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関東9店舗共同企画

お問い合わせ：日本橋髙島屋セミナー事務局　直通TEL（03）6867-1674（祝日休）お申込受付：3月6日（水）より本館4階友の会窓口

京都祇園・フレンチ懐石の名店が東京に進出
フレンチ懐石　広尾おくむら

日 時
集 合
会 場

会 費

定 員

フランス料理に和食のエッセンスを取り入れたスタ
イルの先駆者として人気の高い「祇園おくむら」が、
昨年10月東京・広尾にオープン。京都祇園で培っ
た独創性にあふれた味わいや彩りに、食への感度
が高く洗練された街・広尾のスタイルを融合させた
「新しいフレンチ懐石」をお楽しみください。

▲イメージ

▲オープンキッチンのカウンター席

5月27日（月）　12：00～14：00
11：50
フレンチ懐石　広尾おくむら
東京都渋谷区広尾5-6-6　広尾プラザ1階（東京
メトロ日比谷線「広尾」駅2番出口より徒歩約3分）
会員 15,800円
一般 17,000円（税・サ込）
30名（関東9店舗合計）

【メニュー予定】●アミューズ　●季節の前菜　●温野菜　●椀もの　●魚主菜　●肉主菜
●ご飯もの　●デザート　●コーヒー　※ワンドリンク+おもたせ付

※お席は個室椅子席、カウンター席に分かれます。
※5月20日（月）以降のキャンセルはご容赦願います。

▲上野公園西郷隆盛像

▲弁天堂

銀座線 沿線の歴史散策
東京メトロ銀座線沿線の史跡や歴史スポットを
めぐって歩く散策シリーズ。4月（A）は「上野」駅
から、「上野」駅構内の見どころや、上野公園の
みどころなどをめぐります。4月（B）は、「上野」駅
から下谷の寺町をめぐります。

▲六義園

▲駒込名主屋敷薬医門

▲新宿御苑 遠望

江戸名所図絵・名所江戸百景など浮世絵に描かれた江戸名所を訪ねる㉘
駒込の古社と六義園

日 時
集 合
食 事
受講料

講 師
定 員

六義園は、元禄15年（1702）に完成した池泉回
遊式庭園。幕府の老中であり、将軍側用人でも
あった川越藩主柳沢吉保邸の庭園として、柳沢
吉保の趣味を取り入れて造園されました。春から
初夏へ移り変わる季節のなかで、大名庭園なら
ではの魅力を探ります。また、周辺の史跡や神社
などにも足を運びます。六義園内で現地解散。

5月20日（月）　10：30～14：30
10：20　東京メトロ南北線「本駒込」駅改札口
かごの屋 文京千石店（松花堂弁当）
会員 11,000円
一般 12,000円（入園料・昼食代含む）
小林祐一（旅と歴史のプロ・ナビゲーター）
35名（関東9店舗合計）

【コース予定】「本駒込」駅→駒込名主屋敷→駒込富士神社→昼食（かごの屋）→六義園→
六義園内で流れ解散　※約4.5kmの行程です。

※雨天実施。歩きやすい服装でお出かけください。※都合により見学場所は変更する場合がございます。
※5月13日（月）以降のキャンセルはご容赦願います。

▲イメージ

シリーズ身近な自然の再発見
春一番の花のにぎわい・新宿御苑

日 時
集 合

食　事

受講料

講 師
定 員

四季折々の自然が楽しめる都会のオアシス「新宿御
苑」。春が駆け足でやってくるこの季節には、八重桜、
ツツジ、ハナミズキ、ユキヤナギ、ヤマブキなどの色と
りどりの花々がいっせいに咲きはじめます。昼食は地
上14階からその景観を望みながらいただきます。

4月11日（木）　11：30～15：30
11：20　新宿タカシマヤ 2階ＪＲ口（正面入口）
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 
〈JR「新宿駅」新南改札より徒歩約2分、都営新宿線・都営大江
戸線・京王新線「新宿駅」より徒歩約5分。東京メトロ副都心線
「新宿三丁目駅」より徒歩約3分。（地下1階地下鉄口直結）〉
タイムズスクエア本館 14階レストランズパーク内
「京都美先 新宿店」（花籠膳 但馬黒毛和牛ステーキ -雅-）
会員 11,000円　
一般 12,000円（入園料・昼食代含む）
石井誠治（樹木医・森林インストラクター）
25名（関東9店舗合計）

【コース予定】「美先 新宿店」（昼食）→新宿御苑・新宿門〈イギリス風景式庭園→芝生広場→日本庭園 他〉　現地解散

※雨天実施。歩きやすい服装でお出かけください。
※4月4日（木）以降のキャンセルはご容赦願います。

▲《中礼服》
北白川宮妃房子着用（通期展示）
明治末期（20世紀）霞会館蔵

アート＆グルメ・新時代の幕開けだからこそ知りたい“明治宮廷”
泉屋博古館分館・特別展「華ひらく皇室文化」&日本料理「雲海」

日 時

集 合
会 場

食 事

受講料

解 説
定 員

住友家が蒐集した美術品を保存、展示する美術館「泉
屋博古館分館」。明治150年記念の皇室文化を紹介す
る展覧会が開催されます。宮中晩餐会などの華やかな
宮廷文化や、伝統文化の保護を提唱した明治皇室が
守り伝えようとした近代の芸術家達の作品を鑑賞します。
お食事は「日本料理 雲海」で春の味覚を。

4月9日（火）　10：30～14：30
〈解説・鑑賞10：30～12：30、お食事12：30～14：30〉
10：20　泉屋博古館分館入口
泉屋博古館分館　東京都港区六本木1-5-1
（「六本木一丁目」駅北改札正面出口より屋外エス
カレーターで3分、「神谷町」駅4b出口から徒歩約
10分、「溜池山王」駅13番出口から徒歩約10分）
ANAインターコンチネンタルホテル東京
「日本料理 雲海」（松花堂弁当・デザート、ワンドリンク付）
会員 13,000円
一般 14,000円（美術館入館料・食事代含む）
森下愛子（泉屋博古館分館 学芸員）　
25名（関東9店舗合計）

※解説（30分程度）後は自由鑑賞となります。※お席は椅子席です。
※4月2日（火）以降のキャンセルはご容赦願います。

【講師プロフィール】
1946年東京生まれ。
北大路魯山人によって創立された
「星岡茶寮」最後の料理長、藤本憲
一を叔父に持ち、茶は裏千家、花は
池坊流を学ぶ。池坊御茶ノ水学院日
本料理講師を務めた後、「星岡」を主
宰。星岡茶寮伝統の味を今に伝える。

【講師プロフィール】
身近な自然を楽しく軽妙に語る
野外講座が好評で、NHK文化センター、川崎市
民アカデミー等々各地の自然観察講師をつとめ
る。樹木医、森林インストラクター、環境カウンセ
ラー。〈主な著書〉 『都会の木の花図鑑』(八坂書
房) 「樹木ハカセになろう」岩波ジュニア新書、「木
を知る・木に学ぶ」ヤマケイ新書。

▲根津美術館 正面からのアプローチ

立礼式（椅子席）で楽しむ
春のお茶会 根津美術館 

日 時

集 合
会 場

受講料

講 師
定 員

日本有数の古美術コレクションを所蔵し、茶の湯
文化にもゆかりの深い根津美術館でのお茶会
です。この時期開催される特別展「尾形光琳の
燕子花図－寿ぎの江戸絵画－」、そして自然豊
かな日本庭園の散策もお楽しみください。閑静
な空間の中で茶の湯に触れるひとときを。

4月18日（木）
①10:15～12:15　②12:45～14:45
※お茶会終了後、展示会自由鑑賞、庭園散策をお楽しみください。
①10:05　②12:35　根津美術館入口
根津美術館・Ｂ1講堂
東京都港区南青山6丁目5番1号
（東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道」
駅下車A5出口より徒歩約8分）
会員 14,500円
一般 16,000円（美術館入館料・点心・濃茶代含む）
井関脩智（星岡主宰）
各25名（関東9店舗合計）

※解説・お食事とも椅子席となります。
※4月8日（月）以降のキャンセルはご容赦願います。

A）日時　4月5日（金）　13：00～15：30
集合　12：50　銀座線「上野」駅　6・7番出口方面改札口

【コース予定】「上野」駅→JR「上野」駅の構内→西郷隆盛像→
清水観音堂→不忍弁天像→「上野」駅解散
※約2.5kmの行程です。

Ｂ）日時　4月26日（金）　13：00～15：30
集合　12：50　銀座線「上野」駅　6・7番出口方面改札口

【コース予定】「上野」駅→下谷神社→誓教寺→聖徳寺→矢先稲荷神社→
源空寺→曹源寺→銀座線「田原町」駅解散　
※約3.5kmの行程です。
会員 各3,880円　一般 4,210円
小林祐一（旅と歴史のプロ・ナビゲーター）
各30名（関東9店舗合計）

受講料
講 師
定 員

▲日本庭園を望む「雲海」

【オーナーシェフ 奥村直樹 プロフィール】
1972年京都生まれ。 京都のフランス懐石の老舗「西洋膳
所おくむら」の二代目として子供の頃から食べ鍛えた味覚を
基礎に、独学で日本料理を学ぶ。 その後「お客様の好みに
合わせ、季節の素材を当意即妙に料理する」という板前割
烹の良さを取り入れた「おくむら」スタイルを確立。 「祇園おく
むら」、花見小路南側の「匠奥村」を開店。京都でレストラン、ブーランジェリー、惣菜デリ
事業に加え海外の有名ホテルのレストランプロデュースなど幅広く展開。

※雨天実施。歩きやすい服装でお出かけください。※都合により見学場所は変更する場合がございます。

国宝 燕子花図屏風（右隻）
尾形光琳筆 ６曲1双 紙本金地着色

日本・江戸時代 18世紀 根津美術館蔵

※A）3月29日（金）以降、B）4月19日（金）以降のキャンセルはご容赦願います。



校長　小泉武夫
・NPO法人発酵文化推進機構理事長
・東京農業大学名誉教授、農学博士

NPO法人発酵文化推進機構が公認する「発酵の学校」第2期生の募集です。発酵学の権威、小泉武夫
校長をはじめ、発酵界のスペシャリストによる全12回の講座です。発酵食品の魅力や正しい知識、歴史や文
化を学び、より豊かな食生活をおくるためにお役立てください。受講された方には、発酵文化推進機構より
『修了証書』を発行いたします。また、全12回講座すべてを受講された方には、発酵文化推進機構より『発
酵食品ソムリエ』認定証を授与いたします。

12回講座

1回講座各1回講座

1回講座

※雨天実施。歩きやすい服装でお出かけください。　

日 時
集 合
受講料

講 師
定 員
持参品

4月2日（火）　10：30～12:30
10：00　JR「鶴見」駅西口改札
会員 5,990円　
一般 6,590円
佐藤征男（森林インストラクター）
16名
あればルーペ、双眼鏡

講師によるレクチャーの後、講師
お薦めのギャラリー5～6軒を訪ね
歩きます。ギャラリーの楽しみ方、
観賞の仕方を体験します。
今回のレクチャー会場「BARA 
cafe（バラカフェ）」は、リニューアル
オープンした茨城県アンテナショッ
プ「IBARAKI sense（イバラキセン
ス）」にあるおしゃれなカフェです。

進化する銀座の楽しみ
銀ぶら・ギャラリー散歩

春、神奈川県立三ツ池公園は公
園全体が桜色に染まります。ソメイ
ヨシノをはじめ様々なサクラが3つ
の池の水辺を彩り、小高い丘陵を
覆います。78品種、およそ1600本
のサクラが楽しめることから「さくら
名所100選」にも選ばれています。
桜色の公園をゆっくりと巡ります。

「花観察」桜色に染まる桜巡り
三ツ池公園

A）「大町の古寺めぐり」
安養院を中心に大町の寺を巡ります。安養院で
は、政子像、六観音などを拝観します。藤の別願
寺、野草の常栄寺も訪ねます。

B）「不動縁日の寺、阿弥陀三尊の寺」
28日は不動縁日。明王院の三、五、九の月は大
変な賑わいです。護摩の炎と煙の御堂を拝観し、
恒例の蕎麦をいただきます。光触寺も特別拝観
します。

四季の自然と歴史を感じる小さな旅
大貫昭彦・鎌倉めぐり

▲IBARAKI sense「BARA cafe」店内

【長瀬雅之 プロフィール】
NPO法人MAG-net専任講師。NPO
法人アートアセファル幹事。国内外の
作家と積極的に交流を深め、海外の
アートフェアでは、選ばれた人だけが入
場する初日を見学できる数少ない日本
人。若手アートコレクターとして幅広く
活動。

【佐藤征男 プロフィール】
NPO森林インストラクター会フォレスト
理事長。長年NHKで自然番組などド
キュメンタリー番組を手がけてきました。
その経験を生かし、さまざまな自然観察
会の講師を務め人気を博している。

※簡単なおやつをご用意。
※解散後、公園散策を続けられたい方
はご自身で昼食をご用意ください。

※雨天実施。歩きやすい服装でお出かけください。

4月25日（木）　10：35～13：20
10：30
IBARAKI sense（イバラキセンス）
（中央区銀座1-2-1 紺屋ビル1F）
会員 4,970円　
一般 5,400円（お茶+スウィーツ付）
長瀬雅之（アートコレクター）
20名

日 時
集 合
会 場

受講料

講 師
定 員

▲三ツ池公園

「発酵食品ソムリエ」育成講座
発酵食品の正しい知識を学ぶ「発酵の学校」

会 場

受講料
講 師

定 員
持参品

日本橋室町野村ビル5F
「野村コンファレンスプラザ日本橋」
10：00～11：30
会員 38,000円　一般 41,000円
小泉武夫校長 東京農業大学名誉教授 農学博士
発酵文化推進機構客員研究員
・金内 誠　　宮城大学食産業学部教授
・進藤 斉　　東京農業大学醸造科学科准教授
・小泉 幸道　東京農業大学名誉教授
・和久 豊　　株式会社ビオック 農学博士
・岡田 早苗　東京農業大学名誉教授
発酵文化推進機構特別研究員
・野﨑 洋光　分とく山 総料理長
60名
筆記用具

【カリキュラム】
第  1回 4月13日（土） 小泉武夫 校長……………………発酵食品とは何か
第  2回 4月23日（火） 和久　豊 先生……日本の発酵食品の原点　こうじ
第  3回 5月11日（土） 小泉武夫 校長………………日本と世界の発酵食品
第  4回 5月21日（火） 金内　誠 先生…………………味噌、醤油、魚醤の話
第  5回 6月  4日（火） 金内　誠 先生………………………………パンの話
第  6回 6月29日（土） 岡田早苗 先生………………………………漬物の話
第  7回 7月  6日（土） 進藤　斉 先生………………日本の酒　清酒と焼酎
第  8回 7月23日（火） 金内　誠 先生……………世界の酒　ワインと洋酒
第  9回 8月10日（土） 和久　豊 先生……………………納豆とテンペの話
第10回 8月20日（火） 金内　誠 先生……………ヨーグルトとチーズの話
第11回 9月  7日（土） 野﨑洋光 先生………発酵食品を用いた楽しい料理
第12回 9月24日（火） 小泉幸道 先生………………………………お酢の話
  小泉武夫 校長………………………修了証書授与式
※カリキュラムの内容及び講師は、変更する場合がございます。予めご了承ください。
※全12回講座すべてを受講された方には、「発酵食品ソムリエ」認定証を授与いたします。

1回講座

4月6日（土）
13：30～15：30
戸田ビル1階 教室
会員 3,240円
一般 3,560円
3,900円
具 玲子

日 時

会 場
受講料

教材費
講 師

今人気のハーバリウム文具を
手作りしませんか。実用的な
ボールペンとペーパーウエイトを
作ります。自然の素材を活かし
たドライフラワーを使い、春らし
いナチュラルな仕上がりになりま
す。初めての方にも丁寧にご指
導いたします。

オリジナルペーパーウエイト＆ボールペン
癒しのハーバリウム文具

【具 玲子 プロフィール】
（株）サザビーに入社。社内のグラフィック
デザインを手掛ける。2011年タブローフ
ルール講師の資格取得。フラワーアート
ショーケースアワード2013優秀賞受賞。 

▲認定証サンプル
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78
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▲明王院

▲安養院のツツジ

A）日時　4月23日（火）　11：30～15：30
集合　11:15　JR「鎌倉」駅西口改札　食事　ブラッスリー・シェ・アキ

【コース予定】「鎌倉」駅→昼食「シェ・アキ」→常栄寺→別願寺→安養院　※約3kmの行程です。
Ｂ）日時　5月28日（火）　11：30～15：30
集合　11:15　JR「鎌倉」駅東口改札　食事　鯉之助

【コース予定】「鎌倉｣駅→昼食「鯉之助」→光触寺→明王院　※約2kmの行程です。
会員 各7,560円　一般 各8,300円（拝観料・昼食代含む）
大貫昭彦（随筆家）
各20名　※雨天実施。歩きやすい服装・靴でお出かけください。

受講料
講 師
定 員

※4月21日（日）以降のキャンセルはご容赦願います。

875

お問い合わせ：日本橋髙島屋セミナー事務局　直通TEL（03）6867-1674（祝日休）お申込受付：3月6日（水）より本館4階友の会窓口



アーティフィシャルフラワーの彩り豊かな野の花を使った、リースアレ
ンジのレッスンです。
ビオラや細かな小花とたっぷりのグリーンで、明るい春の彩りをお部
屋に飾ってみてはいかがでしょうか。アレンジに必要なテクニックを身
につけて、長い年月お楽しみいただけるインテリアをぜひご自身で
作ってみませんか？初めての方もぜひご参加ください。

3回講座

1回講座1回講座

2回講座

※申込み時に犬か猫のみをお選びください。
　犬種や猫種の毛色や柄などは、当日講師応相談。
◎「中級」継続者については、事務局にお問い合わせください。

4月7日（日）　13：30～16：30
戸田ビル1階 教室
会員 2,160円　一般 2,265円
2,600円
佐藤有紀子
（英国王立美術家協会 名誉会員　atelier KC主宰）
お持ちであればラジオペンチ

日 時
会 場
受講料
教材費
講 師

持参品

羊毛フェルトは、羊毛に特殊な針を刺し
ていく手芸です。様々な色の羊毛を自
由に組み合わせ、鯉のぼりの飾りととも
に、世界にひとつだけの愛猫や愛犬を
作りませんか。初心者大歓迎！丁寧に指
導します。羊毛フェルトにチャレンジして
みませんか？

▲講師参考作品
　作品サイズ：動物が約8㎝

5月26日（日）
13:00～16:00
柳屋ビルB1 教室
会員 5,400円　一般 6,480円
4,650円
佐藤聖美
（ニューヨーク在住 
Art Studio Sugar Mommy主宰）
角井洋子　渥美千恵子
（Art Studio Sugar Mommy講師）
ビーズステッチ用針と糸
小さいはさみ・ビーズマット
お持ちでない方は、申し込み時
お申し出ください。
平ペンチ、丸ペンチ、ニッパーは、
お持ちでない方に貸出しいたします。

日 時

会 場
受講料
教材費
監 修

講 師

持参品

シードビーズのアレンジボールとクリ
スタルのコラボレーションで作るキラ
キラ光る大人のネックレス。

ニューヨークビーズアート
パインコーンネックレス

端午の節句
羊毛フェルト Dog ＆ Cat

▲ネックレスの長さ 46～52㎝程度

4月15日（月）　14:00～17:00
5月20日（月）　13:30～16:30　
6月17日（月）　14:00～17:00
戸田ビル1階 教室
柳屋ビルB1 教室
会員 9,720円　
一般 10,700円
3,800円
坂野ゆかり （縁工房主宰） 他
はさみ・30㎝ものさし・洗濯ばさみ

日 時

会 場

受講料

教材費
講 師
持参品

エコクラフトとは再生紙を使ったエコ
なクラフトテープのことです。
今回は、春から夏に向かけてさわや
かなパステルブルー×ホワイトのバッグ
を作ります。追いかけ編みとねじり編
みで作る楕円底の初心者向けバッグ
です。おしゃれ感がありながら使い勝
手のよい大きさです。

今だから環境にやさしいエコクラフト
パステルブルーのトートバッグ

▲パステルブルー×白
　作品サイズ：底13×28×高さ19㎝
 持ち手38㎝

※糸色は当日ご希望の色をお選びください。

4月3日・6月5日（水）　※5月1日休講
13:30～15:30
戸田ビル1階 教室
柳屋ビルB1 教室
会員 4,960円　一般 5,400円
2,970円
追加教材費が発生する場合がございます。
宇佐美悦子（日本花結び文化学会会員）
はさみ・ピンセット・花結び用ボード
お道具購入希望は初回受講時にご注文。

日 時

会 場

受講料
教材費

講 師
持参品

4月/タッセル
淡路結び、髪飾り結び、こま結び、
玉結び。制作時長さ調整可能。
仕上げは帯締め、髪飾りなど可。

6月/バレッタの髪飾り
パール付きバラ結びバレッタと
お好みで仕上げる2点作成。

一本の紐が紡ぐ伝統技法
花結び

▲4月 幅3×長さ70㎝程度

▲6月 幅2×長さ11㎝

（A）3月30日（土）　13：30～17：30
（B）3月31日（日）　13：30～17：30
（C）4月14日（日）　13：30～17：30
戸田ビル1階 教室
会員 各3,000円　一般 各3,300円
各10,800円
二階堂智子
エプロン・作品お持ち帰り用袋

日 時

会 場
受講料
教材費
講 師
持参品

▲作品直径28㎝

【佐藤有紀子 プロフィール】
2005年より羊毛フェルト講師として関東
各地で講座を持つ。ボストン展覧会・金
賞、芸術オリンピック in リオ・クリスタルメ
ダル等国内外展覧会に出展し、受賞多
数。エルミタージュ美術館国際友好会員。

【角井洋子 プロフィール】
ビーズスタジオcrystalTeddy主宰。
ニューヨーク在住佐藤聖美氏に師事。2003
年よりカルチャースクール講師を務め、2006年
からビーズ誌等で各種デザイン、技術指導に当
たる。講習は講師2人体制で行い、初めての方
にもわかりやすく丁寧な指導に定評がある。

各1回講座

アーティフィシャルフラワーアレンジメント
アーティフィシャルフラワーの野の花のリース

【二階堂智子 プロフィール】
株式会社オンザムーン代表
1994年On The Moon 設立。2000年頃より
本格的にナチュラル感のある野をイメージさせ
るようなアーティフィシャルフラワーのデザインを
探求し始める。気温に左右されない人工的な
素材の特性を活かし、命を吹き込む感覚で「安
らぎ」や「癒し」を感じられるもの、時に心弾むよ
うなアレンジメントをひとつひとつ丁寧な作業で
つくり続けています。
2011年「第1回アーティフィシャルフラワー大
賞」大賞/文部科学大臣賞を受賞
2016年「2016 ドアリースコンテスト」ディスプ
レイミュージアム賞、審査員賞をＷ受賞
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6回講座

1回講座

1回講座1回講座

1回講座

4月15日（月）　
10：30～13：00
戸田ビル1階 教室
会員 2,160円
一般 2,265円
5,200円
久保清子（フレンチBOX主宰）
・ハサミ（布切り・紙切り両方or兼用1本）
・30cm定規・お手ふき・お持ち帰り用袋

日 時

会 場
受講料

教材費
講 師
持参品

フレームにヨーロッパの輸入生地を使って
作るおしゃれな鏡です。壁にかけても、立
てかけて使うこともできます。リボンなどで
アレンジするとバリエーションも広がり、曲
線の上の部分と合わせて一段と華やか
な作品になるでしょう！
布はモノトーンの他に花柄の生地もご用
意しています。

楽しみながら作る　カルトナージュ
おしゃれな鏡

▲イメージ

4月8日～6月10日（月）　
10：30～12：00
戸田ビル1階 教室
柳屋ビルB1 教室
会員 8,100円
一般 9,000円
松﨑冴子（妙の会共同主宰）

日 時

会 場

受講料

講 師

3回講座

気軽に「きもの」を楽しむ一歩
切らずに作る 帯結び
着付けの最大の難関は「帯を結ぶこと」。
簡単に帯が結べればもっと気軽に「きも
の」を楽しめるはず。大切な帯を切らず
に、お太鼓の大きさや柄の出し方もお好
みで作ることが出来ます。帯結び講座で
作成した「作り帯」で、きものを洋服感覚
で着る手軽さを是非ご体験ください。

山部赤人、笠金村など宮廷歌人が活
躍する一方、大宰府では活発に歌を詠
み合っていた大伴旅人や山上憶良ら
が一時代を作り上げていました。やが
てバトンタッチするかのように若き大伴
家持が登場し、個人の感性が成熟して
ゆく時代の始まりと言えます。
家持をめぐる恋の歌のやり取りも繰り広
げられ、素朴な万葉の恋歌が心に懐か
しく響きます。

最古の歌集 「万葉集入門」
最盛期・その3

▲イメージ「地梨」の花

日 時
会 場
受講料
教材費
講 師
持参品

4月8日（月）　13：30～16：30
戸田ビル1階 教室
会員 3,460円　一般 3,780円
575円
塩川潮子（帯工房「遊創」主宰）他
名古屋帯又は袋帯1本
糸きりバサミ、金属性の指ぬき、洗濯バサミ10個程度、メジャー

※帯は風にあて自然干しをし、湿気をよくとったものをご用意ください。
※完成後、服の上から作り帯の締め方体験あり。帯枕・帯揚げ・帯板・帯締めをご持参ください。
※手話通訳をご希望の場合は申込時にお申し付けください。

世界最古の長編小説
源氏物語を読み解く

日 時

会 場
受講料
講 師

持参品

『源氏物語』の世界を初巻の桐壺
巻から順に丹念に読み進めてまいり
ます。この物語の生まれた時代の風
俗や歴史、また物語の文章に仕掛
けられた漢詩や和歌などの引用表
現などについての知識を広げること
で、物語世界をより深く味わうことが
できます。わかりやすい解説で人気
の栗山先生による初巻から始める
源氏物語講座です。

▲「紫式部」　押絵「欅の会」代表 中村洋子作品

【栗山元子 プロフィール】
早稲田大学・法政大学兼任講師・
千葉経済大学短期大学部非常勤
講師。『源氏釈 奥入 光源氏物語
抄』（中野幸一氏との共著、武蔵
野書院）。『源氏物語』古註釈や
中古中世の王朝文学の研究者。

【松﨑冴子 プロフィール】
1972～74年、慶應義塾大学大学院古
代国文学講座を聴講。1974年から40
年、清川妙先生主宰 講座にて万葉集
を学ぶ。清川妙先生逝去後、自主勉強
会「妙の会」を仲間と立ち上げ、講師を
務める。著書に『春の夜の夢―季節の
ことばとこころ』（求龍堂）。

4月10日～6月26日（水）
10：30～12：00
戸田ビル1階 教室・柳屋ビルB1 教室
会員 17,820円　一般 19,440円
栗山元子
（早稲田大学 法政大学兼任講師）
テキスト
古典セレクション源氏物語1（小学館）

人との距離感を学ぶ心理学Vol.26
傷つかない距離感、気付かない距離感

日 時

会 場
受講料

講 師

今回のテーマは「普通とは何か」。
「普通であること」とはどんなことなので
しょう。一方自分の「普通」が他人の「普通」
と違った時はどうしたらいいのでしょう。みん
なと一緒、が「普通」なのではありません。
息苦しさ、生き難さはそこからきているの
です。ここではその解決方法を知り、自分
を解放するすべをお話しします。

【首長一代 プロフィール】
心理学を野田俊作に、社会
学を宮台真司に師事。 カウ
ンセラー、セラピストの資格
取得。企業研修などのコー
チ資格取得。アトピークリ
ニックなどクリニックでのカウ
ンセラー、専門学校にて心
理学講師など多方面で活
躍中。

4月22日（月）　
19:00～20:30
戸田ビル1階 教室
会員 2,700円
一般 3,240円
首長一代
(アドラー心理学／心理学カウンセラー)

※織機（小/4,752円）をお持ちでない方は教室にて販売。

4月14日（日）
10:30～12:30
戸田ビル1階 教室
会員 各2,160円
一般 各2,265円

日 時

会 場
受講料

初級 1,900円
初・中上級 8,450円
佐古孝子（サコタカコ創作ビーズ織教室主宰）
矢部百子（サコタカコビーズ織教室講師）
織機・はさみ・セロテープ

教材費

監 修
講 師
持参品

使い勝手のよいワンポイントブローチ。
初めての方には織機等の貸出あり。

サコタカコ ビーズ織～初・中上級合同クラス～
初級
ブローチ ローズ

ネックレスだけでなくベルト、帽子飾
り、帯締めなど、使い方はお好みで。

初・中上級
幾何学模様のロングネックレス

▲本体　縦2.5×横2.1㎝
　クリスタルビーズ　直径0.7㎝

▲幅2×長さ120㎝

※お申込時に必ずご希望のⒶⒷの柄を選択してください。
※追加教材も承ります。お申込時に、5,200円×追加数をお支払いください。

Ⓑ
花柄

Ⓐモノトーン

▲作品サイズ：縦37.5×横27㎝
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