:10/15、11/19、12/17、1/21、2/18、3/18
●受講料:6回、18,000円

（午前）4006（午後）4008

フレンチシック・ジュエリー

ヨーロッパを感じるフレンチシックなアクセサリーはすべてオ
リジナルデザイン。天然石、フランス製アンティークビーズ等を
使い、様々な手法で仕上げます。初めての方でも参加できます。

森崎 みよこ ジュエリーデザイナー ●木曜日:10:00～12:00　
●講座日:10/21、11/18、12/16
●受講料:3回、8,271円

4015

サコ・タカコの創作ビーズ織り

格調高い風合いのガラスビーズで、一粒一粒織りあげていく
小さな織物です。初めは、ペンダント、ブローチ、ネックレス、
ベルトなど、作りやすい小物から手がけていきます。

矢部 百子 サコ・タカコ創作ビーズ織り 本部講師 ●土曜日:10:00～12:00　
●講座日:10/9、11/13、12/11
　　　　1/8・2/12、3/12
●受講料:6回、15,318円

4035

野口光監修 装飾ダーニング

ヨーロッパに古くから伝わる繕い物の手法、ダーニング。糸、色、
デザインを工夫する事で新品以上の魅力が生まれます。講座で
は、その手法を使ってあなたの愛着のある衣類やマフラー・エコ
バッグなど様々な小物にもデザインしていくことができます。
10/1は野口光先生がご登壇！

斉藤 円 ダーニング公認講師

●金曜日:13:00～15:00　
●講座日:10/1、11/5、12/3、1/7、2/4、3/4
●受講料:6回、23,760円

4022

原田千恵子の手編み教室

ニットデザイナー原田先生の手編み教室は、ご経験に合わせ3講座。棒針の持ち方、メリヤス編み
から始める入門、基礎をマスターした方は倶楽部で思い思いの作品を。ゆっくリズム♪はお一人
おひとりのペースに合わせてお教えします。

原田 千恵子 ニットデザイナー

（入門）2087 （倶楽部）4031 （教室）2088

社会人のためのペン字・筆ペン・毛筆

宮城 佳寿子 NHK学園講師
自分の字に自信のない方が増えています。大人の文字対策に大切なの
は、長年のクセを知り、原理原則にそって的確に練習すること。NHＫ
学園のベテラン講師宮城先生が、日常づかいのペン字、芳名帳に書く筆
ペン、ここぞというときの毛筆など、お一人おひとりのニーズにあった
カリキュラムをご用意します。自分の字が、きっと好きになります。

●水曜日:18:30～20:30　●講座日:10/6・20、11/17、12/1・15　
●受講料:5回、14,295円

3079オススメ
！

上記開催中の講座の中には、既に満席となっている講座もあります。　　 満席時を除き、ご見学、体験受講(有料)できる講座もございますので、お問い合わせください。☎047-325-8211

●日曜日:（入門）13:00～15:00 （倶楽部）10:00～12:00　
●講座日:10/3・17、11/7・21、12/5・19
●受講料:6回、17,154円

手編み入門、手編み倶楽部
●水曜日:14:00～16:00　
●講座日:10/6・20、11/17、12/1・15
●受講料:5回、15,055円

ゆっくリズム♪の手編み教室

●月曜日:10:00～12:00　
●講座日:10/11・25、11/8・22、12/13・27
●受講料:6回、17,154円

●金曜日:10:00～12:00　
●講座日:10/8・22、11/12・26、12/10・24
●受講料:6回、17,154円

清水 真　菜 真多呂人形学院教授

3032四季それぞれの 俳画をたのしむ

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。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。

●木曜日:13:00～15:00　
●講座日:10/7・21、11/4・18、

12/2・16
●受講料:6回、16,542円

川口 松瑶 俳画松樹会常任委員

夜

夜

心をつたえる絵手紙（A）（B） 

ミニチュアの世界 風景ジオラマ&鉄道模型

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。

宮澤 雅文 模型作家 アトリエminamo

●水曜日:13:00～15:00　
●講座日:10/6・20、11/17、12/1・15　●受講料:5回、16,000円（教材費別途）

3011絵画入門講座

身近なものを描いてみたい方、今こそ素直に表現してみませ
んか?はじめての方でも簡単に取り扱える鉛筆や透明水彩絵
具を使って、思い思いの作品を描きます。果物や野菜、生花で
季節を、写真を使って様々な風景も描きます。

●木曜日:13:00～15:00　
●講座日:10/14・21・28、

11/4・11・18・25、
12/2・9・16・23

●受講料:11回、30,327円

白岩 繁夫 NHK学園講師

古今和洋の袋もの教室 ※特別講座「茶碗の小袋」→P1

古くより受け継がれてきた袋ものの世界。その技法やうつく
しい裂地（布）を慈しむ伝統を絶やさぬよう伝えたい...。伝統的な袋もの、茶席づかいのものか
ら、現在の生活様式にもしっくり合うモダンなものまで、幅広い作品を丁寧にお教えします。

大澤 実千世 大澤和子袋もの研究所主宰
須賀 美津子 大澤和子袋もの研究所講師

●木曜日:13:00～15:30　
●講座日:10/21、11/18、12/16
●受講料:3回、9,186円

4016

夜

夜



の野外・現地講座のススメ

P4 NHK学園 市川 検 索

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・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。

お申込み・受講上のご注意お申込み方法

オススメ
！

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。易
しいステップからじっくり楽
しくコーチします。ダンス初め
ての方、大歓迎！

お勤め帰りのリラックスヨーガ

お勤め帰りの方にもリラックスしていただけるゆったりと
したプログラムです。運動が苦手という方、体調に悩みを持
つ方、健康を維持したい方、誰もが、年齢を問わず始められる
健康法です。（女性限定）

青木 みち代　西原 洋子 ほか
広池ヨーガ健康研究所 講師

広池ヨーガ健康研究所 講師

日本健康太極拳協会師範

●水曜日:19:00～20:30　
●講座日:10/6・13・20、
　　　　11/10・17・24、
　　　　12/1・8・15・22
●受講料:10回、22,470円

心身ともに健やかに

和の香り 日本のアロマテラピー

合成香料が使われる現在のお香に対し、古来の伝統的なお香は
植物の香りを使用していました。この講座では、日本のアロマ
テラピーというべき和の香りの原料と調合を学びます。
自分の心と身体が安らぐ香りを、四季折々の中で生かしてみませんか。

（午前）4056（午後）4059

谷 美緒 NHK学園講師 教授香司 ●水曜日：（午前）10:00～12:00
　　　　（午後）13:00～15:00
●講座日:10/27、11/24、12/22
●受講料:3回、8,271円

らくらく生活ヨーガ

誰もが年齢を問わずはじめられる無理をしない生活ヨーガ
です。良質の血液を全身に循環させ、体調を整え、気持ちよさ
を実感してください。

6012

西原 洋子　小林 淑子 ほか ●日曜日:10:30～12:00　
●講座日:10/3・10・17、
　　　　11/7・14・21、
　　　　12/5・12・19・26
●受講料:10回、22,470円

健康太極拳

深腹式呼吸法、不老拳（ご高齢にもできる太極拳） 
の習得を目標とし、老若男女どなたでも楽しんでい
ただけます。

6001

西原 かをる 日本健康太極拳協会理事
能城 輝信 日本健康太極拳協会師範

●土曜日:10:00～11:30　
●講座日:10/2・9・16・23、
　　　　11/6・13・20・27、
　　　　12/4・11・18
●受講料:11回、25,839円

スロースポーツ 呼吸太極拳

「気がついたらひと呼吸」、全身の気と血
流を整える習慣を身につけて、しなやか
な太極拳の動作を体得しましょう。

6000

体幹 ノルディック・ウォーキング 6007

吉岡 薫 ほか ●日曜日:10:00～11:30　
●講座日:10/10・17・24、
　　　　11/7・14・21・28、
　　　　12/5・12・19
●受講料:10回、23,490円

ハワイアン・フラ（午前）（午後）（夜間）

心地よいハワイアン音楽に合わせたゆったりとした動き、日々のストレスも忘れて素敵な笑顔に。
普段あまり運動をしていないシニアの方向けの「ゆったりハワイアン・フラ（金曜）」。お勤め帰りに
気分爽快、「たのしいハワイアン・フラ（夜間）」。どちらのコースも講師が丁寧にご指導いたします。

（午前）6036（午後）6037
（夜間）6042

プアナニ・髙橋 NPO法人 全日本フラ協会理事 プアナニ・髙橋フラスタジオ主宰

●月曜日:18:30～19:40　
●講座日:10/11・18・25、11/8・15・22、
　　　　12/13・20・27
●受講料:9回、20,223円

●金曜日:［午前］10:30～12:00
［午後］15:30～17:00　

●講座日:［午前］10/1・15、11/5・19、
　　　　　　　12/3・17

［午後］10/8・22、11/12・26、
　　　12/10・24

●受講料:［午前］6回、14,706円
［午後］6回、14,706円

小橋 孝枝

6011夜

夜

教室を飛び出して、街に野に。ある時は神社仏閣を訪ね、ある時は貸切バスで森林浴。
NHK学園の野外講座は諸國見聞、その内容で、きっとあなたの「楽しかった」をお約束します！

NHK学園の野外・現地講座は、知識と経験豊富な専門の講師が

ご案内し、安全管理のために、学園スタッフが同行します。

すべての講座受講料に、傷害保険加入料が含まれています。

現地集合や移動にかかる交通費、表記のない食事代・施設使用

料等は各自負担となります。

訪問先は変更する場合もありますのでご了承ください。

マークの講座は、講師の説明をイヤホンで

お届けします。
イヤホン
ガイド
イヤホン
ガイド

月に一度の学び歩き
東京・水辺の自然散策

身近な場所、都内近郊のような都会にも驚くほど豊
かな自然が今なお溢れている。「人と自然をつなぐ」
をコンセプトに、都市の水辺をフィールドとして活
動する寺田先生がナビゲーターの散策講座です。水
辺や干潟の生物、岸辺の野草や野鳥などなど。身近な
方、お子さんにもぜひお披露目していただきたい、運
動靴で安心して自然観察できるとっておきの場所、
発見をご案内します。

0622

寺田 浩之 ココペリプラス代表

●水曜日:10:00～12:00　●受講料:5回、16,275円
●講座日:10/27 旧岩淵水門と初秋の水辺の自然
11/24 二ヶ領用水と堰堤の水鳥　　12/22   東京湾干潟に冬の野鳥を探す　　
1/26   手賀沼の白鳥とコミミズク　2/16   彩湖の水面と水鳥の楽園

切絵図で歩く「江戸の坂」 ～御府内編～

江戸後期発行の「金燐堂・尾張屋清七板」の切絵
図は、驚くほどの正確さ。武家屋敷や寺社や町
屋などが五色に色分けされた切絵図と、現代地
図を併せ持ち、江戸の坂・街並みを歩きます。ご
案内は、日本坂道学会会長の山野勝先生です。 

9015

山野 勝 日本坂道学会会長

●木曜日:13:00～16:00　●受講料:6回、20,166円
●講座日:10/28 神田駿河台～猿楽町（千代田区）  11/25 西片～白山（文京区）
　　　　12/23 市谷柳町～西早稲田（新宿区）　  1/27 愛宕～芝公園（港区）
　　　　2/24　向丘～千駄木（文京区）　　　　  3/24 高田～雑司が谷（豊島区）

名建築を訪ね歩く

開講13年目の人気講座は、近代建築写真の第一
人者で、名建築の名ガイド、下村純一先生のご案
内。月に一度、都内近郊の近現代建築やその軌
跡、遺構を辿ります。秋期は、「都心回帰シリーズ
その1」と題して、お馴染みの街の再発見を試み
ます。

5014

下村 純一 日本写真家協会会員 早稲田大学講師

●金曜日:10:00～13:00 ●受講料:3回、9,318円
●講座日:10/15  再開発の完了しつつある丸の内そして大手町
　　　　11/19  神田神保町界隈を、くまなくさ迷い歩く
　　　　12/17  ブランドショップ化で、かつての街並みが消えゆく銀座

9013東京「スリバチ」地形散歩

谷と台地がコラボする街、東京。その立体的な地形を、自分
の足で歩いて・観て・体感するウォーキング講座です。ご案
内は、「ブラタモリ」など各種メディアで活躍の「東京スリ
バチ学会」会長・皆川先生。毎回6kmほどのアップダウンを
制覇します！ 

皆川 典久 東京スリバチ学会会長

●土曜日:10:00～12:30　●受講料:6回、18,636円
●講座日:10/2　スリバチ密集地帯・成増
11/6　地形を活かした街・玉川学園　12/4　微高地と歴史・浅草・千束
1/15　谷間の町の秘密・谷中　　　　  2/5　レガシーと谷間・明治神宮
3/5　  スリバチ発祥の地・赤坂

9020歩いて体感 大江戸八百八町
久染 健夫 江戸東京郷土史研究者

●金曜日:10:00～12:30　●受講料:5回、16,500円
●講座日:10/1 レクチャー・隅田川と江戸・東京（市川スクール）
11/5　江戸への入口・青山通り（渋谷～青山）　
12/3    江戸以前からの名所（王子）　2/4  東京の埋立て・開発の始まり（深川南部）
3/4      江戸から越してきた寺が造る町（烏山寺町）

9009森へ行こうよ!

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）

渡辺 一夫 森林インストラクター 農学博士

●木曜日:10:00～14:00　●受講料:3回、9,318円
●講座日:10/14 野津田公園（町田市）
　　　   11/11 武蔵野公園（府中市）
　　　   12/9　善福寺川緑地（杉並区）

ゆったりハワイアン・フラ（午前）（午後）

岩並 和子

たのしいハワイアン・フラ
プアナニ・髙橋 プアナニ・髙橋 フラスタジオ講師

木下栄三の江戸東京今昔散歩

火曜日:13:00～16:00　講座日:10/19、11/16、12/21
参加費:3回、13,437円（受講料・資料代・イヤホンガイド代）

木下 栄三 建築家・画家・江戸文化歴史検定1級
建築家で画家、江戸検定一級保持者にして、語ればまさに講
談師。多彩な木下先生が、江戸から東京へと時空を超えた街
歩きを案内します。NHK学園にて足掛け5年になるこの講
座も、いよいよ終盤。「江戸城新三十六御門」をめぐる街歩き
も残すところ3回となりました。この秋は10月大手門から
天守へ、11月北詰橋御門から平川御門へ、12月皇居正門界
隈、を連続講座で実施します。江戸城の中核を攻め歩く最終
章、江戸城の歴史や構造を知り日本の文化を伝えていくこ
との大切さを考える機会にしていただきたいと思います。

0601

イヤホン
ガイド
イヤホン
ガイド

絵地図師と楽しむ 東京のんびり散歩

生きた街の表情を伝える絵地図師として人気の美江先生が、ちょっとリッチで気が
ねのない、ぶらぶら散歩にお連れします。毎回、おすすめの隠れた名店やお食事処の
ご紹介も人気の秘密。時には美江先生が作成した絵地図を片手に歩きます。

9010

高橋 美江 絵地図師 散歩屋

●金曜日:11:00～14:30　●受講料:4回、14,440円
●講座日:10/8 森下から両国　12/10 等々力渓谷と尾山台商店街
　　　　1/14 京島　　　　　3/9（水） 皇居東御苑

松元 どかん パパイヤ鈴木とおやじダンサーズ メンバー

男子部：6082 女子部：6084

おやじダンス倶楽部〈男子部〉〈女子部〉

ご存知の通り「大江戸八百八町」とは江
戸の町の繁栄ぶりを表した言葉。江戸は
多くの町ごとに、豪商や職人、その日稼
ぎの棒手振商人といった庶民、武士や僧
侶などさまざまな人が集まり、それぞれ
の地域の形を作ってきました。今の東京
を彩る「個性ある町の表情」は、江戸時代
に始まっています。江戸の歴史や暮らし
に詳しい久染健夫先生が、10月は隅田
川をめぐるレクチャー、11月以降は江
戸の素顔を探りながら、江戸・東京を歩きます。

〈男子部〉
●木曜日:19:00～20:30　
●講座日:10/14・28、11/11・25、
　　　   12/9・23
●受講料:6回、19,290円
〈女子部〉
●木曜日:16:45～18:00　
●講座日:10/28、11/25、12/23、
　　　　1/27、2/24、3/24
●受講料:6回、19,290円

夜

オススメ
！

「つらくない！こんなに走れた！」と驚きのスロージョギングはTVや書籍でも
話題。おしゃべりしたり景色を見ながら近隣の街中をClubメンバーと走りま
せんか？年齢や体力を問わずできる運動は、健康維持にダイエットに効果大！
体験講座では、正しいフォームとペースをご紹介いたします。
●火曜日:10:00～12:00　
●講座日:10/12・26、11/9・30、12/14・1/11
●受講料:6回、16,848円

　　  9/28（火）10:00～12:00
受講料:2,808円 0225

体験

讃井 里佳子 日本スロージョギング協会アドバイザー
佐崎 和子　アドバンスインストラクター

6017 スロージョギング®Clubゆっくり！楽に！
続ける！

バストアップ、ヒップアップ！体幹を深層部（インナーマッスル）か
ら鍛え上げていく講座です。ウォーキングによる有酸素運動に加え、
2本のポールを活用。背骨や関節のバランスを整え、内臓も活性化し
ていく最新フィットネス。楽しく歩きながら、心身調整しましょう。

●水曜日:10:00～12:00　
●講座日:10/6・20、11/17、12/1・15
●受講料:5回、13,785円

若鍋 由美子 予防医療フィットネス研究会

　　  9/29（水） 9:30～11:00
受講料:2,360円
（ポールレンタル代別途） 0226

体験

刺し子 秋の葉の花ふきん

10/18（月） 13:00～15:00
受講料:3,215円（教材費別途）

いからし さとみ
刺し子作家　あさぎや
刺し子の花ふきん。刺し子作家のいからし先生
の、季節を表す色合いと図柄が人気です。今回
は、からし色のふきん地に規則的につながる秋
の葉っぱ柄。和モダンに仕上げて、秋の装いに、
おでかけに、秋の味覚に、添えてお使いくださ
い。

0214

タイ式ヨガ ルーシーダットン（A）（B）

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。

6002

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
●金曜日:（A）12:30～14:00
　　　   （B）14:15～15:45
●講座日:10/8・22、11/12・26、
　　　　12/10・24
●受講料:6回、16,542円

※特別講座「無病息災をねがう訶梨勒の部屋香→P1

小学生 書初め対策講座①②

12/26（日） ①13:00～14:30、②15:00～16:30
受講料:各回、3,215円

佐藤 妙子 NHK学園講師　
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Ｎ
ＨＫ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作品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）

①0218 ②0219

パソコンやスマホで学べるオンライン教室

新型コロナウイルス感染防止のために

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

アルコール
消毒を

設置しています

◆受講者の皆様には、ご来校前の検温、十分な健康観察の上での参加をお願いしております。
◆各講座にて、定員を絞った上での講座運営をしております。掲載講座の中には、既に満
席となっている講座もありますことをご了承ください。ご希望の方は受講待ち登録を
ご利用ください。

オン
ライン
オン
ライン

傾聴、写真講評、ペン字レッスン、
万葉集、仏教のコトバ、俳人対談、
天気予報の活用術
など、HPでご案内しております。

※オンライン教室は、各講座の1ヶ月前から、学園HP、上記QRコードからお申
込いただけます。電話による申込は承っておりません。

※お支払いは、クレジットカードによる決済のみとなります。お申込完了後、予
約情報をメールでお知らせいたします。詳細はHPをご確認ください。
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