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お申し込みは 当クラブホームページ、ご来館受付、お電話より2020年7月期受講生募集

6/1 (月 ) 10:00  より受付開始！

電話・来館受付

ホームページでは、24 時間いつでもお申し込み受付可能
5/26 (火 ) 10:00 より受付開始！

ＷＥＢ先行受付 で検索コミュニティクラブたまがわ
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日曜 •祝日 10:00~17:00受付時間
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地中海への旅路
MEDITERRANEAN

Journey to the

　
　人はいつ、旅に出るのでしょう。

　非日常を体験できる、本場グルメを楽しむ、異国の文化や言葉を学べるなど、
人が旅に出る理由は様々です。近年ではヴァーチャルリアリティ、いわゆるVR
の技術によって、実際に現地に行かなくても、まるでその場に出掛けているかの
ような体験が、安価で簡単に手に入る時代になりました。

　五感を通じて得た刺激が、信号として脳に送られ、脳が感じたことが現実とし
て認知される。であれば脳に送られる信号を、たとえすべてVRなどの機械に任
せたとしても、人は現実に起きていることとして知覚するのでしょう。

　このまま技術革新が進めば、旅に出るという概念だけでなく、生きるという意
味さえも大きく変化するかも知れません。脳に直接送られてくる機械信号だけ
で生きていけるのなら、自分は一歩も動かずして、脳内イメージの世界だけに生
きることが可能になります。その利用価値は無限に広がりますが、一方で現実を
しっかり見据えていきたいところでもあります。

　本物の旅に出れば、世界の圧倒的な広さを感じ、時には自分の限界や無力さを
思い知ってまったく新しい価値観を得られることも。それは今まで知らなかっ
た対極にある鮮烈な喜びを、肌で感じることのできる絶好の機会でもあります。
　進化の意味を改めて問われているこの時代に、私たちはこれからどんな旅に
出るのでしょうか。

一日 一日
地中海の魅惑の都市を巡る 人々を魅了する公妃
イスタンブール歴史探訪 モナコグレース公妃の言葉

現代トルコの都市空間を、ローマ、ビザンツ、
オスマン時代の過去の素顔が支えるイスタン
ブール。地中海世界きっての悠久の歴史都市
である街の魅力を、様々な権力と文明の壮大
な交代劇を通じて解説します。

モナコ公妃グレース・ケ
リーの人生とは？女優から
公妃となった人生につい
て、亡くなってから４０年近
く経った今でも世の中の
人 を々虜にする魅力とは何
か。講師執筆の書籍を教
材として、 その内なる美に
ついて語ります。

トルコ研究者/ 作家 /トルコ語専門家
㈱フレア代表取締役野中 恵子 岡部 昭子講　師 講　師

開講日
開講日

3,366円 4,092円3,916円
4,642円

金　額
金　額

9/23(水) 10:30~12:30 9/15(火)13:30~15:00

会員 会員一般
一般

一日
古代ギリシアの美
クレタ文明の遺跡と発掘品の造形美

古代ギリシアの美を探求してみましょう。今回のテーマは「クレタ文明」です。迷宮と言われた
クノッソス宮殿の遺跡に立つと、牛頭の怪人ミノタウロスの神話と伝説がリアルに蘇ります。ク
レタ人の明るい暮らしの造形美あふれる発掘品を画像で鮮明に見ていただきます。古代ギリシ
アの神話とエーゲ海の美を堪能してみませんか。

美術評論家谷岡 清講　師

開講日

2,277円
2,827円

金　額

9/17(木)14:00~16:00

会員

一般

一日
色鮮やかなトルコモザイク
キャンドルホルダーをつくる

オスマントルコ時代に宮廷やモスクに飾られてい
たモザイク柄のトルコモザイクランプ。そのトルコ
モザイクは色鮮やかでエキゾチック。今回はキャン
ドルホルダーをつくりましょう。お好みのカラフル
なビーズとガラスを組み合わせてつくります。
※石膏加工が必要となります。
作品のお渡しは 8月の下旬です。

トルコ文化センター
・ランプ講師 

講　師

開講日

5,236円
5,786円

金　額

7/14(火)10:30~12:30

会員

一般

好奇心の広がる景色を
夏空に描こう



※スケジュールは都合により変更となる場合がございます。詳しくは当クラブホームページサークル一覧より該当サークルのスケジュールをご確認ください。※【トライアル】は、
お一人様 1 回のみのご参加となります。※掲載の写真は一部イメージです。※お申し込みの際には当クラブホームページ「入会と受講のご案内（入会規約）」をご一読ください。

お申し込みは 当クラブホームページ、ご来館受付、お電話より コミュニティクラブたまがわTEL:03(3708)6125 月曜~土曜10:00~20:00
日曜 •祝日 10:00~17:00
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お申し込みは 当クラブホームページ、ご来館受付、お電話より2020年7月期受講生募集 5 / 26 (火 ) 10:00 より受付開始！ＷＥＢ先行受付 6 / 1 (月 ) 10:00  より受付開始！電話・来館受付

一日

一日

一日

一日一日

歴史と食文化を体感！

チーズの楽しみ方を発見！

～ワインの魅力を楽しむ～

ドイツ語圏の国々の生活スタイルと伝統を学ぶHola！ Spanish

気分はヨルダン・ハシミテ王国

地中海を旅するチーズの魅力♪

ワインで巡る地中海の国々

旅で使えるドイツ語スペイン語の日常会話を学ぼう

ヨルダンを中心に、アラブの軽食、ちょっと珍し
い中東のぶどう酒などをいただき、アラビア半島
の複雑な歴史、そして食文化や経済を通して分か
りやすく解説いたします。また、東地中海に位置
する中東から始まり7,000 年以上続くオリーブ
の歴史、製造工程や油とはどういうものなのか、
などについてもお話いたします。※アルコールが
苦手な方はカモミールティーになります。

「エーゲ海の島 で々つくられるギリシャの伝統チーズ
をはじめ、南イタリアの陽気な気候で生まれたチーズ
～フランスの美しい島コルスのチーズ、そして情熱の
国スペインのワイン風味のチーズまで」地中海を旅す
るように、その土地ならではのチーズの魅力をお伝え
いたします。ワインと共に楽しむチーズの地中海ク
ルージング♪ フルーツ等と共に美味しそうに盛り付
けるコツをはじめ、より美味しく楽しむチーズのたし
なみ方をご紹介いたします！

遠い昔、紀元前の時代からワイン貿易の中心地であった
地中海。沿岸にはイタリア、フランス、スペインそしてギリ
シャなどの世界有数のワイン産地が沢山あります。スペイ
ン（カタルーニャ）はフレッシュなスパークリング、イタリ
ア（シチリア）は爽やかな白ワイン、フランス（プロヴァンス）
は避暑地にぴったりのロゼワインなどなど、魅力的なワイ
ンがいっぱいです。そんな地中海の美味しいワインを味わ
いながら数々の銘醸地に想いを巡らせてみませんか。ワイ
ンに合う簡単なオードブルもご用意いたします。ワインの
エピソードや料理とのペアリングなどの話しを聞きながら
楽しいひと時をお過ごしください。どなたでも気軽に参加
できるビギナー向けのワインセミナーです。

ドイツ語は固いというイメージがありますが、約 1億人の人々 が母国語として話している言語です。
そのドイツ語圏には素敵な城や大聖堂など歴史的な価値のある場所や世界遺産などが数多くあ
ります。異文化の人と交流することを通じてこの世界の素晴らしさを体験しましょう。講師はネ
イティブスピーカーではありますが、文法の説明を日本語で行いますので、初心者の方でも気軽に
参加いただけます。

スペイン語圏は 21か国もあります。日常
よく使うスペイン語を学びましょう。初め
ての方でもご参加いただける内容です。

有限会社アラブジャパンインタープライズ代表

世界最優秀フロマジェ 2013
/日本チーズアートフロマジェ協会副理事長
/チーズルーム東京副校長

日本ソムリエ協会シニアソムリエ
/ 田辺由美ワインスクール講師　

※各回、同内容の開催となります。

ドイツ語講師
スペイン語講師

ハミス・ソフィヤーン

村瀬 美幸

三輪 宗博 

ルートウィッヒ バールケアナ パラシオス

講　師

講　師

講　師

講　師講　師

開講日

開講日

開講日

開講日開講日

4,400円

5,566円

6,050円

2,266円2,266円

4,950円

6,116円

6,600円

2,816円2,816円

金　額

金　額

金　額

金　額金　額

①9/4(金)13:30~15:30
②9/5(土)14:00~16:00

9/11(金) 10:30~12:30

9/26(土)17:30~19:00

9/3（木）10：00~11：309/29（火）10：30~12：00

会員

会員

会員

会員会員

一般

一般

一般

一般一般

本館屋上玉川テラス

一日
ナポリ語の発音で
オーソレミオを歌ってみよう

正しいナポリ語の発音でオーソレミオを歌ってみ
ませんか？ナポリ国立サンカルロ歌劇場で活躍し
ていたソプラノ歌手が発声指導いたします。ナポ
リ出身のヤマハアーティストの一流のピアノと共
に楽しく歌いましょう。

イタリア語講師 / 声楽家

ピアニスト/ 作曲家

角南 有紀

ALBERTO PIZZO
( アルベルト・ピッツォ)

講　師

開講日

3,740 円金　額

7/11(土)13:30~15:00

本館屋上玉川テラス会　場

会　場

一日
イタリア旅行気分を味わう
レストランの楽しみ方♪

イタリア語に興味はあるけれど不
安な方、クラスメイトと楽しみな
がらレッスンを受けたい方。イタ
リアンレストランに行ったら、店員
さんが全員イタリア人だった！どう
する？！日本でイタリア人と出会っ
た！何か話しかけてみたい…どう
する？イタリア人ゲストを迎え疑似
体験しましょう。※お菓子付き。

イタリア語講師 / 声楽家
角南 有紀講　師

開講日

4,180 円金　額

7/6(月)10:30～12:00

本館屋上玉川テラス会　場

一世紀以上の歴史ある宝塚歌劇団、
その舞台を彩ってこられた元タカラ
ジェンヌの方 を々毎月ゲストにお迎え
し、歌やトークを通して宝塚の魅力を
お楽しみいただきます。ティータイム
もご一緒に。

タカラヅカ狂想曲著者

入江薫の音楽を愛する会代表 / 声楽家

赤岩 友美子

佐藤 友里子

毎月第3日曜日13:30~15:30

17,688円3カ月全 3回

開講日

金　額

講　師

7/19(日 )ゲスト：風 さやか 
8/16(日 )ゲスト：寿 ひずる
9/20(日 )ゲスト：大原 ますみ　　　

定期 夢の宝塚サロン

1回ごとの申し込み参加費 7,326円

7月
風 さやか

8月
寿 ひずる

9月
大原 ますみ

私たちが花をいけてきた大本には、
日本人の自然に対する信仰がありま
す。しかし、一木一草一花に宿る美
を「カミ」として奉っただけでなく、
身近かな暮らしに取り入れることで、
豊かな「花」の美と文化を育んでき
ました。この講座では、花の歴史や
形式の誕生などの幅広い話しを交え
ながら、季節に応じた軸やうつわな
どの室礼と共に、四季折々の花をい
けていきます。

定期
川瀬敏郎・初心者講座
四季折々の花の美を伝える

花人川瀬 敏郎 指定土曜日 13:00~16:30

54,164円1カ年全 4回
(7/11・10/10・2021/1/30・3/13)

開講日

金　額

講　師

※インターネットからのお申し込みを受け付けておりませんので、お電話にてお問い合わせください。
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6 /1 (月 ) 10:00  より受付開始！

電話・来館受付

ホームページでは、24 時間いつでもお申し込み受付可能
5/26 (火 ) 10:00 より受付開始！

ＷＥＢ先行受付 で検索コミュニティクラブたまがわ

TEL:03(3708)6125 月曜 ~土曜 10:00~20:00
日曜 •祝日 10:00~17:00受付時間
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特別サークル
「美」を感じられる人気サークル。
美しさを感じで、心に栄養と潤いを。Summer Special

一日 ソウタシエでつくる
エレガントな「ロドニーネックレス」

「ソウタシエ」とはフランス語
でへり飾り用の平紐を意味
し、ヨーロッパ貴族の装飾
として重宝された伝統的な
コードです。チェコビーズや
クリスタルビーズを縫い合せ
てソウタシエジュエリーを制
作します。

コスチュームジュエリー【Atelier54 *koshi】主宰
腰本 優子講　師

開講日

6,116円
6,666円

金　額

7/3(金)13:30~15:30

会員

一般

※お申し込み時に、①ネイビー系、②レッ
ド系のいずれかをお選びください。

一日
シャンパンがある豊かな生活を
素敵なシャンパンライフ♪

他の地域とは一線を画すシャンパーニュ
地方のワイン。宝石のような泡の魅力に
誰もが幸せな表情になります。そんなシャ
ンパンのこと、もっと深く知りたいと思い
ませんか？ブドウの品種や栽培地区、アッ
サンブラージュとは？ドサージュとは？ 味
わいの違いはなぜ？シャンパーニュ騎士団
オフィシエのタイトルを持つ君嶋哲至が実
際に味わいながら皆さまに丁寧に解説い
たします。

株式会社横浜君嶋屋　代表取締役社長
君嶋 哲至講　師

開講日

6,765円
7,315円

金　額

9/2(水)13:30~15:00

会員

一般

サマーランゲージ
異文化と語り合う
それは最高に贅沢なひとときSummer Language

エレガントサマー
知っていたつもりのヨーロッパ
学べばもっと好きになるElegant Summer



※スケジュールは都合により変更となる場合がございます。詳しくは当クラブホームページサークル一覧より該当サークルのスケジュールをご確認ください。※【トライアル】は、
お一人様 1 回のみのご参加となります。※掲載の写真は一部イメージです。※お申し込みの際には当クラブホームページ「入会と受講のご案内（入会規約）」をご一読ください。

お申し込みは 当クラブホームページ、ご来館受付、お電話より コミュニティクラブたまがわTEL:03(3708)6125 月曜~土曜10:00~20:00
日曜 •祝日 10:00~17:00
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心を解放する

サークル

繊細な手芸を楽しむ

ハーダンガー刺繍の基本を1 つずつおさえながら、月1 回
のペースで作品を制作いたします。織り糸を数えてカット後
かがりの模様を入れるハーダンガーの醍醐味をお楽しみくだ
さい。個人のペースで作品を制作できます。

定期 ハーダンガー刺繍

hilo 刺繍教室主宰御園 二葉

毎月第1 火曜日13:30~16:00

13,398円3カ月全3回

開講日

金　額

講　師

(7/7・8/4・9/1)

(教材費別途)

こだわりの天然石とパールでつくる

上質な天然石や約 10 ｍｍ～13 ｍｍのバロックパール、フラ
ンス仕入れのパーツを用い、ネックレス、ブローチ、ピアス（イ
ヤリング）のセットをつくります。基本から応用まで、さまざ
まなプロのテクニックを伝授いたします。

定期 エレガントジュエリーⅠ

天然石アクセサリーデザイナー
加山 忠則

指定水曜日13:30~15:30

38,698円3カ月全3回

開講日

金　額

講　師

(7/15・9/16・9/30）

(初回教材費含む)

お申し込みは 当クラブホームページ、ご来館受付、お電話より2020年7月期受講生募集 5 / 26 (火 ) 10:00 より受付開始！ＷＥＢ先行受付 6 / 1 (月 ) 10:00  より受付開始！電話・来館受付

名門私立小学校受験のための

お決まりのトレーニングで描いた絵や工作は、魅力的でしょうか？お子さま一人ひ
とりの自由な発想が大切です。それは身体を介した体験活動から生まれます。お
子さまの五感を刺激し、その感動から生まれる魅力的な作品づくりを目指します。

定期 こどものアトリエ【対象】年少～年長  母子分離

【絵画クラス】 【工作クラス】

毎月指定水曜日16:30~17:10

23,496円3カ月全6回

開講日

金　額

(7/1・7/8・7/22・8/26
・9/9・9/23)

(7/1・7/8・7/22・8/26
・9/9・9/23)

毎月指定水曜日17:20~18:00

27,456円3カ月全6回

開講日

金　額

7/1(水)参加費4,246円 7/1(水)参加費4,906円【トライアル】 【トライアル】

講　師

アトリエ Solスクール代表
伊藤  ハル伽

フュージングの技法でつくる

電気炉でガラスを溶かすフュージングという技法をつかって、オ
リジナルのジュエリーをつくりましょう。今回は棒ガラスを使っ
てミルフィオリ、また、板ガラスをカットして銀箔を貼ったり、
デカルケ ( 模様を焼成 )をします。これからの季節に大活躍の
ジュエリーです。

定期 ガラスジュエリー

アトリエアキ主宰
岡本 明子

毎月第3金曜日10:30~12:30

23,078円3カ月全3回

開講日

金　額

講　師

(7/17・8/21・9/18)

(初回教材費含む・道具代別途)

※「フェルト刺しゅうの花図鑑」(日本ヴォーグ社)をテキストとして使用の為お持ちください。

PieniSieni の刺しゅう枠を使わない

刺しゅう枠不要の立体刺しゅう。フェルトを土台としワイヤー入れが簡単
で、ワイヤー不要の作品もあり、少ない道具で始められます。最初は基
本技法でバラを作成し、完成後はアクセサリーとして楽しむことも可能で
す。本講座はPieniSieni 監修日本フェルタート®協会直轄認定講座です。

定期 オフフープ®立体刺しゅう

日本フェルタート®️協会準講師
千葉 晴美
PieniSieni 監修

毎月第3火曜日13:30~16:00

15,048円3カ月全3回

開講日

金　額

講　師

(7/21・8/18・9/15)

鉛筆で描くモノトーンの立体に見える世界

鉛筆という身近な画材を使い、まるでモノクロ写真のように
スーパーリアルな絵を描いてみましょう。鉛筆デッサンとはま
た違った趣向の表現を習得したら、更に次のステップに進む
ことも可能です。

定期 「スーパーリアル鉛筆画」

毎月第2・4木曜日10:30~12:30

19,580円3カ月全5回

開講日

金　額

画家 / 絵本作家
竹内 通雅講　師

(7/9・7/23・8/27・9/10・9/24)

7/9(木)・7/23(木)参加費  各回 4,246 円【トライアル】

通訳 / 美術・英語字幕翻訳家 / 大学講師
小野寺 和子

映画は生きた英会話表現の宝庫

映画は、生きた英会話を学ぶ最強ツールのひとつ。すぐ使え
る英会話やフレーズを印象深い映画の各シーンとともに学びま
す。素敵な表現、ファッション、インテリア、時代背景など異
文化を学べます。講師オリジナルのテキストを使用します。

定期 スクリーンイングリッシュ 
【レベル：初級～中級】

毎月第2・4水曜日14:00~15:30

21,626円3カ月全6回

開講日

金　額

講　師

（7/8・7/22・8/12・8/26・9/9・9/23）

随時 参加費 3,795円【トライアル】

英語で語る日本

国際スポーツ大会やイベント、和食の世界遺産登録など外国人観光客の膨大な増加が見込まれる昨今。この時
代だからこそ日本文化の発信能力を高めボランティア英語通訳を目指しましょう。テキスト：初級 MACMILLAN 
LANGUAGEHOUSE「THIS IS JAPAN」・中級英宝社『Let's Introduce Japanese Culture!』を使用

定期 ボランティア英語通訳

【レベル：初級】 【レベル：中級】

毎月第2・4火曜日10:00~11:30

20,196円3カ月全6回

開講日

金　額

(7/14・7/28・8/11
・8/25・9/8・9/22)

(7/14・7/28・8/11
・8/25・9/8・9/22)

毎月第2・4火曜日14:00~15:30

20,196円3カ月全6回

開講日

金　額

随時 参加費 3,795円 随時 参加費 3,795円【トライアル】 【トライアル】

（テキスト代別途） （テキスト代別途）

講　師

通訳 / 美術・英語字幕翻訳家 / 大学講師
小野寺 和子

人生がもっと楽しくなる

イタリア語は「チャオ！」だけで全ての挨拶ができてしまう？
とても気楽なのに、愛情深い言語「イタリア語」。イタリア
語ならどんな台詞も言えちゃうかも？！旅・日常会話、料理、
音楽、映画など身近な題材を表現し、イタリア人をゲストに
迎え実践に生かします。

定期 旅するイタリア語会話 
【レベル：初級】

毎月第2・4月曜日10:00~11:30

20,790円3カ月全6回

開講日

金　額

(7/13・7/27・8/10
・8/24・9/14・9/28)

ナポリ出身の世界的ピアニストと共に

カンツォーネをナポリ語の発音で歌ってみませんか？ヤマハアーティス
ト講師のピアノも楽しめます。曲の内容、歌詞、ナポリ方言の発音・
表現法を学び、一流のピアノと共に楽しく歌いましょう。ナポリ国立
サンカルロ歌劇場で活躍していたソプラノ歌手が発声の指導もします。

定期 ナポリのカンツォーネを
歌おう

ピアニスト/ 作曲家
ALBERTO PIZZO (アルベルト・ピッツォ)

講　師

毎月第4土曜日12:00~13:30

10,527円3カ月全3回

開講日

金　額

（7/25・8/22・9/26）

講　師

イタリア語講師 / 声楽家
イタリア語講師 / 声楽家角南 有紀 角南 有紀

一緒に読もう

詩人の新川和江に師事した講師 3 人と、毎月、様 な々作品を読みながら語り
合いましょう。初めて詩にふれる方も大歓迎です。詩の読み方に正解はない
ので、皆様で楽しみながら詩の世界・言葉の世界を味わうことができます。

定期 新川和江の詩の世界

詩人

詩人

詩人宮本 智子
水谷 有美
壱岐 梢

講　師

毎月第3 月曜日13:30~15:30

10,758円3カ月全3回

開講日

金　額

(7/20・8/17・9/28)

7/20(月) 参加費3,916 円

ゆ　み

い　き こずえ

ハルキ文庫 銀の鈴社

日本の伝統文化を楽しむ

正方形の1枚の紙から果てしない造形が生まれるおりがみの魅
力。華やかな折り紙を使って、基本の折り方や名前を覚えながら、
最初は「鶴」を折り、鶴の数々のバリエーションへ進みましょう。
おりがみを折ることは脳の活性化にもよいと言われています。

定期 暮らしを彩る「おりがみ」

毎月第3水曜日14:00~15:30

10,263円3カ月全3回

開講日

金　額

おりがみ会館館長

おりがみ会館講師

小林 一夫 監修
岩田ワレス 奈穂子

講　師

(7/15・8/19・9/16)

7/15(水)参加費4,961円【トライアル】【トライアル】

(初回教材費含む)

※但し、9月は第4月曜日に開催いたします。

※但し、8月は第4木曜日に開催いたします。

言葉を使わずに

アニマルコミュニケーションは、決して特別なことではありません。
ペットが飼い主へ日々発信していることに気づいて、理解するこ
とです。アニマルコミュニケーションを学んで、ペットと楽しくコ
ミュニケーションしましょう！

定期 ペットとコミュニケーション

ペットスマイルクリエイター
/ 合同会社 MOCO MOON 代表

こもだ ゆみこ

毎月第3日曜日13:30~15:00

15,048円3カ月全3回

開講日

金　額

講　師

(7/19・8/16・9/20)

【1回ごと】随時 参加費5,346円

講　師

～入門から実践まで～
定期 大人のための

プログラミング

子ども向けプログラミング教育家
/OtOMO 代表

倉本 大資

大人だってプログラミングを楽しみたい。子どもたちが広く使っ
ている Scratch 等の入門言語を使って未経験の方から、元々
お好きな方まで楽しみながら取り組みます。お子様との交流
のきっかけにも最適です。

毎月第2火曜日10:30~12:30

10,098円3カ月全3回

開講日

金　額

（7/14・8/11・9/8）

好奇心のアンテナを立てていると、本屋さん
に並んでいる大量の本の中で、その時に自分
が必要な本がどこか光って見えると言います。
なぜか心惹かれるサークルタイトルがあれ
ば、もしかしたら頭で考えるより先に、心
が求めているものがあるのかも知れません。
気になったらともかく動いてみる。これが
彩り豊かな人生を過ごす秘訣です♪

一日

一日一日

一日

一日

短期

一日

今宵は満月 “Buck Moon” の日

発酵学の第一人者、小泉武夫博士の「発酵の学校」南の島ビーチに思いをはせて

悉皆をまなぶ

無農薬のビワの葉エキスを使って

Wire Bijou Coquette.715

元タカラジェンヌによる
一日

初めてでも道具不要で描ける
日本画で楽しむ「夏」～「初秋」

満月＆新月の塩を使った
バスソルトづくり

【特別講座】世界に誇る日本の発酵文化「潮風」を感じる水彩画

着物の保管とお手入れ

使い勝手抜群の
クリーム＆ジェルづくり　　

ウォレットバッグをつくる (2 回コース )

心と身体を動かす 美的食ライフ

「夏」から「初秋」を感じる花 を々描く講座です。描くことで、これから咲く
姿や花々 の色など見え方が変わり、また一つ視野の広がりができると思いま
す。色紙やちょっとした日常の小物に夏や秋を描くひと時です。初めての方
でも、お道具をお持ちでなくてもご参加いただけます。7月は、朝顔、桔梗、
水流に水草（暑中見舞い葉書用）、9月は萩、コスモス、竜胆などを描きます。

パワースポットとして名高い沖縄県宮古島の塩を
使い、バスソルトをつくりましょう。塩はデトック
ス作用が高まる満月の日と、パワーチャージがで
きる新月の日の海水を使ってつくられたもの。2 種
類の塩を使って、お好みのアロマオイルや無農薬
栽培の花をブレンドします。満月？新月？気分はど
ちら？とっておきの美容タイムを楽しみましょう。

日本の食文化を語る上で、切り離すことのできない「発酵食品」。味噌、醤油、味醂、酢、鰹節、漬物、
清酒など、発酵食品がないと和食は成立しません。私たちの食文化を支えている発酵食品の歴史や
機能性などを、笑いを交えながら楽しく学んでいただけます。日本の発酵学の権威である小泉武夫博
士による特別講座です。

色づくりの基本を学び、透明水彩なら
ではの柔らかなタッチで「南の島ビーチ」
を描きましょう。潮風に乗って、寄せて
は引く波の音が聞こえてくるような海の
絵を描いてみませんか？

きもの工房扇屋の 20 年続く人気教室。着物初心者から
毎日着られる方まで、知って得する情報がいっぱい。シミ
を付けてしまった際の応急処置、正しい保管方法、着用
後のメンテナンスなど、実演を交えてお伝えします。

ビワの葉エキスは、お釈迦様の時代から万能
薬として使われてきたものです。インドの古い
仏典の中に、ビワは大変優れた薬効を持ち生
きとし生けるものの万病を治す植物として登場
します。そのエキスを使って、使い勝手抜群の
クリームと夏場にぴったりのジェルをつくりま
しょう。

初心者の方でも簡単で、とても美しいウォレットバッグが完成します。オリジナルの教材を
使い、お好きな色でつくるオンリーワンバッグは、軽くて機能的なことも嬉しいですね。

数々の舞台で活躍した元宝塚歌劇団男役スターの講師が、日々
の食生活による美と健康の秘訣をご提案。「栄養・運動・休養」
のバランスの中で、「食」は生きるための軸であり「身を守る術」
です。栄養学や薬膳の中から、誰もがすぐ取り入れられるエッ
センスや、旬の食材を使った簡単レシピもご紹介。清く正しく
美しく、健やかな心身を保つための時間をお過ごしください。

虚心会主宰

※1回ごとのお申し込みで承ります。

一般社団法人日本ソルトコーディネーター協会代表理事

東京農業大学名誉教授 / 発酵学者/ 文筆家

洋画家 /Atelier Nana 主宰

きもの工房扇屋代表 / 東京都知事賞受賞 / 職業訓練指導員
/一級染色補正技能士の国家資格を持つ着物の修復家

(休憩時間を1時間含む)

(道具代別途)

臨床心理士 /ほっとスペース KIRAKU 主宰

Wire Bijou Coquette.715 認定講師

元タカラジェンヌ
/ 美的食ライフアドバイザー

太田 慧香

青山 志穂

小泉 武夫松尾 直子

家田 貴之

陸川 祐有加

佐藤 厚子

友麻 夏希
講　師

講　師

講　師講　師

講　師

講　師

講　師

講　師

開講日

開講日

開講日
開講日

開講日

開講日

開講日

開講日

7,766円

5,896円

3,696円6,666円

4,400円

4,466円

14,817円

5,016円
8,316円

6,446円

7,216円

4,950円

5,016円

15,917円

5,566円金　額

金　額

金　額金　額

金　額

金　額

金　額

金　額

①7/4（土）10:30 ~13:30
②9/5（土）10:30 ~13:30

7/5(日)13:30~15:00

7/25(土) 13：00~14：30
7/19(日) 10：30~15：30

9/12(土)10:00~12:00

7/4(土)13:30~15:30

7/14(火)13:30~16:00
7/28(火)13:30~16:00

9/27(日)10:30~12:00

会員

会員

会員

会員

会員

会員

会員
一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

※お申し込み時に、①ホワイト、②レッド、③ゴールドのいずれかをお選びください。

16free yourself

重要文化財「落葉」(右隻 )菱田春草 明治 42年 (1909) 永青文庫蔵重要文化財「黒き猫」菱田春草 明治 43年 (1910) 永青文庫蔵

©中西裕人

［セブンアカデミーと永青文庫共催］財団設立 70 周年を記念して、
細川家の伝来品やそれにまつわる逸話など、永青文庫が所蔵する作
品の見どころについてお話しします。

一日

特別鑑賞会付き 

※日程が変更になる場合がございます。

細川護熙さんが語る
細川家 美と戦いの 700 年

公益財団法人永青文庫 理事長

公益財団法人永青文庫 副館長

細川 護熙
橋本 麻里
9/11(金 )13:00~14:30

4,950円 5,830円会員 一般

開講日

金　額

講　師

日本女子大学　新泉山館
1階 大会議室

会　場

共同企画

チャレンジの夏
手を動かすことで、心が整います。
始めてみましょう、オススメの夏講座。Summer Challenge



つり雛とちりめん細工

アメリカントールペインティング

愛犬の服をつくる

フレンチリボンクラフト

第2・4水曜日13:30~15:30

第3木曜日10:00~12:30

第1木曜日13:30~16:30

第3火曜日13:30~16:00

田沢 千代子
酒井 晴美

小島 百合子

星川 優香
羽田 美香

安藤 れい子

つり雛工房講師
つり雛工房講師

日本デコラティブペインティング協会会員

ドッグ・ポーズ主宰

Ribbons & Roses 主宰

見

見

見

木彫・鎌倉彫

指定金曜日10:30~12:30
岩澤 健吾 鎌倉彫教授会「刀彩会」主宰

/ 工房「彩」主宰

見

ボタニカルアート

第1・3金曜日14:00~16:00
長谷川 憲子 植物画家

見

木のオブヂェアクセサリー

樹脂粘土工芸「花実アート」

ナンタケットバスケット

セーラーズバレンタインサロン

心をみがく仏像彫刻

はじめての仏像彫刻

組紐サロン

日本の伝統～金継ぎ～

ワンストローク・ペイント

気軽にフランス額装

現代根付彫刻入門

イタリア大理石モザイク工房

役に立つ製本講座

第2火曜日13:30~16:00

指定火曜日10:30~16:30

②第4火曜日13:30~15:30
①第1・3月曜日10:30~12:30

第2・4木曜日13:30~15:30

第1月曜日13:30~15:30

第2日曜日13:30~15:30

①第1・3金曜日10:30~12:30
②第2・4金曜日10:30~12:30

①第2月曜日13:30~15:30
②第1木曜日13:30~15:30
③第4金曜日13:30~15:30

第1金曜日10:30~12:30

A 第1水曜日 10:30~12:30
B 第1水曜日 13:30~15:30

第1・3土曜日10:15~12:45

A 第2・4月曜日 10:15~12:45
B 第2・4月曜日13:30~16:00
C第1・3土曜日 14:00~16:30

第1・3金曜日10:00~12:00

上條 宜子

牛嶋 君子

関根 恵子

飯室 はつえ

大和 宗雲
大和 健

徳澤 紫

伊藤 和江

谷野 夏江

吉川 澄江
小笠原 よしえ監修

駒田 柳之

楢崎 美保子

岡野 暢夫

不思木工場主宰

樹脂粘土工芸「花実アート」主宰

バスケット作家

日本セーラーズバレンタイン協会代表

宗雲仏像彫刻研究所代表
宗雲仏像彫刻研究所専任講師

有職組紐道明

「Kuh」金継ぎ工房主宰

クラフト・アイビー主宰

「アトリエ YO」講師

小笠原よしえ額装教室「アトリエYO」主宰

現代根付作家

Studio Mosaico 主宰

製本工房リーブル主宰

見

見

見

見

見

見

見

見
T

見
T

見
T

T

見
T

見
T

2 回
火曜のみ

大和 宗雲監修
大和 健

宗雲仏像彫刻研究所代表
宗雲仏像彫刻研究所専任講師

ゆかり

りゅうし

手芸

工芸

四季の茶花

第1火曜日10:15~12:15

岩田 宗玹
岩田 宗玖
熊木 宗陽
吉澤 宗広

東茶古典セミナー主宰 / 茶花・茶道研究家
茶花・茶道研究家
茶花・茶道研究家
茶花・茶道研究家 見

T

水を味方に水彩画を描こう

パステルと水彩

日曜絵画教室

グラスリッツェン

シルクスクリーン

現代美術ミクスドメディア【経験者対象】

雅な日本画サロン

はじめての透明水彩画

自由な画材で描くアトリエ

“脳が目ざめる”アート塾

水彩・パステル・油絵にチャレンジ

油絵Ⅰ【内山クラス】

水彩画サラット塾

第1・3土曜日10:30~12:30

指定水曜日10:00~12:30

第2・4日曜日10:00~12:30

第1・3水曜日13:30~15:00

第2・4土曜日10:30~15:00

第1・3土曜日10:30~15:00

第1・3金曜日13:30~16:30

第1・3月曜日13:30~15:30

第2・4木曜日10:00~12:30

第4土曜日10:30~12:30

毎火曜日14:00~16:00

第2・4火曜日10:00~12:30

第1・3金曜日13:30~15:30

青木 裕幸

乙丸 哲延

乙丸 哲延

持田 小百合

天野 純治

太田 慧香
三毛 あんり

永田 由利子

宮田 翁輔

市丸 洋子

鶴見 雅夫
小野 仁良

内山 懋

大谷 博洋

元女子美術大学非常勤講師 / イラストレーター

独立美術協会会員

独立美術協会会員

グラスグラヴィール主宰 /NGR 理事

※美術・アートはカリキュラ
ム内容により見学が出来な
い場合もございます。

美術家 / 版画家 / 多摩美術大学客員教授

虚心会主宰

講師補佐

新制作協会会員

二紀会委員

ＮＰＯ法人日本臨床美術協会認定臨床美術士

新制作協会会員 / 多摩美術大学名誉教授

新制作協会会員

画家

イラストレーター / デザイナー

見

見

見

見

見

見

見

見

見

T

見
T

見
T

見
T

T

T

見
T

T

画材を楽しむアトリエ

第1・3水曜日13:30~15:30
中尾 直貴 画家

見
T

T

2 回
日程指定

デコラティブアレンジメント

ステンドグラス

欧風の木彫り

第1火曜日10:30~12:30

第1・3木曜日10:00~12:30

第1・3木曜日10:30~12:30

森脇 深雪

李 奉淑

重野 純子

デコラティブミユキスタジオ主宰

グラスアーティスト

「樹の会」主宰

見

見

見
T

り  　ぼんす

天野 純治 美術家 / 版画家 / 多摩美術大学客員教授

おうすけ

すいこう

つとむ

美術・アート

水彩風景スケッチ ペン彩画を楽しむ

第2月曜日10:00~12:30

佐藤 久美子
五十嵐 吉彦監修

日本スケッチ画会会員 / 水陽会認定講師
日本スケッチ画会会長 / 水陽会会長

T
外

はじめての篆刻

第3水曜日14:00~16:00
吉永 隆山 元女子美術大学講師 / 毎日書道展審査会員

てんこく

見
1回

ミセスのための麻雀講座【実践クラス】

毎月曜日13:30~15:30

土居 美智子　　　　　　　
山下 泰子
岡野 マヤ

日本麻雀道連盟師範

日本麻雀道連盟専任講師　
日本麻雀道連盟専任講師

見

メンタル＆フィジカルトレーニング

すみれ体操

第4金曜日19:00～20:30

第4土曜日13:30~15:30

市川 雄三

平 みち

プロゴルファー

元宝塚雪組男役トップスター

見

健康・自分磨き

初回 A のみ

iPad・iPhoneを使いこなしたいあなたに

幸せのタロット占い

お香を楽しむ

たまがわ囲碁教室
【対象 :A=入門　B= 中級・上級】

織作峰子の写真教室

第3木曜日10:30~12:30

第4月曜日13:30~15:30

指定金曜日13:30~15:30

A第1・3火曜日13:30~15:00 

B第1・3火曜日 15:10~16:40

第2・4水曜日13:30~15:00 
※外出時は 13:30~15:00

江口 響子

榊 その

谷 美緒

塚田 勝

織作 峰子

ZOU STUDIO アーティスト

タロット・西洋占星講師

お香講師 / 薫物屋香楽

公益財団法人日本棋院普及指導員
/ 日本棋院アマ六段

写真家

協力 : 株式会社写真弘社

見

見

見

T

T

オペラの魅力を探る

第2土曜日13:30~16:30
岸 純信 オペラ研究家

ディスクライバー講座

コントラクトブリッジウィークリーゲーム

季節の養生薬膳

自律訓練法～心と体のセルフケア～

養生茶として愉しむ台湾茶中国茶
Chinese Tea Salon

第2・4土曜日10:30~12:30

指定月曜日10:00~13:00

第1月曜日13:30~15:30

第3土曜日10:30~12:10

第4金曜日14:00~16:00

川手 美由紀監修
寺田 のり子

公益社団法人日本コントラクトブリッジ連盟（JCBL）認定

植木 もも子

小林 久美子

登喜 藍泉雅

NPO 法人シネマ・アクセス・パートナーズ理事
NPO 法人シネマ・アクセス・パートナーズ講師

管理栄養士 / 国際中医薬膳管理師

東京心理教育研究所講師 / 公認心理師

中国茶・養生茶研究家
/ 中国国際茶文化研究会名誉会員

見

見

見

見

T

T

見
1回

見
1回

TM

ブティ

パッチワークキルト

グルーデコ®でつくるエレガンスアクセサリー

暮らしを彩る刺繍サロン

ボビンレース

花まゆサロン

ガラスビーズ織りサロン

草乃しずか・日本刺繍サロン

はじめてのビーズ刺繍

針と糸でつくるビーズジュエリー

はじめてのブティ

加賀ゆびぬき

フルーツ＆ソープカービング

手織・佐賀錦

プチポアンを楽しむ

あなただけのテディベアをつくる

モダンハワイアンキルト

北欧のハンドクラフト

第3火曜日10:30~12:30

第3火曜日14:00~16:00

第4木曜日13:30~15:30

第3火曜日10:30~12:30

第2・4金曜日10:30~12:30

第4火曜日10:30~12:30

第2木曜日13:30~15:30

第1・3水曜日10:30~12:30

第4火曜日13:30~15:30

第2水曜日13:30~15:30

第2・4木曜日10:30~12:30

第3土曜日11:00~13:00

第3火曜日10:30~12:30

第1・3月曜日13:30~16:30

第2水曜日10:30~12:30

第4木曜日10:30~12:30

第2・4月曜日10:30~12:30

第2・4月曜日10:30~12:30

中山久美子ジェラルツ監修

中内 美樹子

土田 真由美

盛田 繁子

酒井 登巳子

石田 美枝子

草乃 しずか
武藤 淳子ほか

丸山 良子

すとう きみえ

古池 裕子

寺島 綾子

多胡 伸子 監修

重田 恵

唐木 美穂子 監修
小林 夜詩子  近藤 三枝子

伊東 圭子

粕谷 育代

髙橋 千春

山梨 幹子監修
土谷 正子
大村 尚子

小室 康子

中西 一女子

ブティ講師

ラベンダーパッチワーク・コテージ主宰

一般社団法人日本グルーデコ®協会認定講師
スタイリングジュエリー®認定講師
日本リボンデザイン協会 Proulish®認定講師 

刺繍デザイナー

スターモザイク主宰

花まゆ主宰

ビーズ織り作家

日本刺繍作家

アトリエ草乃しずか講師

Cocomor ビーズ刺繍教室主宰

ビーズ作家 / 株式会社キミエール代表

キルト作家

加賀ゆびぬきの会会員

Studio Siam 主宰

カービング・アート・ソサエティー公認カービングスペシャリスト

佐賀錦手織工房「唐木」主宰

久家道子プチポアン刺繍協会監修

久家道子プチポアン刺繍協会講師

テディベアアーティスト

公益財団法人日本余暇文化振興会
キルトインストラクター

ヤマナシヘムスロイド主宰
ヤマナシヘムスロイド講師
ヤマナシヘムスロイド講師

見

見

見

見

見

見

見

見

T

見
T

見
T

見
T

見
T

見
T

見
T

2 回

見
T

初回のみ

見
T

初回のみ

編み物を楽しむ

第4土曜日13:30~16:00

奈良 志麻 公益財団法人日本手芸普及協会
手あみ師範・レース編み師範

見

モラ手芸とアップリケ

第3水曜日10:30~12:30
尾﨑 徳子 中山富美子手芸研究所 派遣講師 見

T

見
1回 見

1回

簡単ウクレレ教室

第4火曜日16:00~17:30
鶴岡 和典 ウクレレスクール鶴組主宰 見

T

エンジョイトーキング【レベル:初中級】

毎月曜日12:15~13:35
A・ウイッキー 英会話講師 / タレント 見

TM

語学

はじめてのペン＆筆ペン習字

初めて持つ小筆と筆ペン

気軽に楽しむ「現代水墨アート」

揮毫書士養成講座

はじめてのカリグラフィー

墨画サロンⅠ・Ⅱ

水墨画入門

絵手紙を楽しむ

絵手紙を楽しむ【夜間クラス】

カリグラフィー

書～かな入門～

書を究める

わたしの書道

書道クラブ

筆ペンと小筆で書く行書・楷書

指定金曜日19:00~20:30

第2・4水曜日13:30~15:30

第4土曜日13:30~15:30

第2・4水曜日13:30~15:30

第4火曜日10:30~12:30

Ⅱ第4木曜日13:30~15:30
Ⅰ第2木曜日13:30~15:30

第2・4金曜日14:00~16:00

第1・3火曜日10:30~12:30

第3水曜日19:00~20:30

第1・3金曜日13:30~15:00

第1・3火曜日13:30~15:30

③第2・4木曜日 18:30~20:30
②第2・4木曜日 16:00~18:00
①第2・4木曜日 13:30~15:30

第1・3月曜日10:30~12:30

第2日曜日10:30~12:30

第2・4水曜日10:30~12:30

小髙 桃果

赤松 由美
鈴木 希実子

森 美也子
小田原 真喜子監修

松下 黄沙

土屋 秋恆
立川 瑛一朗

加藤 超子

加藤 超子監修
山敷 郁子

石下 裕子

松田 彩苑

財前 謙

青柳 光草

三上 栖蘭監修
水野 翠葉

赤松 由美
鈴木 希実子

日本ペン習字研究会理事・審査員

日本ペン習字研究会師範
日本ペン習字研究会師範

公益財団法人 日本手芸普及協会カリグラフィー部門講師

墨画 GROUP82 主宰

南北墨画会理事 / 墨閃会主宰
墨閃会師範

日本絵手紙協会

日本絵手紙協会
日本絵手紙協会

カリグラファー

翠昌会主宰 / 正筆会総務理事

書家 / 早稲田大学講師

産経国際書会専管理事・審査員

毎日書道展審査会員 / 書道玄海社会長

書道玄海社師範

日本ペン習字研究会師範
日本ペン習字研究会師範

見

見

見

見

見

見

見

見

見

見

見

見

見

見

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

きさ

しゅうこう

えつこ

えつこ

すみのぶいしおろし

さいえん

こうそう

きわ

初回のみ

赤松 由美
鈴木 希実子

日本ペン習字研究会師範
日本ペン習字研究会師範

土屋 秋恆
立川 瑛一朗

墨閃会主宰
墨閃会師範

しゅうこう

墨・書道・ペン字

見
1回

2 回

2 回

2 回

●定期サークルは随時お申し込みいただけます。●お申し込みは、当クラブホー
ムページ、ご来館受付、お電話より●定期サークルのお申し込みは入会が必要
です。●入会金はキャンペーンを行っておりますので、裏面をご覧ください。

見 見学（無料） T 有料トライアル 無料トライアルTM
記号の見方

外 外出サークル 1回 一回ごとのご参加可能

趣味・暮らし

やさしい英会話【レベル : 初級】

毎水曜日10:00~11:30

ウィルビー英会話スクール専任外国人講師 見

英会話レッツ・トーク！【レベル : 初中級】

毎火曜日11:45~13:15
ウィルビー英会話スクール専任外国人講師

TM

らくらく日常英会話【レベル : 初級】

毎水曜日11:45~13:15
ウィルビー英会話スクール専任外国人講師 見

TM

やり直し英会話【レベル : 初級】

毎月曜日10:30~12:00
ウィルビー英会話スクール専任外国人講師 見

TM

BASIC ENGLISH【レベル : 初中級】

毎木曜日11:50~13:20
由井・ロバート 慶應義塾大学講師 / 東京外語大学講師 見

TM

EVERYDAY ENGLISH【レベル : 中級】

B 毎木曜日19:00~20:30
A 毎木曜日10:15~11:45 見

TM

由井・ロバート 慶應義塾大学講師 / 東京外語大学講師

ADVANCED ENGLISH【レベル : 上級】

毎木曜日13:50~15:20

見
TM

由井・ロバート 慶應義塾大学講師 / 東京外語大学講師

おしゃべりサロン【レベル : 上級】

毎金曜日11:45~13:15
マリー・ウォレス 見

TM

見
TM

ミセスのための麻雀講座【初・中級クラス】

第2・4月曜日10:30~12:30

土居 美智子　　　　　　　
山下 泰子
岡野 マヤ

日本麻雀道連盟師範
日本麻雀道連盟専任講師　
日本麻雀道連盟専任講師

見

自分の本質と強みを知る数秘術

第2土曜日13:30~15:30

峰 千彩希 Myn 代表 / 数秘術講師

ヨーロッパの室内装飾と家具の歴史

第3土曜日13:30~15:30

深江 芳枝 カルチャーサロン「プレシャスモーメント」主宰

見

見

より深い、「美」の見つけ方、愉しみ方

第3土曜日14:00~15:30

遠藤 湖舟 写真家

1回

1回

初回のみ
T

心とからだ磨きの朗読レッスン

第3金曜日10:30~12:00

寺田 理恵子 フリーアナウンサー

アロマテラピー講座

第1金曜日14:00~15:30

川西 エリ子 ( 公社 ) 日本アロマ環境協会認定アロマテラピーインストラクター
/JNF サプリメントアドバイザー 見

T

熊井明子のポプリ・トーク

第4土曜日10:30~12:30
熊井 明子 熊井明子ポプリの会主宰・エッセイスト

見
1回

タロット講座 実践編

第4日曜日13:00~15:00

ムンロ王子 ハイブリッド・パフォーマー

将棋サロンA・B

B第3木曜日 18:30~20:00
A第3木曜日 15:30~17:00

島 朗 公益社団法人日本将棋連盟棋士九段

タロット講座 上級編

②第1土曜日16:30~18:30
①第1土曜日 10:30~12:30

ムンロ王子 ハイブリッド・パフォーマー

見
1回

見
1回

野菜でつくる綺麗で美味しいおもてなし料理

第4火曜日10:30~12:30

田中 さなみ
荒井 雄子

Vege Style レッスン主宰

見

チーズとワインで過ごす楽しみ

第1火曜日13:30~15:00

松井 千尋 ワイン＆チーズ講師 /Salon de C tamagawa 主宰 見
T

初回のみ

源氏物語をよむ

エッセイの会

第2･4水曜日10:00~11:30

第3金曜日14:00~16:00

伊東 祐子

木村 治美監修
木村 玉絵

都留文科大学非常勤講師

エッセイスト
エッセイ講師

見
T

文学

ステップアップヴォーカルレッスン

ヴォーカルトレーニング

歌謡アラカルト

男声レッスン・原語で歌う世界の歌

合唱を楽しむ会

スタンダードジャズ＆懐かしのポップス

ヴォイストレーニング【個人レッスン】

JAZZ ヴォーカル

くーるそれいゆ

楽しいホームソング

第1・3土曜日13:30~15:30

第1・3水曜日13:30~15:30

第2月曜日11:00~12:30

第2・4日曜日14:00~16:00

毎木曜日 10:30~12:30

②第2・4月曜日13:45~15:15
①第1・3木曜日13:15~14:45

第1・3木曜日15:00~17:45
個人レッスン（1回 30分 )

第2・4火曜日19:00~20:50

毎水曜日10:15~12:45

第2土曜日10:30~12:00

河野 陽子

秋永 佳世

渡辺 大地

河野 陽子
宮越 美雪

佐藤 友里子
松村 智佳子

竹山 真由美

竹山 真由美

澄 淳子

森田 澄夫
井澤 久美子

大泉 みゆき
伊藤 智恵子

声楽家・ソプラノ / 二期会会員

藤原歌劇団正団員 / 日本演奏連盟会員

歌謡コンシェルジュ / ボイストレーナー

声楽家・ソプラノ / 二期会会員
ピアニスト

声楽家

ピアニスト

ヴォイストレーナー / ヴォーカリスト

ヴォイストレーナー / ヴォーカリスト

ジャズシンガー

声楽家

ピアニスト

声楽家

ピアニスト

見

見

見

見

見

見

見

見

T

T

フルートの会

毎金曜日16:10~20:20
北川 理久 フルート奏者

T

シャンソン＆カンツォーネ

第1・3水曜日16:30~18:00

青木 ＦＵＫＩ ヴォイストレーナー 見
T

T

T

T

音楽

TM

童謡・叙情歌、こころの歌

第1・3月曜日10:30~12:00

井上 由佳 声楽家

見
1回

TM

大人のためのピアノ教室

B 第2・4木曜日16:00~18:30
個人レッスン（1回 25分 )

A 第2・4日曜日 12:00~13:30
宮越 美雪 ピアニスト

T
2 回

見
T

煎茶を愉しむサロン

いけばな草月流

香あそび【御家流桂雪会】

お箏＆三味線【個人稽古】

ボタニカルアート＆イラストレーション

リトグラフ

はじめての水彩画

基礎から学ぶ絵画教室

感動を表現するアート

茶道・裏千家立礼を楽しむ
日常でお茶をたしなむ

茶道・裏千家

いけばな嵯峨御流

煎茶道・小川流

第1・3火曜日10:30~12:30

月2回火曜日18:30~20:30 
※入室時間自由

第2火曜日13:30~15:30

第1･3水曜日10:30~16:00 
※30分の個人稽古

第2・4木曜日10:30~12:30

指定金曜日10:30~15:30

第2・4木曜日14:00~16:00

第1・3木曜日13:30~16:00

第2火曜日13:30~15:30

A 第2・4金曜日10:30~12:30
B 第2・4金曜日13:30~15:30

第1・3金曜日
第1・3土曜日 第2・4土曜日

第1・3木曜日第2・4木曜日

全クラス共通
A 10:30~12:30　B 13:30~15:30

初心者クラス　第2・4水曜日

第2・4水曜日13:30~15:30

初級クラス 第1土曜日17:30~19:30
上級クラス 第3土曜日17:30~19:30

佃 一輝監修
備前 満里子

日向 洋一

熊坂 久美子
増渕 香織
伊藤 香夜子

たちばな みち

大山田 緑
大橋 美津枝

藤岡 愼

東原 均

湯山 俊久

半田 喜巳子

増田 宗房
会田 宗敦 磯野 宗光

増田 宗房
生駒 宗芳
嵯峨 宗有
小金井 宗江
長谷川 宗留

倉林 宗孝
畑中 宗信
井口 宗裕
高橋 宗房

稲垣 希弥乃

小川 珂楽
上田 明楽

一茶庵宗家

草月会本部講師 / 横浜華道協会理事長

一般社団法人御家流香道桂雪会会長

一般社団法人御家流香道桂雪会理事長
一般社団法人御家流香道桂雪会副理事長

生田流宮城社大師範

Studio 38St.
スタジオ Ponte

版画家

美術作家

日展理事

アート作家

裏千家名誉師範
裏千家準教授 裏千家準教授

裏千家名誉師範

裏千家正教授

裏千家教授

裏千家教授

裏千家教授

裏千家正教授

裏千家教授

裏千家教授

裏千家教授

会田 宗敦 裏千家準教授

嵯峨御流本所講師

小川流煎茶 副家元
小川流煎茶 家元総師範

見

見

見

見

見

見

見

見

見

見

見

T

T

T

T

T

T

T

2 回

京のはんなり着物講座

①第2金曜日13:30~15:30
②第2土曜日10:30~12:30

服部 真三未 着物コンシェルジュ

日本の伝統文化

やさしい色鉛筆画

第2・4水曜日10:00~12:00
根本 真一 画家

見
1回

見
1回

見
T

初回のみ

ハワイアンフラ

A毎火曜日10:00~11:00
B毎火曜日 11:00~12:10
C毎火曜日11:50~13:00

D第1・3火曜日 19:30~20:30

モアナ羽田ほか カ・パ・フラ・オ・モアナ主宰

※ B・C 経験者対象

見
T

A・D のみ

SAM(TRF) の健康イージーダンス

第1・3水曜日10:00~11:30
MAKKO ダレデモダンス認定インストラクター

見
T

陽気で楽しいカントリーダンス

①第1・3月曜日 17:15~18:45
②第1・3月曜日 19:00~20:30

ナツコ・グレース ダンシング・テキサス代表
/ テキサス州名誉州民

T

TEL:03(3708)6125
随時お申し込み受付中

REGULAR CIRCLE LISTS

日曜水彩画入門

第4日曜日13:30~15:30
玉神 輝美 画家 / イラストレーター

見

受付開始日

6/　 1 (月 ) 10:00  より受付開始！電話・来館受付
5/26 (火 ) 10:00 より受付開始！ＷＥＢ先行受付

外

見
T



受付時間
所在地

ウェブサイトは、24時間お申し込み受付可能

で検索

受講日は、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。

駐車場のご案内

駐車場のご利用時間
※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。

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。

コミュニティクラブたまがわへの入会、サークルのお申し込みは､
当クラブホームページ、受付､お電話よりご利用いだけます。

TEL : 03(3708)6125
FAX : 03(3700)4338

●タカシマヤカード《ゴールド》会員の方は、カードでのお支払いで入会金無料！●タカシマヤカード会員・タカシマヤ
セゾンカード会員の方は、カードでのお支払いで入会金半額！●S・Cカード会員の方は、受付にてカードでのお支払い
で入会金半額！●タカシマヤ友の会会員、玉川タカシマヤキッズクラブ会員の方は、会員証を受付提示で入会金半額！
※タカシマヤポイントカードは対象外。※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。

入会金  5,500円
（最終受講月の末日より2年間有効）

ご予約・お問い合わせ

入会のご案内 アクセス

月曜～土曜 10:00-20:00
日曜・祝日  10:00-17:00 〒158-0094東京都世田谷区玉川3-17-1

玉川髙島屋S・C 東館4F
コミュニティクラブたまがわ�

サークルの紹介や様子、
イベント情報を発信中！�

東急田園都市線/東急大井町線 
二子玉川駅 下車 西口より徒歩約3分最寄駅

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

公式アカウント

サークルの紹介やイベントなど
お得な情報をいち早くお知らせします。

Facebook Twitter

※8月13日(木)～8月15日(土)は
お休みさせていただきます。お休みのお知らせ

※スケジュールは都合により変更となる場合がございます。詳しくは当クラブホームページサークル一覧より該当サークルのスケジュールをご
確認ください。※【トライアル】は、お一人様 1 回のみのご参加となります。※掲載の写真は一部イメージです。※お申し込みの際には当ク
ラブホームページ「入会と受講のご案内（入会規約）」をご一読ください。

お申し込みは 当クラブホームページ、
ご来館受付、お電話より

より健康になるためのヨーガ

第2・4木曜日13:30~15:00

藤井 喜代子
原 千鶴子

広池ヨーガ講師
広池ヨーガ講師

T

セレブヨーガ

リズム＆ストレッチ＆バレエ

ヴィンヤーサヨガ

スロー・ヨガ

第2・4土曜日16:30~18:00

①毎水曜日19:00~20:30
②第2・4金曜日19:00~20:30

第1・3土曜日10:30~11:30

第2・4日曜日10:30~11:30

原 千鶴子
粕川 享子

広田 実千

hiroko

清水 洋美

広池ヨーガ講師
広池ヨーガ講師

バレエ講師

インド中央政府公認ヨーガインストラクター

SLOW YOGA 主宰

T

見
T

T

見
1回 たまがわ天体観測クラブ【対象】小学1年生～

バイオリンの会【対象】3 歳～

こども水墨画教室【対象】年長以上

お箏＆三味線こどもクラス【対象】6 歳～

こどもヴォーカルレッスン【対象】小学生

指定土曜日16:00~18:00

毎土曜日13:30~20:30
※ 1回 30分の個人レッスン

第4土曜日14:00~15:30

第1･3水曜日16:30~18:30
個人レッスン（1回 30分 )

第1・3土曜日16:00~17:30

甲谷 保和

スズキメソード派遣講師

たちばなみち

河野 陽子

はまぎん こども宇宙科学館 / プラネタリウム解説員

生田流宮城社大師範

声楽家・ソプラノ / 二期会会員

見

見
T

土屋 秋恆
立川 瑛一朗

墨閃会主宰
墨閃会師範

しゅうこう

こども

見
1回

見
1回

1回

1回

ホテルの魅力と楽しみ方

第3木曜日11:30~15:00
山口 由美 旅行作家

お出かけ

外

ゆったり下町散歩

第4火曜日11:00~15:00
高橋 美江 絵地図師・散歩屋

T
外

ルーシーダットン

広池ヨーガ健康法

第2・4木曜日19:00~20:30

毎火曜日14:00~15:30

大橋 静恵

藤井 喜代子
五十嵐 寿子

ルーシーダットン＆背骨コンディショニング
ペルヴィックストレッチインストラクター

広池ヨーガ講師
広池ヨーガ講師

T

T

TEL:03(3708)6125

●定期サークルは随時お申し込みいただけます。●お申し込みは、当クラブホー
ムページ、ご来館受付、お電話より●定期サークルのお申し込みは入会が必要
です。●入会金はキャンペーンを行っておりますので、下記をご覧ください。

随時お申し込み受付中見 見学（無料） T 有料トライアル 無料トライアルTM
記号の見方

外 外出サークル 1回 一回ごとのご参加可能

アップ・ゴルフスクール

料金
入会金
受講料

日本プロゴルフ協会認定のティーチングプロが、
個人のレベルを見極めて、適切に指導いたします。

◆ タイムスケジュール

金曜日 土曜日・日曜日

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10:00 ~ 10:50

－
13:00 ~ 13:50

14:00 ~ 14:50

15:00 ~ 15:50

16:00 ~ 16:50

17:00 ~ 17:50

－
－

－
－
－
－
－
－
－

19:00 ~ 19:50

20:00 ~ 20:50

火・木・日曜日担当 ウィークエンドレッスン担当水・金・土曜日担当

レギュラークラス ウィークエンドレッスン

火曜日～金曜日 土曜日・日曜日

Aクラス
Bクラス
Cクラス
Dクラス
Eクラス
Fクラス

－
10:30 ~ 12:00

13:00 ~ 14:30

14:45 ~ 16:15

－
18:45 ~ 20:05

 8:45 ~ 10:15

10:30 ~ 12:00

13:00 ~ 14:30

14:45 ~ 16:15

16:30 ~ 18:00

18:30 ~ 19:50

（ 1期 2カ月間 :レッスン全 8回） （ 1カ月間で4回までレッスンを受けられます。）

31,900円
33,000円
22,000円

5,500円
レギュラークラス 火～金曜日
（2カ月全 8回）

（2カ月全 8回）

（1カ月全4回 /月謝制）

レギュラークラス 土・日曜日

ウィークエンドレッスン

（最終受講月の末日より 2年間有効）

市川雄三プロ

市川雄三プロ

堀田大介プロ 横田信敬プロ

● 月曜日は休業日となります。
● 上記 時間帯より、ご都合のよいクラスをお選びください。
● 開始日ほか、詳細につきましてはお問い合わせください。
● 開始日に在籍者のいないクラスは休講となります。

●市川プロの試合出場時は
レッスン日を変更させていただ
くことがございます。
● お子さまと同一打席となりま
すが、ご家族の方もご一緒に
レッスンをご受講いただけます。

●上記時間帯より、その都度ご予約をお取りください。

レッスン会場 世田谷区大蔵 6-7-21 井山ゴルフ練習場　2階打席 詳しくはコミュニティクラブたまがわ
ゴルフスクール担当者まで。　 TEL 03(3708)6125

お問い合わせ先

現役のトーナメントプロが、
あなたのお子さまをご指導いたします。
プロゴルファーを目指すお子さま、競技ゴルフで
活躍したいお子さまのほか、お子さまの情操教
育としても最適なジュニアゴルフレッスンです。

FOR KIDS

入会金

22,000円

5,500円

毎月 第 1～第 4日曜日 11:00~11:50

（最終受講月の末日より 2年間有効）

（1カ月全 4回 /月謝制）

アップ・ゴルフスクール
レッスン経験豊富なティーチングプロの指導で、

あなたのゴルフが変わります！

受講料

料金

【ジュニアレッスン】[ 対象 ] 
小学生〜中学生

開催日

薔薇の庭を訪ねて

指定火曜日13:30~15:30 
※外出時は 10:00~12:00 

髙木 絢子 薔薇園芸家

見

はじめてのハンギングバスケット

第3木曜日14:00~16:00
柿戸 清実 日本ハンギングバスケット協会公認講師

見

花・園芸
バラづくしのフラワーアレンジメント

第3木曜日13:30~15:30
たでぬま ひでか フラワーデザイナー / プチクローシュ主宰

見
1回

桐原春子・四季のハーブ

第4金曜日13:30~15:30
桐原 春子 ハーブ研究家

見
T

スタイリッシュコンテナガーデン

第2木曜日10:30~12:30
杉井 志織 園芸研究家

見
T

初回のみ

ハンギングバスケット制作テクニックコース
【レベル : 上級】

ハンギングバスケットアドバンスコース【レベル : 中級】

季節の山野草の寄せ植え

第3木曜日10:30~12:30

第3木曜日14:00~16:00

樺澤 智江

高橋 佳晴

日本ハンギングバスケット協会本部講師

園芸研究家 / 自然観察指導員

見

ステップアップコンテナガーデン
【対象】経験者

第3水曜日14:00~16:00
杉井 志織 園芸研究家

見
T

初回のみ

第4金曜日14:00~16:00
柚木 直子 園芸研究家 / ハンギングバスケットマスター

見

CHAJIN 花教室

第3水曜日10:30~12:30
CHAJIN フラワーアーティスト

見

フラワーコーディネーションⅠ・Ⅱ

モダンテイスト花デザイン

季節と色彩の花講座

Ⅰ第3木曜日 14:00~16:00
Ⅱ第2・4木曜日 18:30~20:30

第1木曜日14:00~16:00

第2土曜日14:00~16:00

村山 百合子

大久保 のりこ

中三川 聖次

M.H.B フラワーコーディネーションアカデミー主宰

フラワーデザイナー

フラワーデザイナー

見

見
T

見
1回

見
T

初回のみ

SOUL DISCO DANCING

骨盤ケア＆ストレッチ

杉江美江子のボディ・アップ

やさしい気功ストレッチ

第1・3木曜日19:00~20:30

第1・3金曜日14:00~15:15

第2・4水曜日13:30~15:00

第1・3月曜日13:30~15:00

矢作 幸裕 (YUKI)

石川 知子

杉江 美江子ほか

菅井 美樹

YUKI'S SOUL DANCE 主宰

スポーツプログラマー / 排泄機能指導士

一般社団法人現代舞踊協会会員

気功研究家

見

見

見

T

T

T

見
1回

バレエ・ストレッチ

第4月曜日19:30~20:30

塩澤 咲英 NPO 法人バー・アスティエ協会
Barre Astie 認定講師　 見

T

WEB入会キャンペーン
CAMPAIGN

なかみがわ

2020年5月26日(火) ～ 6月30日(火)

お出かけ健康アプリ「楽天シニア」が使えます！
コミュニティクラブたまがわの受付に設置されたタブレット
端末にアプリで「チェックイン」することで楽天スーパーポ
イントがたまります！ポイントのため方は右記三種類。

「楽天シニア」をインストールして、毎日のレッスンをさらに楽しく、お得に、健康に！
詳しくは受付にてお問い合わせください。

①初めての施設へのチェックインで 50 ポイント
②万歩計機能にて 1 日 4000 歩達成＆チェックインで 1 ポイント
③対象講座をアプリで予約＆参加時のチェックインで受講料の 1% 分のポイント


