C U LT U R E

サ ークル
サロン・ド・グルメ in たん熊北店

彩り豊かな、
京の老舗の味を
たん熊三代目主人

栗栖 正博

受講料 会員 7,020円

鼎泰豊 営業部長 兼 総料理長
日時

/ 一般 7,560円（教材費含む）

会場

京都・高瀬川のほとりに佇む老舗料亭から、三代目ご主人をお招きする特別講座。デモン
ストレーションと盛り付け実習をお楽しみください。ご自分で詰めたお重をお土産としてお持
ち帰りいただきます。※食物アレルギーをお持ちのお客様は、お申し込みの際にお問い合わせください。

福光屋の
日本酒講座
入門編
ききざけし

唎酒師
日時

日時

11月10日（土）

会場

玉川髙島屋Ｓ・Ｃ南館 9Ｆ 鼎泰豊

はじめての
漢方セミナー

千葉 昭子

ニホンドウ漢方ブティック店長

関 千明

10月23日（火）10：30〜12：00
/ 一般 5,940円（教材費含む）

日時

コミュニティクラブたまがわ

会場

けの、初心者の方でも簡単に制作できるボディー用ソー
プ作りです。ソープは2 個お作りいただだけます。実習
で使用したジャスミンエッセンシャルオイルと、ソープ型
はお土産としてお持ち帰りいただけます。

金沢で最も長い歴史と伝統を誇る福光屋。創業から
390 有余年にわたって受け継がれた技を守り、丹念に
酒を醸す純米蔵です。日本酒のさまざまな魅力を試飲
と丁寧な解説とともに楽しんでいただきます。

/ 一般 3,240円

コミュニティクラブたまがわ

漢方の基礎となる五臓・気血水について楽しく学んでいき
ます。今回は冬のトラブル1位である「冷え」の対策も体
質別にわかりやすくお伝えします。ご参加の方には健康茶
をプレゼント。※舌チェックをしますので手鏡をご用意ください。

※ソープ1個は約70ｇです。

ミドルエイジの
安心・快適ライフをサポート

11月17日（土）14：00〜16：00

受講料 会員 2,700円

MPソープを使用したレンジで溶かして型に流し込むだ

コミュニティクラブたまがわ

新しいあなたが見つかる、数時間の特別レッスン。

/ 一般 4,580円（教材費含む）

サロン・ド・ビューティー
in ニホンドウ
漢方ブティック

受講料 会員 5,400円

13：30〜15：00
/ 一般 2,700円

TRI P

※食物アレルギーをお持ちのお客様は、お申し込みの際にお問い合わせください。

生活の木 玉川髙島屋S・C店 店長

受講料 会員 2,160円
会場

栗原 孝利 ほか

魅惑の
ジャスミンソープ
作り

若月 佐恵子

月

台湾に本店を構える世界的に有名な点心料理専門店にて、評判の小龍包づくりを体験。
サイドメニューもお召し上がりいただけます。

甘美に香る
大人の
ラグジュアリー体験

日本酒のいろはを
学べる

月

14：20現地集合）
10月16日（火）14：30〜17：10（※現地集合・解散

受講料 会員 4,040円

玉川髙島屋Ｓ・Ｃ南館11Ｆ たん熊北店

会場

9 3

あつあつの
「小籠包」づくりを体験！

12月5日（水）14：00〜16：00 ※現地集合・解散

日時

2018 2019

サロン・ド・グルメ in 鼎泰豊

さあ︑学びの収穫祭だ︒

玉川髙島屋Ｓ・Ｃ との スペシャル講座

オーストラリア
クイーンズランド州
政府観光局
主催セミナー

リフォーム セミナー

人生を豊かに過ごす
人生を豊かに過ごす
海外ロングステイ
海外ロングステイ
〜ゴールドコース
ト編〜
〜ゴールドコースト編〜

オーストラリア クイーンズランド州政府観光局
オーストラリア クイーンズランド州政府観光局

ミサワリフォームの身体と心にやさしい
「ウェルネスリフォーム」のすすめ

ポール・サマーズ
ポール・サマーズ

2018年10月1日ミサワホームイングは
ミサワリフォームへ変わります。

ミサワホーム株式会社インテリアコーディネーター

日時 10月18日（木）10：30〜12：30
日時 10月18日（木）10：30〜12：30
受講料 会員 1,500円 / 一般 2,040円
受講料 会員 1,500円 / 一般 2,040円 ※ワイン・おつまみ付
オーストラリアの方たちさえも憧れるリゾート地「ゴールドコース
ト」。今、現地ではヘルシーで健康志向を積極的に生活へ取り入れ
オーストラリアの方たちさえも憧れるリゾート地「ゴールドコース
。今、現地ではヘルシーで健康志向を積極的に生活へ取り入れ
る地元シニア層も増えています。
今回は現地の生活をリアルにお伝
ト」
えして、長期滞在のヒントやコツなどのセミナーを開催いたします。
る地元シニア層も増えています。
今回は現地の生活をリアルにお伝
（ワイン、
おつまみ付き）
えして、長期滞在のヒントやコツなどのセミナーを開催いたします。

お住まいの家やマンションに何らかの不満や不安を抱えて
お住まいの家やマンションに何らかの不満や不安を抱えてい
堀越 直美 ほか
いる方が多い現在。
冬の寝室やお風呂が寒い、
段差があっ
る方が多い現在。
冬の寝室やお風呂が寒い、
段差があってつ
てつまづく、
カビや臭いが気になる等々。
もっといきいきと暮
まづく、
カビや臭いがきになる等々。
もっといきいきと暮らしを
日時 ①10月24日（水）②11月14日（水） たのしみたいと思っている方に、
らしをたのしみたいと思っている方に、
カラダ健やか性能＆
カラダ健やか性能＆ココロ豊
各日 10：30〜12：30
ココロ豊かなデザインをご提案を。
ご自宅のリフォーム計画
かなデザインをご提案を。
ご自宅のリフォーム計画をご一緒に
をご一緒に実現してみませんか。
ご希望の方に、
建築士の診
ご希望の方に、
建築士の診断による具
受講料 会員 2,160円 / 一般 3,240円 実現してみませんか。
断による具体的なご自宅のリフォームプランと見積も。
体的なご自宅のリフォームプランと見積も。
（お茶代含む）

秋のスペシャル
インタビュー
少しずつ
涼しくなってきました。

※表示価格は、消費税を含む総額にて表示しております。※掲載の写真は一部イメージです。

入会 案内
お申し込み受付中

予約
お申し込み

入会金

5,400円

（最終受講月の末日より2年間有効）

● タカシマヤクレジットカード会員、S・Cカード会
員、タカシマヤ友の会会員は、受付でご提示いただく
と入会金半 額！（タカシマヤポイントカードは対象
外。）※お支払いは現金の他、各種クレジットカード
がご利用いただけます。※ホームページからのお申し
込みの場合はクレジットカード決済のみとなります。

シニア割＆ジュニア割でお得♪ ※ご来館のお客様に限ります
（65歳以上）
・ジュニア（小学生以下）
シニア

対象

期間

2018 年9月10日（月）〜11月30日（金）

入会・受講のお手続きは､当クラブ受付､
お電話､FAX ､HPがご利用いただけます。

特典

入会金 無料

TEL：03
（3708）
6125
FAX：03
（3700）
4338

アクセスのご案内

※ご入会の際は、ホームページに記載の「入会と受講のご案内」をご一読ください。
受付時間 月曜〜土曜

10:00〜20:00 / 日曜・祝日 10:00〜17:00

※2018年12月28日（金）〜 2019年1月4日（金）はお休みさせていただきます。

ホームページ

Facebook

Twitter

二子玉川駅から徒歩約3分

駐車場のご案内

ご利用時間

受講日には、玉川髙島屋S・Cの駐車場が
3時間無料でご利用いただけます。

9：30 〜23：00

※マロニエコートの駐車場のみ8：30より
ご利用いただけます。
〒158 - 0094東京都世田谷区玉川3-17-1-V-2
玉 川髙島屋 S・C 東 館 4 F
コミュニティクラブたまがわ

全 国 民 間カル チャー事 業 協 議 会 加 盟 【管理・運営】たまがわ生 活 文化 研究所株式会社

サークルの様子やイベント情報を発信しています！
@cctamagawaかコミュニティクラブたまがわで検索！
いいね、フォローをよろしくお願いいたします。
ホームページ

http://www.cctamagawa.co.jp

Facebook https://www.facebook.com/cctamagawa
Twitter

https://twitter.com/cctamagawa

いかがお過ごしですか？

随時
申込受付中
各サークルの申込
締切日は開講日の
7 日前となります。

今回は特別インタビュー号。
講師の方々から
ここだけの話を
お聞きしました。
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いい文章、
いい手紙が
書きたい人に。

手紙を書くこと、
七十二候を学ぶことから始める

片寄斗史子の
文章講座①
手紙を書くように
文章を書く

「伝える言葉」の
勉強をしましょう。
エッセイスト

10月4日（木）10：30〜12：00

受講料 会員 3,564円

片寄 斗史子

みなさんが
ご存知の
有名な曲から
芸術的な曲まで、
私の原点である歌を
楽しくご紹介しようと
思っています。
作曲家

日時

（教材費含む）

手紙には相手がいます。誰かを想定することで文章
は変わります。相手のことを思い考えることが手
紙。思いを言葉にして伝えたい、という人間に与え
られた能力。この「伝える」のレッスンが文章をグン
グン磨くだけか、自分を磨き成長させます。筆記具
は、鉛筆でも万年筆でもパソコンでもＯＫ。

片寄斗史子の
文章講座②
文章は
書きだしが命

日時

青島 広志

11月1日（木）10：30〜12：00

受講料 会員 3,564円
（教材費含む）

撮影場所 ： 松本記念音楽迎賓館Aホール
この秋、コミュニティクラブたまがわと松本記念音楽迎賓館でコラボレーションする音楽講座。

何か、まとまった文章というものを書いてみたい。自分のことや家族のことを、あとで読んでもらえる

講師の青島広志先生と松本記念音楽迎賓館の横田堯館長に音楽講座について対談していただきました。

文章にして残すことができないだろうか。それから、手紙が好き。素敵な手紙の文章が書けるようになり

横田館長●青島先生と言えばオペラやクラシック音楽を思い浮かべる方も

横田館長●そうだったんですね。そんな青島先生の原点の歌のなかでもどの

多いと思うのですが、今回の講座はなぜ歌曲史になったのですか？

ような曲を扱うのでしょうか？

青島先生●講座の題材がなぜ歌曲史かというと、私が初めて音楽に触れたの

青島先生● 作曲家の名前は知らないけれど聞いたことはある、例えば山田
「めだかの学校」などから、もう少し芸術的で私が聞いていただきたい、山田

横田館長●歌の伴奏が青島先生の原点なんですね。

たい。そして、自分が書く文章に自信をもちたい。上手な文章が書けるコツを知りたい。

文章が上達するために、いちばん大事なことは、伝えたいこと、伝えたい思いがあるかどうかです。
誰に何を伝えたいか。それがあってはじめて心に届く文章にまとまります。誰かの心に響く文章が書ける
こと、それがこの講座の目標であり、きっと、誰もがそんな“いい文章”を書けるようになります。

先生だと「かやの木山の」、中田先生だと「結婚」などを紹介します。作曲家の

すことが多く、祖父の形見のオルガンを祖母に勧められ、弾けるようになって

先生の顔を描いたり、みんなで歌ってみたり、ときにはちょっとした裏話を話し

「いきいき」や「毎日が発見」の編集長を務めるようになって、否応なく毎日文章を書く
編集者になり、

いったんです。幼稚園の頃には演奏している曲を、すぐに覚えて弾くことができ

たり。歌曲史を楽しんで知ることができる３回にしたいと思っています。

日々になりました。そして、考えることを重ねなければ、心に伝わる文章にはならないことも学びました。

ました。小学校3年生の頃には、夏休みの宿題で作曲してみたら書けたんです。

横田館長●楽しそうですね。最終日にはここ松本記念音楽迎賓館でコンサート

ですが、その五線紙を母に見せても「ふーん」と言い、天ぷらの油切り紙にされ

と懇親会を開いていただくことになっていますね。
青島先生●3回すべてに歌い手さんをお呼びしますが、3回目はテノール歌手の

合唱曲の伴奏をすることが唯一の楽しみだったんです。初めて書いた曲も歌で

小野勉さんを招いてここでコンサートを行います。懇親会で皆さんとお話でき

したし、歌は私の原点なんです。

るのも楽しみです。この素敵な空間で、お会いできることを楽しみにしています。

取材協力：

コミュニティクラブたまがわ
青島広志の
お話とコンサート

第２ 回
第３ 回

日時

青島 広志
小野 勉

協演：テノール歌手

はずです。
残暑のなかに新秋が感じられる9月、お会いできるころには秋がいっぱいでしょうか。楽しい時間を
ご一緒できますようにと願って、ご参加をお待ちしています。
（片寄斗史子）

松本記念音楽迎賓館 横田 堯 館長

倉本美津留さん
ギター＆
作詞作曲講座

7,020円 / 一般 7,560円

（コンサート・懇親会代・音楽著作権使用料含む）※お茶・お菓子付

テレビでお馴染みの青島広志さんが皆さんの年代に合せて、日本の歌の世界を
コミカルにご紹介します。みんなで歌い、笑った、懐かしい日々を思い出し、長
年にわたって愛される名曲の数々を楽しみましょう！第3回目 12月6日（木）は、
松本記念音楽迎賓館でコンサート＆青島さんとの懇親会もあります！

Ｅテレ「シャキーン！」など企画

倉本 美津留

5, 400円 / 一般 5,940円（音楽著作権使用料含む）

12月6日（木）13：30〜15：00

受講料 会員

あるのみ。わかりやすく具体的に書く。何を書くかは、講座のおしゃべりでもう胸いっぱいになっている

2回で
オリジナル楽曲を作る！

5, 400円 / 一般 5,940円（音楽著作権使用料含む）

11月29日（木）13：30〜15：00

受講料 会員
日時

作曲家

考えるためのテキストは本です。私はその1冊として「二十四節気七十二候」に出合いました。あとは実践

other pickup

松本記念
音楽迎賓館

10月4日（木）13：30〜15：00

受講料 会員
日時

松本記念音楽迎賓館コラボ企画

自然に生きる。自然は素晴らしい師です。それをま
とめたものが「二十四節気七十二候」。この学習を
しましょう。繰り返し 学 ぶ「二十 四 節 気七 十二
候」。この学習だけでも気づく力が高まり、その力
が考える力となって文章を上達させます。筆記具
は、鉛筆でも万年筆でもパソコンでもＯＫ。

片寄斗史子の
文章講座③
さあ実践！
書き始める

だから、講座は「手紙」から始まります。私は特に文章を書くことが好きでも得意でもなかったのですが、

青島先生●そうなんです。私は生まれた時に足が動かず、小さい頃は家で過ご

るような家庭で、音楽をするにはたいへん難しい環境でした。ですから学校で

/ 一般 4,104円

そんな人のための文章講座を、この10月から3回、毎月第1木曜日に開催させていただくことになりま
した。

「赤とんぼ」、中田喜直先生の「ちいさい秋みつけた」
耕筰先生の「からたちの花」

が歌の伴奏ということが大きいです。

第1回

/ 一般 4,104円

日時

・12月8日（土）各日 13：30〜15：00
11月10日（土）

受講料 会員 6,480円 / 一般 7,560円（２回分）
倉 本さんからギターや 作 詞 作 曲のノウハウを学 びます。各 回での
上 達はもちろん、各自のオリジナル楽曲の制作も目指します。

日時

12月6日（木）10：30〜12：00

受講料 会員 3,564円
（教材費含む）

/ 一般 4,104円

手紙でも、誰かに残す自叙伝でもかまいません。
「書き始める」が何より重要です。後日、添削して
お返しいたします。片寄さんの手紙をお土産に差し
上げます。筆記具は、鉛筆でも万年筆でもパソコン
でもＯＫ。

ほかにも、
ハワイとアメリカの学び、続々。
想いを込めて・・・

移り変わるハワイと
その奥にある
ハワイの心を。

クリスマス
セーラーズバレンタイン
〜2回コース〜
日本セーラーズバレンタイン協会

飯室 はつえ
日時

カ・パ・フラ・オ・モアナ主宰

モアナ 羽田

ハワイの昔の音楽は、打楽器をたたいてリズムをとって踊るという祝詞の

ウクレレスクール鶴組主宰

鶴岡 和典

ハワイアンミュージック研究家

鳥山 親雄

例えばハワイの人がワークショップで、こう弾くんだ、こう踊るんだと教えても

現在のハワイでは、ハワイ語で日常生活をしている人は殆どいません。しかし、小

ようなものでした。そこから、悲しい歴史でもありますが欧米の文化が入り、

日本人は分からないと思います。彼らは生まれつきハワイ独特のリズムに触れて

学校から高校まで一貫してハワイ語で学べる学校もあります。例えば皆様ご存知の

メロディが付いて洗練されていきました。フラも含めていろんなことが欧米の

育ち、それが身体に染み付いている。日本人が日本で生まれ育つ中では体験

「Kaimana Hila（カイマナヒラ）」は、ハワイ語は12 文字しかなく「Ｄ」がないので

文化とコラボして、現在のスタイリッシュなハワイができていると思います。

しない縁遠いリズムなわけです。だから僕はどうやって弾いているのか、どう

英語のハパハオレソングはロマンチックなものが多いですが、ハワイ語のフラ

すれば彼らのリズム感覚になれるのか研究し、少しずつ身体の中に入れて

Kaimana（カイマナ）とは Diamond（ダイヤモンド）、ヒラは丘のこと。ハワイ語
「Ｄ」がありません。ダイヤモンド
には母音が 5つ、子音が 7つの12 文字しかなくて、

ソングはその土地や人への愛情にあふれています。家族や国を大切にする昔の

いきました。でも、日本人に教えるのだから、ハワイの人はこうやると言っても

「Ｄ」がないた
ヘッドでは水晶が獲れ、それをダイヤモンドと間違え、
この名が付き、

日本にとても似ていると思うんです。そういうものを鳥山さんに教えてもらい

伝わらない。だから、鳥山さんは日本語でハワイ語を優しく解説して、モアナ

ハワイ語はこのように、文化や歴
め、Kaimana Hila（カイマナヒラ）になりました。

ながら、ちゃんと意味を知って踊ると、よく生徒さんに言われるのですが「嫌な

さんは日本人としてわかりやすく生徒さんに踊りも心も教えるし、僕も日本人

史、土地の美しさを知らないと訳せないことが多くあります。言葉だけではなく曲

ことがあっても先生と会って踊っていると忘れる」、というような幸せで前向き

だから自分がこういう風に学習してきたということを教えられるんだと思い

もそうですが、その背景を知ると、フラの踊り方も、ウクレレの弾き方も変わってく

な気持ちにする力がフラにあると思います。それをなるべくそのまま私は伝えたい

ます。講座では難しいことを詰め込むより、楽しんで演奏するということを

ると思いませんか？ハワイは1820 年まで文字がありません。すべてが口伝。だから

と思っています。踊りの順番だけでなく、歴史や自然を知り、心まで笑顔にする

大切に基礎を教えています。初心者の方も大歓迎。もちろん、フラをやっていて

こそ何が正解ということはありません。一緒にハワイ語の基礎から、歴史、曲の背

いま習っている曲のコードをつけてみたいとか、CDでいいなと思った曲をつま

景などを勉強しましょう。

レッスンです。楽しく、分かりやすく、笑顔で踊れるフラを始めませんか。

ハワイアンスタイルで弾く

簡単ウクレレ教室

ハワイアンフラ
カ・パ・フラ・オ・モアナ主宰
日時

モアナ 羽田ほか

A 10：00〜11：00
○
毎（火）
B 11：00〜12：10
○
C 11：50〜13：00
○
B ・○
C 経験者対象
※○

[ 定期サークル]

10/2スタート

6カ月全23回

A 63,568円 ○
B ・○
C 70,696円
受講料 ○

（教材費・音楽著作権使用料含む）

日時
[ 定期サークル]

ウクレレスクール鶴組主宰

第1・3（火）
19：30〜20：30
10/2スタート

【トライアル】
随時
参加費 2,937円
受講料 33,523円
（1回分／音楽著作
（教材費・音楽著作権使用料含む） 権使用料含む）

6カ月全12回

大地からのマナを受け、ストーリーを感じながら踊るハワイアンフラ。レッスンを重
ねるごとに、心からの笑顔に包まれていきます。途中入会の方は補講サポートいた
しますので、お気軽に始められます。

日時
[ 定期サークル]

受講料

ハワイを
もっと知ろう
1・2
vol．

鶴岡 和典

10/16スタート

3カ月全3回

9,784円（音楽著作権使用料含む）

近年フラを楽しんでいらっしゃる方も増え、フラだけではなく曲をウクレレでも弾い
て歌えたらとても楽しいです！もちろんフラの経験がなくても、初心者の方でも簡
単に弾けるよう指導いたします！まずは1日体験してみてください。※ウクレレをお
持ちの方はご持参ください。お持ちでない方はお貸しいたします。
【トライアル】10月16日（火）16：00〜17：30 参加費 3,585円（音楽著作権使用料含む）

ハワイアンミュージック研究家

日時

10月3日（水）13：30〜15：30

受講料 会員 5,616円

/ 一般 6,156円

（教材費含む）※教材として、書籍「誰でもわかるハ
ワイ語の本」を使用いたします。※教材不要（書籍を
お持ちの方）の場合 会員 4,320円 / 一般 4,860円

初心者にもわかるはじめてハワイ語に触
れる方対象に、ハワイ語の基礎について
学んでみましょう。

ニューヨーク発！

モチーフ編み
秋色スモールトートバッグ
〜２回コース〜
ニットデザイナー / ニューヨーク在住

郷津 由美子
日時

・11月1日（木）10：00〜12：30
10月18日（木）

受講料 会員 11,340円

/ 一般 12,420円（２回分/教材費含む）

ハワイをもっと知ろう vol．
3

鳥山 親雄
ハワイ語を学ぼう

第3（火）16：00〜17：30

アメリカ伝統工芸のシェルアートでつくります。クリスマスプレ
ゼントにも、またお部屋にも飾れる6インチ（約 15 ㎝）のセー
ラーズバレンタインの作品制作をします。

多色のアンゴラ糸を中心に多種のウール糸でモチーフを編みます。
何種類もの糸を使って、単純なモチーフ編みでおしゃれなスモー
ルトートバッグを制作します。お出かけのアクセントにもなる
おしゃれなバッグです。

弾くことができるようになりたい、という方もお待ちしてます。

エレガントに
運動不足解消

・12月13日（木）10：00〜12：00
11月8日（木）

受講料 会員 16,200円 / 一般 17,280円（２回分/教材費含む）

ハワイの神話
火山の女神ペレを知る
ハワイアンミュージックに親しむ
日時

11月7日（水）13：30〜15：30

受講料 会員 4,428円
（教材費含む）

/ 一般 4,968円

フラにはおなじみの曲をセレクトし、その
曲の意味や背景の解説をしつつ、ハワイ
アンミュージックの歴史などについて学んで
みましょう。

文筆家 / ハワイ神話研究家 /
自然療法家

新井 朋子
日時

10月15日（月）13：30〜15：30

受講料 会員 5,940円

/ 一般 6,480円（教材費含む）

ハワイ島は火山活動がさかんで、常に溶岩が流れ出て、島は成長
しています。ハワイの人々が恐れ、崇め、敬意を払っている火山
の女神ペレについて、ハワイでロングセラーの本（全カラー72
ページ）をテキストにして学びます。

学は今最も注目の学問
おとな大
領域
玉川

命を守る、そのために

食事を変えて人生を楽しむスペシャル講座

時間的にも精神的にもかつてないゆとりがあるから、学びたい。

食生活や生活習慣を
見直してがん予防を

そんな方々のために、各分野最前線の教授たちが学びの扉を開きます。
ナグモクリニック総院長、
医学博士、乳腺専門医。

命の食事
〜人生を2倍楽しむ法〜

1955年生まれ。東京慈恵会医科大学卒業後、

ナグモクリニック総院長 / 医学博士

南雲 吉則

日時

11月3日（土・祝）13：30〜15：00

受講料 会員

トップランナーから学ぶ人工知能、脳科学

3,780円 / 一般 4,320円

東京女子医科大学形成外科、癌研究会附属病院外科、
東京慈恵会医科大学第一外科乳腺外来医長を経て、東京、
名古屋、大阪、福岡、札幌にナグモクリニックを開業。
「女性の大切なバストの美容と健康と機能を守る」をモッ
「一日
トーに全国で乳癌手術、乳房再建術を行うかたわら、
一食」「ゴボウ茶」「水シャワー」などの独自の若返りダイ
エット健康法を展開してベストセラー、テレビ出演多数。
近年は、がんから命を救う食事と生活の指導・講演にも力を
注ぐ。
『主治医が見つかる診療所』
、
『バイキング』に出演。
最近では、

山田誠二教授講座

小野田崇教授講座

喜田聡教授講座

AI＝人工知能と

考えるAI＝
人工知能を学ぶ

脳科学を知って
豊かに生きる

賢く付き合う

東京工業大学 特定教授
（社）人工知能学会前会長

青山学院大学
理工学部教授

山田 誠二

小野田 崇

10月14日（日）

日時

日時

幸せな人生のための
賢いＡＩとの付き合い方
受講料 会員 3,000円

子どもにもワンちゃんにも

日時

/ 一般 3,540円（教材費含む）

受講料 会員 3,000円

秋冬を
クリエイティブに
楽しもう

3カ月全3回

10月3日（水）①10：30〜13：00 ②14：00〜16：30 教材費 1,296円
長袖のTシャツを作ります。生地は当日数種類の中からお選びいただけます。

芸術の秋はやってくる！

11月7日（水）①10：30〜13：00 ②14：00〜16：30

教材費 1,404円
トレーナーの生地で暖かいパーカーを作ります。生地は当日数種類の中からお選びいただけます。

12月5日（水）①パーカー 10：30〜13：00 ②ワンピース 14：00〜17：00 教材費 1,404円
クリスマスにピッタリな可愛いデザインのお洋服を作ります。
受講料 16,848円（教材費別途）※１回ごとの参加も可能です。受講料5,940円（１回分／教材費別途）
※サイズは当日調整しますのでピッタリのサイズで作れます！※パターンは貸出です。お持ち帰りや書き
写しはご遠慮下さい。※胴回り55 ㎝以上は540円追加かかります。※お申込み時に、①犬種、②体重、
③首回り・胴回り・着丈（図る場所は画像を参照してください）をお知らせください。

・首まわり 首のつけねを一周した部分
・胴まわり 前足のつけねあたりの
胴の一番太い部分
・着丈
首からシッポの付け根まで
※採寸の時はワンちゃんを水平に立たせて
メジャーはきつすぎないようにご注意ください 。

ｍａｙｕｍｉ

日時

10月17日（水）13：30〜15：30

日時

美味しく
食べて健康に

ハーブボール
マッサージ

リンパマッサージ

受講料 会員 5,400円 / 一般 5,940円
（教材費・テキスト代含む）

いつでもどこでも簡単に出来て嬉しい効果がいっぱ
いのリンパマッサージ。免疫力を高めるポイントをお
伝え致します。※こちらのサークルは「犬同伴」可能です。但し、犬の頭

が隠れるキャリーバッグなどにいれて、当日お越しください。※ヒート中のわん
ちゃんのご参加はご遠慮ください。

11月21日（水）
13：30〜15：30

日時

タイのオーガニックハーブを使ったハーブボールを蒸して温めた
ものでマッサージします。香りに癒やされながら、体の芯まで温
め免疫力を高めるハーブボールマッサージを体験してください。

※ハーブボールはお持ち帰りいただけます。※こちらのサークルは「犬同伴」可能です。
但し、犬の頭が隠れるキャリーバッグなどにいれて、当日お越しください。※ヒート中の
わんちゃんのご参加はご遠慮ください。

仲野 マリ

井関 脩智

星岡主宰

10月2日（火）10：30〜12：30
11月6日（火）10：30〜12：30
3回目 12月4日（火）10：30〜12：30

１回目

フリースドッグ・クリエーター
日時

ＳＩＮＣＯ

11月29日（木）10：00〜12：30

受講料 会員 7,344円

/ 一般 7,884円（教材費含む）

リースから顔を出す愛犬のかわいいお顔を羊毛でつく
りましょう。（フレームサイズ：横15cmｘ縦21cm）※お申込時に愛

犬の写真を提出して下さい。※お名前をスタンプしたリボンのプレゼント。

powerd by :

THEこども寄席

日時

親子

落語家

解説

11月15日（木）10：30〜12：30
11 22

鑑賞会
月 日（木）11：00〜15：30頃（昼の部）
※10月1日（月）以降のキャンセルはご遠慮願います。

※解説・お食事とも椅子席となります。
※１回ごとの参加も可能です。

受講料 会員 28,368円

1回分：会員 11,880円 / 一般 12,420円（懐石料理代含む）

/ 一般 28,908円（2回分/1等席鑑賞券・お弁当代・外出時保険代含む）

※お食事は神田明神下「みやび」の懐石弁当付き（幕間でお席でお召し上がりいただきます。）
※お席はお選びいただけません。２階席となる場合もございます。

歌舞伎のプロフェッショナルによる解説を聴いてから見に行く歌舞伎講座。世界に誇る日
本のエンターテインメント・歌舞伎は、現代の私たちにも共感できる、人間の喜びや悲しみ
を描いた総合芸術です。ちょっとした予備知識を持つと、ぐっと物語が身近でわかりやすく
なります。歌舞伎の1年度の始まりに当たる11月の「吉例顔見世大歌舞伎」を鑑賞します。

12月19日（水）13：30〜15：30

受講料 会員 5,400円
（教材費含む）

/ 一般 5,940円

特別な日のイベントごはんを手作りしてみません
か。手作りが初めての方でも簡単にお作りいただ
けるメニューをご用意します。愛犬と一緒に美味し
いクリスマスを過ごしましょう。
※お作り頂いたお料理はお持ち帰りいただけます。

大人でも、
親子でも楽しめる

こども絵画
とっておき
レッスン

ショウフクテイ ヘイジ

笑福亭瓶二

対象：親子（小学生と保護者）
または大人1名

9月30日（日）11：00〜12：00（10：30開場）

受講料 親子券：2,000円、大人券：1,500円（中学生以上）、
子供券（小学生以下）：700円 ※3歳以下のお子様は無料
小さなお子様から祖父母世代まで、ご家族が一緒に楽しめる落語会です。初心者でも
楽しめるよう落語の所作の解説や小話を交え、落語をきいていただきます。また、お子
様は実際に高座にあがって噺家体験ができます。今回は笑福亭鶴瓶さんを師匠にも
つ、笑福亭瓶二さんによる爆笑落語をお楽しみいただきます。

ミノオカ・リョウスケ
[ 定期サークル]

受講料

こどもたまがわ合唱団
〜ホワイトエンジェル隊〜

親子

対象：小学生

図工作家

図工作家

日時

天使の声で
クリスマス
ソングを

バルサ材でつくる・
楽しむ工作教室

落語いろは寄席

ネコちゃんも
O K！

日時

※写真はイメージです。

対象：小学生

愛犬の
リース
ピクチャー
つくり

/ 一般 3,540円（教材費含む）

歌舞伎ビギナーズも楽しめる
歌舞伎解説＆鑑賞会
〜２回コース〜

古より伝わる日本の良き「しきたり」と、先人が残して ＊10月：日本文化の基礎「陰陽五行と旧
「懐石料理・日本の食の歴
暦」を学び、
くれた「茶の湯文化」を理解して、いかに現代の私達 史」を考える
の生活に生かすかを学ぶ講座です。毎回、食作法と ＊11月：口切りの茶を体験する
＊12月：暮から正月の「しきたり」を知る
共に季節の「和食」を味わいます。

愛犬の
クリスマスごはん

受講料 会員 5,400円 / 一般 5,940円（教材費含む）

受講料 会員 3,000円

演劇・映画ライター/ 歌舞伎講座講師

受講料

温熱療法
いつでもどこでも

脳科学の知識で
日常を豊かに

「歌舞伎座百三十年
吉例顔見世大歌舞伎」

日本の「おもてなし」と
「しきたり」を学ぶ
（立礼式）

2回目

SMILEDOG

10：30〜12：00

/ 一般 3,540円（教材費含む）

魯山人ゆかりの
星岡茶寮
伝統の味「星岡」の懐石料理とともに

日時

愛犬の元気で長生きのために出来ること

10月13日（土）

日本の伝統芸能で人生に彩りを

國岡 ちとせ
10/3スタート

日時

基礎を知って、ずっと楽しむ

chikata（ドッググッズハンドメイドデザイナー）

第1（水） [ 定期サークル]

10月20日（土）
ＡＩがもたらす
社会の変貌を予測する

手づくりを楽しむ

愛犬の服をつくろう！

喜田 聡

13：00〜14：30

10：00〜11：30

がんは『治療』より『予防』の時代です。あなたの大切な人を守るために、今できる食事と生活の方法があります! いま日本で、がんになる
人は2人に1人。がんで亡くなる人は3人に1人。こんな時代にどうすれば命を守れるでしょうか?がんの最大の原因は食生活です。あと数十年
たてば、食事が原因のがんが増えて、全体の半数以上になるのではないかと予測されます。今私たちがとりくむべきことは「食生活を変える
こと」命の食事をはじめましょう!

東京農業大学
生命科学部教授

第1・3（日）11：00〜12：30
10/21スタート

3カ月全5回

16 , 200円 ※ご希望の方にテキストの販売が可能です。
テキスト代別途 4,893円。

今回のとっておきレッスンは、こどもの絵画トレーニン
グにとって最適な手法のひとつである、パピエ・コレ（は
り絵）の技法で、色・形・構図を学びます。楽しみなが
ら、絵の基礎力を身につけてみましょう。

ミノオカ・リョウスケ
日時
[ 定期サークル]

第1・3（日）14：00〜16：00
10/21スタート

3カ月全5回

受講料 親子参加：32,400円

大人1名参加：21,600円（教材費含む）

世界で一番軽い木材のバルサ材を使って、自由な発想
で動物工作を創っていきます。まずは、簡単な形から練
習をはじめて、木工の立体作品を創る楽しさを手軽に味
わってみましょう。

声楽家・ソプラノ / 二期会会員
日時
[ 定期サークル]

河野 陽子

第1・3（土）16：00〜17：30
10/6スタート
3カ月全5回

受講料 会員 7,236円

/ 一般 8,316円

（教材費・音楽著作権使用料含む）

本番は12月23日（日・祝）に、玉川髙島屋S・Cで開催
されるミニコンサート。それに向けて、クリスマスソン
グを練習して舞台へ！※9月29日（土）16：00〜17：00
無料説明会＆体験（事前お申し込み制）

わが街の美術館を味わう

風が涼しくなったら大人の季節到来

今年の秋は、大人の嗜みをはじめよう

桂三四郎プロデュース

ふたこ de らくご
エレガントな布を
楽しむ和子サロン

前田和子サロンセミナー主催 / 「エレガントな布を楽しむ和子サロン」製作教室主催
インテリアコーディネーター

前田 和子

インテリアを彩る
素敵なスツールつくり
日時

日時

※休憩1時間含む

受講料

会員 29,000円 / 一般 29,540円（教材費含む）

居間でも玄関でも重宝するオリジナルデザインのス
ツールを作ります。塗装済みの脚部に高品質クッショ
ン材を乗せるところから始めます。ウィリアム・モリスの
布など高級輸入ファブリックを多めに用意しますのでご
自宅のインテリアに合わせて布をお選びいただくこと
ができます。サイズ W50 D30 H45。1日で仕上げます。

受講料

代表取締役・ジュエリーデザイナー・カラーセラピスト

11月29日（木）・
1月29日（火）

各日 13：30〜15：30
1回分：会員 2,500円 / 一般 3,040円

前編11月29日（木）イギリス フランスのクラッシックな椅子の歴史
約400 枚の写真映像を見ながら
後編1月29日（火）20世紀の名作椅子の数々と現在の魅力ある椅子たち
約400 枚の写真映像を見ながら

受講料 会員 2,160円

日時

モリスは美的ライフスタイルの父。柳宗悦の民芸運動
から雑誌「暮しの手帖」や無印良品まで、暮らしを彩る
アートとクラフトの美学のルーツとなった彼の作品と
恋愛模様のロマンを読み解きます。

3カ月全6回

[ 定期サークル]

11月29日（木）10：00〜12：30
/ 一般 9,288円（教材費含む）

ロンドンで学んだウイリアムモリスの歴史と布のデザイ
ン、パターンを学びながら実際に作品『袱紗』をつくり、
ウィリアムモリスのデザインを感じましょう。当日はボル
ドーカラーで作品を制作します。

受講料

会場

青春は耳元から蘇り唇に帰ってくる

J POP ザ ベストテン！

懐メロ アラカルト

日時
[ 定期サークル]

受講料

歌謡コンシェルジュ /
シンガーソングライター /
ボイストレーナー

渡辺 大地

第4（月）11：00〜12：30
10/22スタート

日時

3カ月全3回

[ 定期サークル]

10,432円（教材費・音楽著作権使用料含む）

受講料

旅立ちの春に、恋に燃えた夏に、
セピア色の
秋に、人肌恋しい冬に、歌はいつのあなたのそ
ばにありました。誰もが知っている名曲たちを
懐かしい音源とピアノ伴奏で楽しく歌いましょ
う。案内人はメジャーデビュー経験あり、現在プ
ロのアーティストへのレッスンやテレビドラマの
歌唱指導など第一線で活躍しているシンガー
ソングライターでボイストレーナーの渡辺大地。

第4（土）11：00〜12：30
10/27スタート

3カ月全3回

10,432円（教材費・音楽著作権使用料含む）

渡邉 五十鈴

幼い頃夢中になったアイドルソング、思春期に
大人たちに背を向けて聞いたあのメロディー、
大人の恋に疲れた夜に一緒に泣いてくれたあ
のアーティストの名曲、もう一度、歌ってみませ
んか？カラオケとピアノ伴奏で丁寧に仕上げま
す。気分はシンガー。あの頃とは全く違った解
釈で、大人のポップスを歌う喜びをご一緒に。

【トライアル】10月22日（月）11：00〜12：30
参加費 3,801円（教材費・音楽著作権使用料含む）

【トライアル】10月27日（土）11：00〜12：30
参加費 3,801円（教材費・音楽著作権使用料含む）

コミュニティクラブたまがわ

受講料 会員 3,240円 / 一般 3,780円
会場

10月7日（日）

15：00〜17：00（14：30開場）
14：00より受付開始・整理券配布

11月14日（水）13：30〜15：00

自由席・定員制

※受講料には美術館の入場料が含まれています。

静嘉堂文庫美術館

受講料 予約 2,500円

/ 当日 2,800円

笑点「若手大喜利」等で活躍中の落語家、桂三四郎さん
がプロデュースする落語会。多彩な出演者とともに二
子玉川を落語の街へと盛り上げます。この機会にぜひ
二子玉川で落語をご堪能ください。※出演予定者は、
林家彦いち、桂三四郎、春風亭正太郎、瀧川あまぐ鯉

国宝 曜変天目を収蔵している美術館が近所にあります。国宝7点を含む約6,500点の東洋美術品と、約20万冊の和漢
「幕末の北方探
古典籍を収蔵している、わが街の美術館『静嘉堂文庫美術館』を味わいませんか。初回の講義では、
「北海道の名付け親」として名の知られる松浦武四郎（2019年春TVドラマ化決定）を取り上げた展覧会の解説
検家」
を聞いて、次回は美術館で実物を見学します。100年の杜に囲まれた自然豊かな庭園もお楽しみいただけます。

誰でも簡単、ひと工夫で
食卓と写真を鮮やかに

10/5スタート

綱渕 礼子

10月20日（土）13:30〜15：30

受講料 会員 3,780円

3カ月全3回

14,580円（教材費含む）

（月）10：00〜13：00
月1 回

個人レッスン1人50分

10/29スタート 3カ月全3回
開催日: 10/29・11/12・12/10
受講料 19,504円 （教材（楽譜コピー代）別途、

[ 定期サークル]

音楽著作権使用料含む）

健康を保てる趣味を始めたい！それならピアノがオスス
メ。講師はピアニストの蔵島由貴氏。メソッドの監修に
は、脳医学の権威で医師・医学博士の東北大学加齢医学
研究所の瀧靖之教授が参加しています。ピアノって脳に効
くの？この年齢からでも弾けるようになるの？・・・大丈夫
です！個人レッスンだから自分のペースでできて安心です。

防災・危機管理アドバイザー

奥 はる奈
日時

食品パッケージやレシピ本の写真を始めテレビや雑誌のお料理
は、なぜあんなに美味しそうに見えるんだろうと思ったことはあり
ませんか？フード撮影では、美味しそうに見せるための特殊なスタ
イリングのコツが色々あり、驚くような裏ワザも。フード撮影におけ
るリアルなスタイリング術をお教えします。普段お料理の写真を撮
影することが好きな方、フード関係のお仕事に興味がある方、ぜひ
一緒に体験しながらスタイリング＆撮影を一緒にたのしみましょう。

日時

10月14日（日）10：00〜12：00

受講料 会員 3,780円

/ 一般 4,320円

アート＆グルメ・
美術館でフレンチを
スマホ撮影のプロに

現代陶芸
「菊池寛実記念 智美術館」
＆ レストラン
「ヴォワ・ラクテ」

スマホ撮影
テクニック＆
加工教室

解説：菊池寛実記念

森 一憲

photo-nana.com写真教室
「setagaya*mama」主宰

1月22日（火）10：30〜12：30

受講料 会員 5,400円

/ 一般 3,780円

「日々の暮らしの先に防災はある」の考え方に基づい
て、日常でできる防災法をご紹介。また、二子玉川駅
周辺の洪水リスク、安全確 保の方法を改めて確認し
ます。非常食にもなるグラノーラバーの試食と、レシピ
のご紹介も。

紅茶専門店ティージュ

日時

奥 はる奈

10月9日（火）13：30〜15：30

受講料 会員 3,240円

魅力的に見えるサラダには方程式があった！“ちぎらない”
サラダから新しいジャンルのサラダまで、目でも美味しい
サラダの秘訣を公開。サラダを主役級の一品に。イン
スタ映えする写真のテクニックもお伝えします。

紅茶の
美味しい淹れ方

蔵島 由貴

日々の暮らしから
考える“防災”

フードデザイナー

/ 一般 4,320円

お家で簡単
ティーレシピ

®

10/13は国際防災の日
−いつもの生活の範囲で
災害へ備えよう！−

“映える”！
主役サラダを
デザインする

フードコーディネーター /
フードスタイリスト / 料理学校講師
日時

第 1（金）10：30〜12:30

脳活ピアノ で
楽しくレッスン

日時

見学

フードスタイリングの
裏ワザ

古代より色は人間と密接な関わりがあり、生活の上でも大き
な役割を果たしてきました。色の意味や特徴を知り、意識し
て日常生活に取り入れることができると、より心豊かな生活
を実感できます。色彩に興味のある方、なりたい自分になる
ために生活に取り入れるべき色を知りたい方、オススメです。

ピアニスト

日時

10月31日（水）13：30〜15：00

料理をおいしそうに見せる

大人こそ、
ピアノを始めましょう！
演歌、歌謡曲、思い出のメロディーをあなたと

桂 三四郎

受講料 会員 2,160円 / 一般 2,700円

講義

貴金属や宝石の素材、石の留め方や製作、販売の知識といった
ジュエリーのデザインを描くための基礎知識を交えながら、楽し
くジュエリーデザインを学ぶサークルです。ステップアップしな
がら進めますので、初めての方でも心配ありません。ジュエリー
の製作や石の研磨、宝石鑑定・鑑別、ジュエリーコーディネー
ターなど、あなたの夢の先にはまた新しい世界が広がります。

日時

受講料 会員 8,748円

/ 一般 2,700円

10/1スタート

32,400円（教材費含む）

代表取締役・ジュエリーデザイナー・カラーセラピスト

国府田 清香

10月13日（土）14：00〜15：30

受講料

落語家

学芸員

日時
日時

株式会社Liveralis リベラリス ジュエリーサロン

Haco Works 主宰

西岡 文彦

[ 定期サークル]

解説：静嘉堂文庫美術館

第1・3（月）10：30〜12:30

カラーセラピストから
色の意味を学ぼう

ウィリアムモリス
歴史と
デザインについて

多摩美術大学教授

日時

渡邉 五十鈴

色彩心理療法

国府田清香の
カルトナージュ

ウィリアムモリスの
魅力と美学

日時

株式会社Liveralis リベラリス ジュエリーサロン

椅子はインテリアにおいて大変重要な役を演じています。
椅子気違いと言ってよいほどの大の椅子好きが沢山の映
像を交えて椅子について語ります。

暮らしのデザイン
美のユートピア
匠のロマン

〜生誕200年記念〜
幕末の北方探検家
松浦武四郎展

あなたも
ジュエリーデザイナー

世界の椅子の
魅力セミナー

10月30日（火）
10：30〜15：30

ジュエリーの
設計図を描く仕事

日時

/ 一般 5,940円（教材費含む）

田村 ナナ子

智美術館 学芸員

11月30日（金）11：00〜14：30 ※現地集合・解散
※11月23日（金）以降のキャンセルはご遠慮願います。

受講料 会員 12,420円 / 一般 12,960円
(美術館入館料・外出保険代・食事代含む ※ワンドリンク付）

11月17日（土）14：00〜16：00

受講料 会員 3,240円

美味しく紅茶を淹れるコツをみなさんと一緒に淹れな
がら楽しく学んでいきます。ミルクティーを中心にお教
えいたします。最後にケーキと一緒にティータイムをお
楽しみ下さい。

日時

川瀬忍 作『青磁香炉』
（撮影：小林庸浩）

港区虎ノ門にある「菊池寛実記念 智美術館」では、青磁作家と
して長く活躍を続ける陶芸家、川瀬忍氏の作陶50周年を記念した
展覧会が開催されています。鑑賞後は、建物内にある美しい庭
園を望むレストラン「ヴォワ・ラクテ」にてコース料理を楽しんで
頂きます。鑑賞後の余韻と共に美味しい料理をご堪能ください。

/ 一般 3,780円（教材費含む）

撮影時のちょっとしたコツや加工方法を覚えると、SNS
映えする写真に仕上がる不思議。どうやって美しく撮っ
て加工するのかを、プロが伝授いたします。

秋の花めぐり
はじめての朗読、
本の楽しみ

音楽療法士が
レクチャー

声がよくなる、
本が好きになる

楽しく覚える呼吸法＆
読み聞かせ

宝塚大学教授 / 劇作家 / 演出家

竹内 一郎
日時
受講料

10月6日（土）・11月3日（土・祝）・
12月1日（土）各日 10：30〜12：30
1回分：会員 3,780円 / 一般 4,320円

美しい日本語で書かれた名作文学を声を出して読んで
みましょう。あまりの気持ち良さに、きっと朗読、読書の
虜になってしまうはず。発声の基礎から丁寧に教えます。
サイン本を参加者全員にプレゼント！

皇居東御苑を訪ねて
〜２回コース〜
元宮内庁庭園課 /
皇居東御苑ガイドリーダー

福田 義子
日時

切らずにつくる
帯結び

平栗 徳雄

日本音楽療法学会認定音楽療法士
絵本読み聞かせマイスター

10月31日（水）14：00〜16：00

受講料 会員 4,104円

一人で美しく
結べるように

/ 一般 4,644円（教材費含む）

ご家庭でも福祉や医療の場にも役立つ、呼吸法と読み
聞かせ。正しい呼吸法で無理をせずに声を出し、読み
聞かせや朗読の方法を学びます。

日時

10月25日（木）13：30〜15：30
2回目：外出 11月8日（木）10：30〜12：00
1回目：講義

※順延の場合は11月15日（木）※現地集合・解散

受講料 会員 2,700円

/ 一般 3,240円

（2回分／教材費・外出保険代含む）※外出時実費各自負担

皇居附属庭園として1968 年開園した皇居東御苑を訪
ねましょう。初回は、皇居、皇室の伝統文化や旧江戸城
の史跡がある園内についてお話しいただきます。そして
2回目は皇居の一角という独特の雰囲気の中で、紅葉
や秋の花々、実を訪ね、自然や歴史を楽しみましょう。

帯工房「遊創」主宰

塩川 潮子ほか
日時

11月9日（金）13：30〜16：30

受講料 会員 4,320円 / 一般 4,860円
（教材費含む）

お手持ちの大切な帯を、切らずにお太鼓の
形に。ご自分で、わずか数分で帯姿になれま
す。柄の出し方から装着方法まで丁寧に学
び、美しい和装スタイルを楽しみましょう。

新年を寿ぐ
お正月飾り

心静かに
仏さまを
描く

松竹梅の
押絵羽子板
日本玩具博物館講師

井上 曜子
日時

12月8日（土）13：30〜15：30

受講料 会員 5,940円 / 一般 6,480円
（教材費含む）

縮緬の布で花、動物、人形など、手のひらサ
イズのかわいい小物を作る伝統的手芸のち
りめん細工。お正月の縁起物の松竹梅、干
支のでんでん太鼓、金銀の水引きなどを組み
合わせて、押絵の羽子板を作ります。

しゃぶつ

写仏

日時

仏画家

天野 たま美

10月11日（木）10：30〜12：30
11月8日（木）10：30〜12：30
3回目 12月13日（木）10：30〜12：30

１回目

2回目

受講料

▲観世音菩薩

▲阿弥陀如来

1回分：会員 3,780円 / 一般 4,320円（教材費含む）

仏画を手本に、写し方・基本線の描き方・写仏する仏さまのこと・作法などを学びながら、
素直な気持ちで御仏と向かい合います。自らの心のうちの仏心を見つめながら静かなひとと
きを過ごします。
阿弥陀三尊図の仏さまを描く。

＜阿弥陀三尊（あみださんぞん）とは、極楽浄土にいる阿弥陀如来とその右脇の観世音
菩薩（かんぜおんぼさつ）、向かって左の勢至菩薩（せいしぼさつ）を描いた図＞

＊10月：第1回目 「観世音菩薩」
＊11月：第2回目 「勢至菩薩」
＊12月：第3回目 「阿弥陀如来」

オリーブオイルソムリエが教える

カリスマ人気サロネーゼ

オリーブオイルを
学ぶセミナー

芸術・伝統工芸・

去年とは違う

野須 有峰

イタリアを
満喫しよう

日時
[ 定期サークル]

聖夜を楽しみたい方へ

月1 回（土）13：30〜15：00
10/13スタート

受講料

19,440円
ドイツのクリスマスを知ろう！
クリスマスの花＆インテリア素敵演出法

11月3日（土・祝）13：30〜15：30

日時

受講料 会員 8,100円

手縫いでつくる

ルネサンス絵画の完成者
カラヴァッジョの思想に迫る

革の小物

ローマの
コンタレッリ礼拝堂装飾

受講料

ayay new york tokyo

逢坂 綾
日時

松浦 弘明

11月6日（火）10：30〜12：00
会員 2,700円 / 一般 3,240円

①10月16日（火）10：30〜12：30 「イタリアンレザーのパスケース」
②11月20日（火）10：30〜12：30 「花の小物」
③12月18日（火）10：00〜16：00 「ファスナー付のパーティークラッチ」

受講料 会員 ① 5,400円② 4,320円③14,040円

ルネサンス絵画様式の完成者カラヴァッジョが最初に手がけた聖堂装飾、ローマのサ
ン・ルイージ聖堂コンタレッリ礼拝堂の「聖マタイ」伝連作における、図像と様式の特徴
をわかりやすく解説していきます。

一般 ①5,940円② 4,860円③14,580円（教材費含む）

手縫いでつくる革の小物。今回は普段づかいできるアイテムを一回ごと完成させていき
ます。※③のみ休憩時間を1時間含みます。

暮らしの中に生きる vol.1

暮らしの中に生きる vol.2

古代ローマ食堂床に
描かれたモザイク

大理石モザイクでつくる
多目的プレート

Studio Mosaico主宰
日時
受講料

クリスマスを
あなた色で 飾ろう

6カ月全6回

開催日: 10/13・11/24・12/22・1/12・2/9・3/9

本当のエクストラバージンオリーブオイルとは？新鮮な美味しいオリーブオイルを皆様に知っていただきます。オリーブオイル
から脂質の大切さ学びましょう。皆様の毎日の健康にお役立て頂くセミナーです。

日時

向坂 留美子

イタリアAIS・AISO認定オリーブオイルソムリエ

食文化

美術史家 / 多摩美術大学教授

Flora Rumi & Ambiente 主宰

向坂留美子の美生活サロン

Studio Mosaico主宰

楢崎 美保子

日時

10月30日（火）10：30〜12：30
会員 3,780円 / 一般 4,320円（教材費含む） ※お茶・お菓子付

モザイクの誕生の歴史から、古代ローマ時代に食堂の床に描かれた食材のモザイクを
テーマに当時の「食」や豊かな暮らしを想像してみましょう。「古代から今の暮らしに生
かせる」をテーマに作り続けてきた、お教室で制作するモザイクのご紹介も致します。

受講料

/ 一般 8,640円（教材費含む）

クリスマスシーズン前に本場ドイツのクリスマスについてたくさんの画像やデモを織り交
ぜ、解説頂く「向坂留美子の美生活サロン」特別編です。意外と知られていないクリスマ
スの常識や素敵なクリスマスを演出する香り、花、インテリアのヒント満載です。ドイツ
流の常緑樹リースの作り方もデモンストレーションして頂きます。ドイツのリースワイヤー
＆リース台、リボンがついてるので気軽にリース作りが始められます！ティータイム付き。

・12月17日（月）各日 14：00〜17：00 ※現地集合・解散
12月16日（日）

日時
受講料

1回分：会員 12,420円 / 一般

12,960円（教材費・外出時保険代含む）

お洒落な暮らしの提案で大人気の講師宅でのクリスマスイベントです！昨年リフォー
ムされ、さらに素敵になったご自宅の解説とともに、ドイツのクリスマスインテリアと
室内楽の生演奏をお楽しみください。パノラマの広がる最上階のラウンジでは、クリ
スマスアレンジ制作、美味しいシュトレンのティータイムと、盛りだくさんの内容です。

1回分：会員 12,960円 / 一般 13,500円（教材費含む）

イタリア直輸入の天然大理石を使って、多目的に使用できる細長いプレートをつくります。ご希望の方は、付属
で無垢木材（ウォールナットまたは、チェリー）アイアンベース（H48.5㎝または65㎝）を注文いただき、テーブ
ルセンターまたは、サイドテーブルに仕上げることもできます。完成作品のお渡しは受講後1〜2週間かかります。

人を惹きつける

フェルメールの
読み方

北欧の魅力に迫る

センスが光る
北欧アートの世界

多摩美術大学教授

西岡 文彦
日時

11月10日（土）14：00〜15：30

受講料 会員 2,160円

/ 一般 2,700円

エドヴァルド・ムンク≪叫び≫ 1910年？
オスロ市立ムンク美術館所蔵

東京都美術館
「ムンク展」にむけて

画家
エドヴァルド・
ムンク

帝京大学教授
群馬県立近代美術館館長

岡部 昌幸

©Munchmuseet

日時
受講料

11月8日（木）・11月22日（木）

北欧のハンドクラフト

たでぬま ひでか
日時

1回分：会員 2 ,700 円
一般 3 , 240 円

ノルウェーを代表する画家エドヴァルド・ムンク
の代表作≪叫び≫などを紹介する展覧会「ムン
ク展ー共鳴する魂の叫び」が東京都美術館（上
。
野公園）で開催されます（10月27日〜1月20日）
ムンクの生涯と作品・ムンク展のみどころを解説
いたします。

ヤマナシヘムスロイド講師
日時

西澤 文子

11月26日（月）13：30〜15：30

受講料 会員 5,940円

/ 一般 6,480円（教材費含む）

暮らしの美しさを大切にする温もりあふれる北欧の手
工芸の中から、クロスステッチ、ホワイトワークなどの
刺繍や上質の材料を使ったスウェーデン織を基礎から
丁寧に学んでいきましょう。※作品のサイズ 6㎝×6㎝

東大法卒、異色のタロット占い師ムンロ王子。1万人以上占い、ananの2018 年下期占
い特集に寄稿するなど、人気急上昇中。今回特別にタロット体験イベントを開催。あな
たの2019年をズバリ占ってもらいましょう。※お一人様5分の占いとさせていただきます。

日時

11月28日（水）13：30〜15：30

受講料 会員 10,800円
（教材費含む）

多肉植物のリース

青柳 恭子

園芸研究家

11月29日（木）10：30〜12：30
（教材費含む）

日時

/ 一般 10,540円

12月8日（土）10：30〜12：30

受講料 会員 7,560円

初めての方でも大丈夫

シルバーアクセサリーの
クリスマスリング

対象：女性限定 お子様は小学3年生～6年生
（小学生は男の子も可）

Chicaco's Sweets Studio主宰

11月20日（火）13：30〜16：00
/ 一般 11,340円（教材費含む）

フランスリボンのローズとマツカサやシナモンなど、冬
の香りのモチーフをリボンで繋いでノエルにピッタリの
吊して飾るフライングリースを作ります。

日時

/ 一般 8,100円（教材費含む）

冬の寒い季節を彩る寄せ植えです。クリスマスが楽しくなる組み合わせで、温かみのある
冬景色をお楽しみください。

クリスマスに飾れる
アイシングクッキー

安藤 れい子
受講料 会員 10,800円

杉井 志織

ミニチュアクッキーでクリスマス

Ribbon & Roses
日時

「混ぜる」
「ダマを作らない」、ムンロ王子に洋菓子作りの基本を科学的に解明しながら分か
りやすく教えていただきます。こんなに簡単なのにびっくりな美味しさ、クリスマスに是非お
試しください。ムンロ王子・・・タロットの不思議な世界についても語らせていただきます。

クリスマスに
楽しむ
寄せ植え

花屋『NOON FLOS』代表

受講料 会員 10,000円

/ 一般 3,040円

「趣味の園芸」で
活躍の講師に学ぶ

紅葉も楽しめる

日時

ムンロ王子

12月15日（土）10：30〜12：30

受講料 会員 2,500円

/ 一般 11,340円

リボンのフライングリース

各日 14：00〜15：40

会員 500円 / 一般 1,040円

ハイブリッド・パフォーマー

安藤れい子の
フレンチリボンクラフト

クロスステッチの
ピンクッション

受講料

ムンロ王子

12月15日（土）13：30〜15：30

フラワーデザイナー / プチクローシュ主宰

人気の多肉植物を使ってかわいいリースを作ります。多肉植物を植える土台からみなさ
「飾る」、に加え「育てる」も楽しめるリースです。是非とも
ん自分で作ります。「作る」、
育てるリースを楽しんでください。

日本美術展史上で最大のフェルメール展がやってきます。傑作ぞろいの出展作品を中心に、印象派の先駆けともなった光
と色彩の魔術を読み解き、画面に描かれた可憐なヒロインの謎とインテリアの秘密に迫ります。

日時

極上のふわふわ
シフォンケーキ

ヨーロッパのテクニックで作るクリスマスリース。数種のユーカリと常緑樹に木ノ実やツ
ル状のベリーを組合せ。
シャビーグリーンにブルーパープルを効かせた、クリスマスの後も
インテリアとして楽しめる香り豊かでシックな仕上がりです。※作品のサイズ 直径３５cm

瞳と宝石の輝き
光の魔術
色彩の秘密

ハイブリッド・パフォーマー

ムンロ王子がつくる

ユーカリとエバーグリーンの
香りのリース

楢崎 美保子

ムンロ王子2019年を占う

リフォーム後のご自宅開催！ クリスマスの美生活サロン！

フレッシュなリースを楽しむ

①11月7日（水）10：30〜12：30
②11月20日（火）10：30〜12：30

ワンコインタロット占い

ジュエリー＆プロダクト

VASARA JAPAN 主宰

新井 知加子

12月15日（土）14：00〜16：00

受講料 大人：会員 5,940円

/ 一般 6,480円
こども：会員 4,644円/ 一般 5,184円（教材費含む）

ミニチュアのアイシングクッキーでクリスマスの小さな
街をつくります。可愛くて美味しいスイーツデコレーショ
ンを楽しくつくりましょう。初心者の方も大歓迎です。

内藤 千尋
日時

12月17日（月）13：30〜16：30

受講料 会員 5,940円

/ 一般 6,480円（教材費含む）

純銀粘土で作るシンプルデザインのクリスマスリング。初めての方
でもその日のうちに素敵なリングに仕上げていただけます。オリジ
ナルのシルバーアクセサリーで貴女の指を美しく輝かせましょう。
※①スノーフレーク・リング ②ヨーロピアンスタンプリング のどちらかをお選びください。

