
夏休みの自由学習に最適な親子講座。2つ穴4つ穴、足つ
き、スナップ等の色々なボタンつけを習いながら、ミニタ
ペストリーを作ります。お手持ちのボタンもご持参くださ
い。お孫さんとのご参加大歓迎!

人気の街歩き講座が教室にやってきた!
講師の水彩画作品や土木・建築の知見を駆使し
て、江戸から東京への移り変わり、歴史的発展
の経緯、未来像を分かりやすくお伝えします。

絵本プロデューサー内田先生が道案内！テーマは生き物観察や
我が家の歴史、ペット物語など作者の自由自在です。くるくると
絵巻物をほどくと広がる世界は作っても見ても楽しい!

10本の釘を打ち、算数の九九を実際に数えながら、カラフルな輪
ゴム掛けていきます。算数が得意なお子様も苦手なお子様も、数
字の規則性や概念を見て触れて学ぶ、体感型知育親子講座です。

小川のせせらぎやローカル線がまたぐ鉄橋。模型作家・宮
澤先生のオリジナルキットを使い、小学生から大人まで、ジ
オラマ製作がはじめての方でも楽しめる様丁寧にお教えし
ます。夏休みの自由研究にもお勧めです。

教室で、江戸東京今昔散歩　

0632

建築家・画家・江戸文化検定１級
木下 栄三

「塔」短歌会所属 山内 頌子

火曜日：10:00～12:00
講座日:7/19、8/16、9/20　受講料:3回 11,400円

きりんと学ぶ！ 俳句の夜 星降る夜の短歌教室

英字新聞で学ぶ！ ALL ABOUT NEWS筆に親しむ・入門 ～小筆で短冊に書く～ 英語・発音クリニック

小島由紀子 写真教室 「人」を撮る古散歩特別編 王子・飛鳥山を歩く 篠 利幸 写真教室 「紫陽花の松戸・本土寺」

スリバチの新たなる楽しみ方はじめましょう！ 油絵

きちんと習うボタンつけ

天然香原料で石鹸づくり

親子で、巻きもの絵本づくり 九九を体感! 九九かけ曼荼羅 はじめての風景ジオラマ

イメージ/講師作品

講師歌集

英語でのニュースの読み方やポイントなどを、日本語訳も
あって取りかかりやすいAsahiウィークリーでレクチャー
します。読んだ感想も、英語でトークし合いましょう。

0050

NHK学園講師 デビッド・パーマー

7/6（水）10:30～12:00　受講料:3,215円

言葉を見つけ、イメージを膨らませ
ながら、あなたの歌を作りません
か。日常の景色や人に、思いがけず
見えてくるものを拾いあげて、新
鮮な気持ちで歌会を楽しみましょ
う。<夜間講座>

0631
月曜日：18:30～20:30
講座日:7/25、8/22、9/26　受講料:3回 8,700円

発音サプリ®ラボ代表
茨城大学・大学院講師 田中 智子 
英語の発音を特訓する短期集中クラスをこの夏開講。お一人
おひとりの発音をチェックしながら、クセを直してトレーニン
グします。発音の苦手克服のチャンスです。（定員6名）

0634
火曜日：11:00～12：30
講座日:7/5・19、8/2・16、9/6　受講料:5回 18,950円

石田波郷俳句新人賞や角川俳句賞
などの受賞を経てきた講師ととも
に、夜の句会はいかがですか。初心
者～経験者まで幅広く対応します。
新しい感覚で句作を楽しみましょう。
<夜間講座>

0630

俳人・「古志」同人 西村 麒麟

金曜日：18:30～20:30
講座日:7/1、8/5、9/2　受講料:3回 9,000円

筆を持つ楽しさをお伝えする入門講座です。小筆を使って、短冊にか
なを書いてみましょう。毛筆に親し
み、墨をすり、その濃淡を生かした書
にトライする短期2回講座です。

0633

NHK学園講師 宮城 佳寿子

水曜日：15:30～17:30
講座日:6/15、7/6　
受講料:2回 6,410円(教材費を含む)

渋沢栄一を切り口として、王子・飛鳥山を散策します。本人と縁の
深い西ヶ原総鎮守七社神社、旧渋沢亭の青淵文庫・晩香廬など、
江戸～大正ロマンを感じながら歩きましょう。(現地集合・解散)

0051

5036

江戸文化研究家
映像作家 文学博士 安原 眞琴

9/13（火）15:00～16:30　受講料:3,260円

「写真は世界と繋がるコミュニケーション・ツール」がモット
ーの篠先生。定期写真講座では3か月に1回の撮影実習に
飛び入り参加してみませんか。今回は紫陽花が楽しみな松
戸・本土寺へ。(現地集合・解散）

0052

フォトジャーナリスト 篠 利幸
月に1度、夜の講評会を行っている小島由紀子写真教
室。今回は自然光での「人物」の撮り方をテーマに、和
風テイストな会場で撮影実習を行います。雰囲気の
ある一枚を仕上げてみましょう!(現地集合・解散)

0053

フォトグラファー 小島 由紀子

7/21(木)15:00～17:00
受講料:3,500円(会場費・モデル代別途)

はじめての方向けの短期2回講座です。講師による「描き出
しから完成まで」のデモンストレーションを参考に、まずは
果物をモチーフにした静物画を描いてみましょう。
※画材やモチーフはこちらでご用意します。
※本講座は定期講座内で同時開催します。

3018

0635

0056 00580057 0059

画家・アーティスト 阿部 未奈子

着物リメイク教室講師 石黒 和子 絵本プロデューサー
「はじめての絵本づくり講座」講師 内田 真紀

一般社団法人
糸かけ曼荼羅協会代表理事 吉川 あい子 

模型作家・アトリエminamo 代表
「ミニチュアの世界講座」講師 　　宮澤 雅文

月曜日：13:00～16:00 講座日:6/27、7/11
受講料:2回 5,520円(教材費別途)

7/16(土)
13:00～14:30
受講料:3,500円
(親子・教材費別途)
(対象：小学生3，4
年生以上向け)

6/19(日)
13:00～14:30
受講料:3,500円
(親子・教材費別途)
(対象：小学2年～のお
子様と保護者、これか
ら九九を覚えるお子
様でも大丈夫です。)

8/3(水)　
10:00～12:00
受講料:3200円
(教材費別途)
(対象：小学生3，4年生
以上向け)
サイズ:
(16×8×10H）単位ｃｍ

藿香や桂皮など生薬でもある天然香原料を
用い、香薬石鹸を手づくり。自然の殺菌力と皮
膚を健やかに保つ成分で、サラッとした洗い
上がりで、しっとりする石鹸です。

0054

茶心香心堂主宰 
薫物屋香楽認定 教授香司
「和の薫り講座」講師 　　 谷 美緒

6/29(水)13:00～15:00
受講料:5,200円(教材費を含む)

7/23(土)10:00～12:30
受講料:5,200円(親子・教材費を含む)

TV・メディアでご活躍・東京スリバチ学会会長の皆川氏の画像とト
ークでご案内する特別講座。ご希望の受講形式でお申込ください。
テーマ：「スリバチ地形の新たなる楽しみ方」

第1部 スリバチ散歩・海外編
第2部 凸凹地図の楽しみ方　

0055

東京スリバチ学会会長 皆川 典久

7/30(土)　
Ⓐ 市川スクールでのレクチャー 10:00～12:00
内容:1部2部両方で受講料:3,500円

Ⓑ オンライン教室　11:00～11:45
内容:2部のみ　受講料:1,670円 ▶申込み方法はP2へ

和の薫り講座
スペシャル

Ⓐレクチャー形式(座学)
Ⓑオンライン教室

6/15(水)10:00-12:00　受講料:3,600円

ミニタペストリーを
作る

5008
開講中の定期講座　木曜日:18:30～20:30<夜間講座>
受講料:3回 9,798円 講座日:7/7、8/4、9/1

開講中の定期講座　水曜日:10:00～12:00 受講料:4回 14,400円
講座日:(講評形式)7/6、8/3、9/7・(撮影実習)21 5012

開講中の定期講座　発音から始める英会話　受講料:各6回 18,372円
ブラッシュアップ 第1・3火曜日:13:00～14:30
スキルアップ 第1・3火曜日:15:00～16:30

開講中の定期講座　教室で古地図を見ながら古（いにしえ）散歩
受講料：3回 9,780円(6月からご受講の場合)
第2火曜日：15:30～17:00 講座日：6/14、7/12、9/13

開講中の定期講座　油絵教室 受講料：7回 22,148円
月曜日：13:00～16:00 講座日：7/11・25、8/15・22・29、9/12・26

開講中の定期講座　受講料:各10回 32,150円
やり直しEnglish　水曜日：10:30～12:00
英字新聞サロン　水曜日：13:00～14:30
講座日:7/13・20・27、8/17・24・31、9/7・14・21・28

作って楽しむ夏休み・大人も子どもも！ 1日講座作って楽しむ夏休み・大人も子どもも！ 1日講座
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新三十六御門・
江戸東京の旅

オリジナルメソッド・
発音サプリ®で

西村麒麟・
俳句塾

いにしえ

2003
2001

2021
2026

できあがり目安：100g×3種

大人の1人
参加もOK

いつでもどなたでも入会金無料！
お問い合わせ・お申込みはお気軽に

※土・日は16時迄。第1月曜と祝日はお休み。
〒272-0033　市川市市川南1-10-1 ザタワーズウエスト45階

受付時間 9：30～19：00047-325-8211

ザタワーズ
ウエスト

45階
天空のカルチャー
スクールへようこそ
JR 市川駅南口直結
京成市川真間駅徒歩10分

本ページは「夏から始まる新設講座」と「特別講座」の特集です。 NHK学園 市川 検 索

市川オープンスクール市川オープンスクール 書き下ろしエッセイ
好評配信中！

私も始めてます！ 岸本葉子さん
イメージキャラクターの岸本葉子さん
（エッセイスト・元「NHK俳句」番組司会者）が講座を体験！
下記二次元コードまたは「NHK学園オープンスクール」で検索してください

おかげさまでＮＨＫ学園は10月1日に創立60周年を迎えます。

©NHK・dwarf 

講座ガイド
2022年 夏号講座ガイド
2022年 夏号

ネットなら
24時間
申込受付



女性のためのマージャン教室

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。2つのクラスをご用意し
ています。
▶レベル確認のため体験受講おすすめします。

5028
5032

＜監修＞原 浩明
＜指導＞日本健康麻将協会レッスンプロ 細谷 映里子

木曜日:<入門>10:00～11:30 受講料:5回 13,500円　
<教室>12:30～14:30 受講料:5回 14,400円　

講座日:7/14・28、8/25、9/8・22

かつて触れたきりの日本の古典文
学。今だからこそ、再入門講座で学ん
でみませんか?夏期は「古典ゆかりの
地」というテーマで、奈良から江戸時
代までの様々な作品に触れる内容で
す。

1020

国語講師・著述家 吉田 裕子

金曜日:13:00～15:00　受講料:5回 15,055円
講座日:7/1・8、8/26、9/9・30 

ゆったりハワイアン・フラ(午前・午後)

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
をしていない方、シニアの方向けのク
ラスです。※午前クラスと午後クラス
がございます。

60426036

プアナニ・髙橋フラスタジオ講師 小橋 孝枝

<午前>金曜日：10:30～12:00　講座日:7/1・15、8/5・19、9/2・16
<午後>金曜日：15:30～17:00　講座日:7/8・22・29、8/26、9/9・30
受講料:各6回 14,706円

ミニチュアの世界 風景ジオラマ&鉄道模型

心惹かれる街並み、野山や水辺の景観な
ど、思い思いのイメージをミニチュアの
世界に再現しませんか。模型作家の宮澤
先生が、作品製作のノウハウを余すとこ
ろなくご伝授！
▶「はじめての風景ジオラマ」P1

4001

模型作家 アトリエminamo
宮澤 雅文 

水曜日:13:00～15:00　受講料:6回 19,200円（教材費別途）
講座日:7/6・20、8/3・17、9/7・21　

マクラメの夏バッグ

マクラメの糸結びを楽しみながらできあがったナチ
ュラルテイストなネットバッグ。揺れるフリンジがア
クセントで、夏のおでかけにぴったりです。カラーは
当日お選びいただけます。

0060
7/10(日)13:00～16:30
受講料:3,360円(教材費別途)

十人十色の糸かけ曼荼羅

「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。丸く並ぶようにピンを
打ち、52色もの中から、ご自分で選んだ絹
糸をかけて重なって出来上がる、曼荼羅ア
ート。特別なひとときです。

00620061

一般社団法人　糸かけ曼荼羅協会代表理事
吉川 あい子 

6/20(月)①32ピン(15ｃｍ四方・5色)13:00～16:00　受講料:3,370円
②48ピン(20ｃｍ四方・6色)13:00～17:00　受講料:4,390円
(それぞれ教材費別途)

夏のドライフラワーアレンジ

人気のスワッグ講座の講師、豊美先生の
特別１日講座。涼しげなブルーやホワイト
のドライフラワーを使って、ナチュラル
アンティークな空間を!夏のアレンジで
す。

0063

Dried Flower Kicoro 主宰
豊美 喜久子 

8/5（金）15:30～17:30
受講料:3,000円(教材費別途)

金繕いの世界 ～愛着のある器を蘇らせる～

ひび割れたり、欠けたりした愛着のある
陶磁器を蘇らせるのが「金繕い」です。今
回はその歴史や実際の作業工程のご紹
介後に、小皿に「金の蒔絵」制作をしてみ
ましょう。
※お手元にある壊れた器の修復の可否
判定もご希望の方は、ご持参ください。

0064

金繕い工芸作家 藤那海工房主宰
白鳥 由加利 

7/29（金）10:00～12:00　受講料:4,860円(教材費を含む)

足柄・大雄山 最乗寺の森ハイキング

箱根外輪山のすそのに位置する古刹、足柄の大雄山最乗
寺。「かながわの美林50選」に指定されてる広大な境内
から里山へ、森林浴を楽しみながらのハイキングです。
(お弁当持参、現地集合・解散)

0067

森林インストラクター 農学博士
 「森へ行こうよ！」講師　　　　  渡辺 一夫 

6/30(木)10:40～14:30
受講料:4,500円

多肉寄せ植えのイラストフレーム

多肉植物のイラストフレームを描いてみま
せんか？絵に自信がない方も、アウトライン
をご用意していますので、かわいく着彩し
ていただけます。午後のKurumi先生との
コラボ講座です。

0066

多肉愛好家・クリエイター はっち

8/3(水)10:00～12:00
受講料:3,500円(教材費別途)

8/3(水)13:00～15:00
受講料:3,500円(教材費別途)

東京「スリバチ」地形散歩 曳舟・押上編－オンラインならどこでも誰でも学べる－

PCでも、スマホでもOK！ZOOMからのライブ配信をお楽しみください。

オンライン教室NHK学園
趣味と学びの

TV・書籍でご活躍の皆川典久氏との町歩き。一見平坦な
墨田区本所向島エリアの地形に着目したコースを歩い
てみましょう。再生され話題の水辺スポットの歴史と真実
に迫ります！ (現地集合・解散)

0068

東京スリバチ学会会長 皆川 典久

9/3(土)13:30～16:00
受講料:3,500円
▶座学　7/30、P1に掲載

さぼてんと多肉・寄せ植えレッスン

大人気、キャンセル待ちのKurumi先生の寄せ
植えレッスン。この季節は、暑さに強いサボテ
ンと多肉植物を寄せ植えします。Kurumi先生
がペイントした缶に、あなたの世界を作ってみ
ませんか？　

0065

多肉スタイリング協会主宰 多肉スタイリスト®
Kurumi 

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。日本古来の文化
に触れる、雅な世界です。

2083

真多呂人形学院教授 清水 真　菜

月曜日:10:00～12:30　受講料：3回 9,186円
講座日:6/20、8/15・29(6月からご受講の場合)

年中行事や季節の花々、動物など
を、素材のことなる折り紙で折り
すすめていきます。飾ったり贈った
り折り方を教えあったり。どなたで
も楽しんでいただけます。

5051

おりがみ会館公認インストラクター 福富 貞子

月曜日:10:00～12:00　受講料：4回 11,028円
講座日:6/20、8/15・29、9/26
(6月からご受講の場合)

もういちど、古典文学 上賀茂流 真多呂人形 もういちど、おりがみ～幅広い世代に～ こぎん刺し（午後）～草木染の糸で～

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、染織家でもあ
る講師が自ら染めて織った草木
染めの糸と布です。

4008

こぎん刺し 染織家 村松 洋子

金曜日:13:00～15:00　受講料:3回 9,000円
講座日:7/15、8/19、9/16(7月からご受講の場合)

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?
簡単に取り扱える鉛筆や透明水彩
絵具を使って、果物や野菜、生花な
どを描きます。写真を使って様々
な風景も描きます。

3011

NHK学園講師 白岩 繁夫

木曜日:13:00～15:00　
受講料:11回 30,327円
講座日：7/7・14・21・28、8/4・18・25、9/1・8・15・22

スケッチ

「絵のある生活」をスタートしませ
んか。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。

3014

NHK学園講師 白岩 薫

土曜日:10:00～12:00
受講料:6回 16,542円
講座日:7/2・16・30、8/20、9/3・17

篆刻 書を刻む

篆刻は印刀（鉄筆）で石に書を彫
る「印」の芸術です。書や印に興
味、関心のある方ならどなたで
も、個々の進み具合に合わせて
印の彫り方を指導します。

3074

日展会友 読売書法会理事 荒居 凌雲

火曜日:13:00～15:00　受講料:6回 17,154円
講座日:7/12、8/2・23・30、9/13・27

写経 心のやすらぎを求めて

初めての方から経験のある方ま
で、実際の写経用紙に向かって、
一文字一文字心をこめて精神を
整えて。写経の約束ごとや書式
を学び、奥深い魅力に触れてい
ただきます。

3072

NHK学園講師 堀川 翠扇

金曜日:10:00～12:00　受講料:6回 17,154円
講座日:7/1・15、8/5・19、9/2・16

講座ラインナップ
はこちらから

スリバチ散歩オンライン
講師： 皆川 典久 7/30(土)

11:00～11:45

ようこそ、ZOOM句会へ
西村和子の

講師： 西村 和子 7/13（水）
14:00～15:30

講師： 6/15(水) 
14:30～16:00

暦と暮らす～語り継ぎたい
　わたしたちの暮らし～

宇多 喜代子
神野 紗希 

マクラメ作家・QuaGr'e 9090主宰
近藤 マ帆 

①32ピン ②48ピン

凸凹地図の
楽しみ方

アウト
ドア

アウト
ドア

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、

満席の講座は、キャンセル待ちのご登録をいたします。

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。

●このガイドの内容は、2022年5月1日現在のものです。予告なく変更する場合がありますの
で、予めご了承ください。

●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」を確認させていただくことがあります。

お申込み・受講上のご注意お申込み方法 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

◆ご受講の皆さまには、ご自宅から外出される前の検温、および十
分な健康観察の上での参加をお願いしております。

NHK学園 市川 検 索その他の定期講座の情報は、HPをご覧ください。
講座によっては、途中からご受講いただけます。


