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コピック・アートエキスパート養成講座講師
山崎 芳嗣

色数豊富なアルコールマーカーで、写真を線画にし
た下絵に着彩するアート。場所を選ばず取り組めて
絵が苦手でも大丈夫！ 慣れてきたら、ご自分の写真
も使用できます。思い出が鮮やかに蘇る豊かな時
間。まずは体験へ！

おもいで辿る「コピックアート」新設
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4391

4/3～ 第1・3（火）10:30～12:30 
6回（4～6月）15,300円（画題費別：1作品につき500円）

3/20（火）10:30～12:30 2,550円（画題費別:1,000円）

音楽評論家 NHK「ラジオ深夜便」出演　奥田 佳道
楽都ウィーン。この街で育まれた名曲を、NHK-FM
「ウィーン・フィル ニューイヤーコンサート」解説を20
年務めた奥田先生による軽快なトークとともに。曲の誕
生秘話や名演の歴史に想いを寄せましょう。
■アマデウス　モーツァルトの世界
■ベートーヴェン　劇的な交響曲をめぐって
■ワルツ王が、ブラームスが彩ったウィーン

～心に響く旋律美をご一緒に～
ウィーンの調べに魅せられて

4371
4/24、5/22、6/12（火）13:30～15:00 
全3回 10,200円

元歌舞伎俳優 地唄舞家元　扇崎 秀園
詳しくは知らなくとも楽しめるのだろうか…
と、気おくれする方も大丈夫。元歌舞伎役者
で扇崎流家元の講師による見どころや秘話
と、観劇はイヤホンガイド解説を聴きながら一
等席で。3階お食事処「花篭」でお召し上がり
いただく昼食も楽しみのひとつです。春爛漫、
銀座の街へオシャレして出掛けませんか。
※現地集合/解散

4377
4/19（木）10:00～16:00 
25,450円（チケット代、会場費、昼食代、イヤホンガイド代含む）

あんこ百貨店 店長　西井 成弘

オススメしたい選りすぐりの逸品をご紹介。1回に
つき、とっておきの3種をお茶と共にいただきま
す。選び方や贈るときのマナーや心遣い、さらには
商品やお店の背景まで、知ると思わず話したくな
る知識を学び、和菓子の魅力に迫ります。お気に
入りの品はご自分へのご褒美や贈り物に。

食して学ぶ。和菓子の歴史と手土産マナー

4376
4/3、5/8（火）13:30～15:30
全2回 9,000円（和菓子、お茶代2,400円含む）

整膚美容師範　川口 由倫
特別な道具は必要なし。「皮膚をつ
まむ→持ち上げ→戻す」ご自分の指
で行う美容習慣。美顔・美肌、肩こ
り、ひざ痛と悩みの多い箇所に
絞った6回完結レッスンです。肌コ
ンディションに合わせて講師が行
う心地よい“つまみ”の力加減をお
手本に、ご自分の肌で実践いたし
ます。

わずか5分で視界が明るく、目もスッキリ。イスに座って行う
首・肩こり予防の体操もご紹介します。

腸の免疫パワーを整える
肌つまみもご紹介します。
美肌つまみメソッド

4367
4/20、5/18、6/15、7/20、8/24、9/21（金）
13:30～15:00 全6回 16,800円

ＮＨＫ学園「ボールペン字講座」講師　
山崎 真由美

くせ字診断を受け、姿勢を正すと、驚
くほど文字が変わります。ひらがなの
上達は文章全体を綺麗に見せられま
す。集中して練習・添削を繰り返しコ
ツをつかみましょう。最適なボールペ
ンをご案内することもできます。

【10名限定】
「ひらがな」くせ字解決術！

4369
4/25、5/9・23、6/13・27（水）
13:00～15:00 全5回15,000円

ＮＨＫ学園講師　長谷川 栄子
書聖・王羲之の流麗な筆遣いを感じ
ながら「蘭亭序」を臨書してみません
か。形にこだわらず、体全体を使いな
がら、呼吸のリズムにのせて楽しく筆
を運びましょう！書道が久しぶりの方
も、長年書に親しまれている方も、古
典との対話を愉しむひとときです。

～リズムで書く、美しい行書～
王羲之 蘭亭の序

4372
4/4・18、5/30（水）10:00～12:00 
全3回 7,950円（テキスト代別：1,000円）

整膚美容師範　川口 由倫

試して分かる！
1日5分！目元のたるみ改善

4389
4390

3/30（金）10:30～12:00 
              13:30～15:00          各回2,800円

オーストリア食文化協会理事
「伊藤屋」シェフ　伊藤 公朗

春色ベリー３種を使った本格ムースを
名店のシェフと作りましょう！厳選され
た材料と丁寧な工程で、格段に美味し
い一品のできあがり。心を込めて作っ
たお菓子は、幸せな時間を運んでくれ
ます。

春の西欧菓子フリルージュ

4380
3/20（火）10:30～13:30 
5,150円（材料費：2,000円含む）

表導会講師　宮島 靖子
書画の保存・鑑賞のため、平安時代に中
国から伝来した表装。しょうふ糊を使った
確かな伝統技術を習得して、お気に入り
の布で裏打ちしたファブリックパネルに
仕立てましょう。写真やカードが挟めるデ
ザインは飾る楽しみが広がります。

【10名限定】
表装の技でファブリックパネル

4368
4/5・19、5/17、6/7・21（木）13:00～14:30
全5回 13,250円（材料費別：1,000円）

日本工芸会正会員　東 典男

食事が楽しみになるような３種の豆皿を
作ります。柄やデザインは講師がご相談
にのります。あなたならではの表現を発
見してください。成形、削り、薬剤とカリ
キュラムが進みます。思い切り土に触れ
る楽しみはここだけ！

和モダンな豆皿を創る

4373
4/20、5/11、6/15（金）10:00～12:30 
全3回 12,450円（材料費・焼成費含む）

巣鴨「えがお写真館」ヘアメイクアップアーティスト
赤坂 渉

「あなた本来の美しさ」実感してみ
ませんか。4,000人以上を美再生
してきた、赤坂渉さん伝授。厚塗り
せずシミを一掃するベースメイク、
上品眉の整え方など、コツを掴めば
今日からあなたも－10歳！講座後は
参加者限定、東京・巣鴨のシニア専
門「えがお写真館」によるミニ撮影
会も。
※Ｌ版写真１枚お持ち帰り
　いただきます。

記念フォトつき！
感動のマイナス１０歳メイク

4379
5/14（月）10:00～12:00 撮影12:30～15:00
4,150円（撮影費2,000円別）

『だからつくる調味料』著者
「かもしラボ」主宰　オザワエイコ

ふくよかな香りを味わいながら「基
本の梅干し」と昆布だしの万能「青
梅しょうゆ」を仕込み、自家製調味
料を活かした昼食をいただきま
す。梅干しで作る調味料（梅びし
お・赤ジソふりかけ・煎り酒・梅酢
塩）のデモンストレーションつき。

初夏の愉しみ、梅しごと

4381
6/23（土）10:30～13:30 
5,150円（材料費：2,000円含む）

小澤酒造23代次期当主　小澤 幹夫 ほか
清酒澤乃井の「梅酒にしたらおいしい原
酒」を使った梅酒作りと、料亭「ままごとや」
にて、お食事と共に利き酒を嗜みます。美
しい緑と渓流に囲まれた特別な空間をご
堪能ください。
◎会場：ＪＲ青梅線沢井駅
※現地集合/解散

老舗蔵元で作る
       梅酒と利き酒

4383
6/22（金）10:30～14:00 
7,200円（食事代、材料費4,200円含む）

作家　八覚 正大

100文字で身近な出来事をその場で
書いてみましょう。考えを簡潔に表現す
ることは、自分を見つめ直し、物事を分
析する力がつきます。講師は各作品の
キラリと光る部分を発掘。最終回には
書いたものを発表し感想を述べ合いま
す。共感と対話が生まれ、新たな気付き
が得られます。

大人の作文教室

4375
4/6、5/11、6/1（金）13:30～15:30 
全3回 8,400円

ＮＨＫ学園講師　白岩 薫

動物を描くのは難しそう…と思っている方、チャレンジして
みませんか。写真を上からトレースすることもでき、自慢の愛
犬・愛猫などの、チャームポイントをとらえる方法を学びま
す。いとおしさを込めて描いた絵は、写真とはまた一味違う、
温かみのある作品になります。

うちのコを描こう！

4374
4/17、5/1、5/15（火）10:00～12:00
全3回 8,400円

（公財）日伊協会理事
フォトジャーナリスト　篠 利幸

講師が厳選した都心の会場で、ランチフ
ルコースとワインを堪能しながら、歴史・
芸術・食文化など、さまざまな角度から
イタリアの楽しみ方をご紹介します。
◎会場：人形町「イル プロフーモ」
※現地集合/解散

レストランで旅するイタリア

4387
5/10（木）13:00～15:00 
3,500円（食事代別：5,000円）

カービング・サロン・KIZUNA講師
きむら なお子

タイの宮廷発祥のカービング。石鹸
のやさしい香りに包まれながら、優
雅なモノづくりのひとときを過ごし
ましょう。完成後はギフトボックスに
入れてラッピング。母の日のプレゼ
ントにもどうぞ。

花のソープカービング

4382
5/9（水）13:30～15:30 
4,750円（材料費：1,200円含む）

ＮＨＫ学園講師　冨樫 ブレフゲン ローラ
「何から始めたらいいのか分からな
い」という方、在日30年のローラ先
生と、絵本や歌、さまざまなアク
ティビティを通して楽しく英語に親
しんでまいりましょう。まずは、自然
なコミュニケーションを目指します。

【10名限定】
ローラとはじめるＡＢＣ

3045
4/3～（火）14:00～15:30 
11回（4～6月） 32,450円

ＮＨＫ学園講師　藤本 幸子
中学1年生用のテキストを使い、英語
の基礎からやり直したい方のためのク
ラス。文法と英文の構造を理解するこ
とで、スムーズな会話ができるようにな
ります。1年で1学年、中3英語まで進
級いたします。2020年東京オリンピッ
クまでにまだ間に合います！

【10名限定】
ゆっくり中1英語から学ぶ英会話

3044
4/4～（水）13:00～15:00 
12回（4～6月） 37,800円

武蔵野・観音院住職（曹洞宗老師）　来馬 正行

般若心経の読経から始まり、坐禅
堂での本格坐禅体験や禅寺古来
の食事作法を実践しながら、禅寺
料理をいただきます。
※現地集合/解散
◎会場：観音院
　（ＪＲ武蔵境駅南口すぐ）

坐禅体験と禅寺料理の食事作法

4386
5/19（土）9:00～14:00 
5,000円（食事・資料代含む）

新宿割烹「中嶋」店主 中嶋 貞治
NHKあさイチ「夢の3シェフ」でお馴染みの
講師。伝統の味を守りつつ、新しい工夫も取
り入れた料理が特徴です。美しい盛り付け、
口に広がる繊細な味…。一流に教わる基本
の和食3品がご家庭で楽しめます。
【実習メニュー（予定）】
・菜の花のオイル和え　・アジの梅煮
・焼麩を使った揚げ出し豆腐（東波豆腐）

中嶋貞治 春の雅な御膳

4357
3/29（木）10:30～13:30
7,650円（材料費：2,000円含む）

hedebohideko atelier
平石 秀子

ヘデボー刺繍はデンマークに伝わる歴史ある
刺繍。白の麻布と白の麻糸を使い、一見難しく
見えますが、コツさえつかめばもくもくと進めら
れます。素朴でありながら優雅さを感じる繊細
な模様。白樺の器に入った可憐な針刺しは、目
に留まるたび思わずうっとりしてしまう美しさ
です。

北欧の伝統白糸刺繍

4370
4/23、5/28、6/25（月）10:00～12:00 
全3回 9,450円（材料費別：2,500円）

歌舞伎座へようこそ！
～四月大歌舞伎を観る、学ぶ～

元歌舞伎俳優 地唄舞家元　扇崎 秀園

「歌舞伎って何？」「敷居が高いイメージがあるけど」と
いう方に、観劇の一歩を踏み出すための約束事や演目
が上演されるまでの過程、役者以外に注目するポイント
など、知らない世界を身近に感じられる内容満載です。

4378
3/31（土）13:30～15:00 
3,300円

集へ！ 歌舞伎塾
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学校法人

国立本校 オープンスクール
春の講座ガイド 2018

受付時間 （土曜は15時まで・日曜・祝日休み）9：30～17：30 〒186-8001 国立市富士見台2-36-2 NHKオープン

入学試験も卒業もない、学校。

入会金無料! ご見学
お気軽に!

無料駐車場
駐輪場あり

JR谷保駅
徒歩10分042-572-3901

メイク後メイク前

出演者（予定）
尾上菊五郎 片岡仁左衛門

※国立本校（国立市）の教室で行う講義です。

現地
講座

撮影：篠 利幸
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