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お問い合わせ：日本橋髙島屋セミナー事務局　直通TEL（03）3246-5365（祝日休）お申込受付：7月10日（水）より本館4階友の会窓口

創業百三十余年の松江の老舗旅館の味を
銀座 皆美

日 時
集 合
会 場

会 費
定 員

松江藩主・松平不昧公が残したもてなしの極
意を家訓にする創業百三十余年の松江の老
舗旅館「皆美」。不昧公が好んだ西欧料理に
ヒントを得て和風にアレンジした名物の「家
伝 鯛めし」や高級魚「のどぐろ」、山陰の美し
い自然が育んだ美味の数 を々「銀座 皆美」で
もご賞味いただけます。松江の味をご堪能く

8月6日（火）　12：00～14：00
11：50
銀座 皆美
東京都中央区銀座7-9-15 ギンザジーキューブ10F
（東京メトロ各線「銀座」駅より徒歩約４分、
JR「新橋」駅より徒歩約7分
東京メトロ銀座線「新橋」駅より徒歩約7分）
会員 15,500円　一般 16,600円
30名（関東9店舗合計）

【メニュー予定】●先付　●前菜　●御椀　●造り　●焼物　●揚物　●食事　●デザート
●菓子と抹茶　※ワンドリンク付

※お席は椅子席。※7月30日（火）以降のキャンセルはご容赦願います。

江戸名所図会・名所江戸百景など浮世絵に描かれた江戸名所を訪ねる㉚
神楽坂の路地歩きと水戸光圀の大名庭園・小石川後楽園

日 時
集 合
食 事
受講料

講 師
定 員

午前中は神楽坂の路地裏を歩
いて町歩きの風情を楽しみ、午
後は水戸徳川家江戸屋敷で
あった小石川後楽園へ。水戸光
圀の作った庭園を訪ね、大名庭
園の鑑賞方法の詳しい解説を
聞きながらめぐり歩きます。

9月20日（金）　10：30～16：00
10：20　JR中央線「飯田橋」駅　西口
神楽坂和らく（白木弁当）
会員 10,000円　
一般 11,000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）
30名（関東9店舗合計）

【コース予定】JR「飯田橋」駅 西口→善国寺（神楽坂毘沙門天）→安養寺（薬師瑠璃光如来）→寺内公園→
筑土八幡神社→昼食→小石川後楽園→「飯田橋」駅解散　※約5㎞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。
※9月13日（金）以降のキャンセルはご容赦願います。

35Fからの大パノラマ＆素材重視のシンプルフレンチ＆フォアグラ料理
オザミ トーキョー

日 時
集 合
会 場

会 費
定 員

東京・丸ビル35階、白と黒を基調にしたモダンな
空間と、どの席からも東京の街が望める「オザミ 
トーキョー」。過去には“ミシュランビブグルマン”
受賞もしていて、自然派から銘シャトーの豊富な
種類のワインも自慢です。素材の持ち味とおいし
さを一番に考えたシンプルなフランス料理をお楽
しみください。

9月9日（月）　12：00～14：00
11：50
オザミ トーキョー
東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング35F
（ＪＲ「東京」駅丸の内中央口から 徒歩約3分、東京
メトロ千代田線・都営三田線「二重橋前」駅4出口
から徒歩約2分）
会員 15,500円　一般 16,600円
30名（関東9店舗合計）

【メニュー予定】●アミューズブーシュ　●前菜　●フォアグラ料理　●オマール海老の一皿
　●牛肉の一皿　●デザート　●コーヒー　※ワンドリンク付

※9月2日（月）以降のキャンセルはご容赦願います。

学校や教会・近代的洋風建築の魅力がいっぱい
池袋～目白 洋館散歩

日 時

集 合
食 事
受講料

講 師
定 員

近代的洋風建築が多く見られる池袋～目白周辺。
フランク・ロイド・ライト設計の自由学園明日館、元
徳川家屋敷町跡の「徳川ビレッジ」の洋館、ライト
の弟子、遠藤新設計の目白ヶ丘教会など、日本の
西洋建築の黎明期に活躍した建築家たちの作品

①9月18日（水）　10：30～15：30
②9月27日（金）　10：30～15：30
10：20　ＪＲ「池袋」駅 メトロポリタン口改札口
目白 旬香亭（コース料理）
会員 13,000円　
一般 14,000円（入館料・昼食代含む）
志村直愛（東北芸術工科大学 デザイン工学部 建築環境デザイン学科 教授）
各25名（関東9店舗合計）

【コース予定】ＪＲ「池袋」駅→★自由学園明日館→柳原白蓮旧居→徳川ビレッジ周辺・徳川黎明会→
吉村順三記念ギャラリー→目白聖公会→「旬香亭」（昼食）→★日本バプテストキリスト教
目白ヶ丘教会→★中村彝アトリエ記念館→JR「目白」駅解散（★印内部見学予定）

※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あります。
※①9月11日（水）以降のキャンセルはご容赦願います。
※②9月20日（金）以降のキャンセルはご容赦願います。

▲秋葉神社

▲鳥越神社

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。
9月は稲荷町駅から、秋葉神社、鳥越
神社、榊神社などを訪ねます。

西洋絵画にも影響を与えた浮世絵の魅力
太田記念美術館・特別展「生誕250年記念 歌川豊国」解説＆鑑賞

日 時
集 合
会　場

食　事
会 費

解 説
定 員

斬新な構図、鮮やかな色彩、シンプルかつ繊細な描写で、
ゴッホやモネら西欧の画家たちに大きな影響を与えた浮世
絵。数少ない浮世絵専門の美術館「太田記念美術館」では、
歌川派を浮世絵最大の流派に育て上げ、写楽を超える人気
を誇った「歌川豊国」の展示会が開催されます。解説を聴い
てから見に行く鑑賞会。今も色褪せない浮世絵の魅力をお

9月12日（木）〈解説・昼食11：30～14：00、自由鑑賞14：00～〉
11：20　
レストラン ラ・ブーレット
東京都渋谷区神宮前1-16-3
（ＪＲ山手線「原宿」駅 竹下口より徒歩約３分、
千代田線「明治神宮前」駅より徒歩約５分
副都心線「明治神宮前」駅より徒歩約５分）
レストラン ラ・ブーレット（コース料理・ワンドリンク付）
会員 11,500円　
一般 12,500円（美術館入館料・食事代含む）
渡邉晃（太田記念美術館 主幹学芸員）
30名（関東9店舗合計）

※最少催行人数18名
※9月5日（木）以降のキャンセルはご容赦願います。

【渡邉晃 プロフィール】
筑波大学大学院博士課
程修了。博士（芸術学）。
浮世絵を中心とする近世日本美術史を研究。太
田記念美術館にて「没後150年記念 歌川国
貞」「生誕290年記念勝川春章」などの展覧会
を担当。著書に『江戸の悪』『江戸の女装と男
装』（青幻舎）、『歌川広重名所江戸百景』（美
術出版社）ほか。国立劇場歌舞伎公演プログラ
ム「資料展示室」構成・執筆（2011年度～）。

9月6日（金）　13：00～15：30
12：50　「稲荷町」駅　3番出口改札
会員 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）
30名（関東9店舗合計）

日 時
集 合
受講料

講 師

定 員
※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。
※8月30日（金）以降のキャンセルはご容赦願います。

みなみ

【コース予定】「稲荷町」駅→秋葉神社→鳥越神社→榊神社→総武線「浅草橋」駅解散
　※約2.5㎞の行程です。

▲イメージ ▲名物「皆美家伝 鯛めし」

▲神楽裏路地

▲小石川後楽園

▲善国寺 虎の像

【志村直愛 プロフィール】
1962年鎌倉市生まれ。東
京芸術大学大学院美術
研究科修了。専門は日本
近代建築史、都市景観。
各地の審議会でまちづくりに携わりつつ、都
市や建築の歴史を説き歩く「散歩師」とし
て、東京ウォーキングマップ、世界一受けた
い授業などのテレビ番組にレギュラー出演。

▲イメージ

▲イメージ

▲自由学園明日館

▲中村彝アトリエ記念館



1回講座

1回講座

1回講座1回講座

1回講座

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「銀座2丁
目 ミタスカフェ」で、木の温もりと、
身体に優しいメニューに癒されな
がらのひと時をお過ごしください。

進化する銀座の楽しみ
銀ぶら・ギャラリー散歩

各1回講座

「藤沢宿の古社寺拝観」
藤沢は、（古代の）東海道の時代
から宿場として栄えてきました。そ
のため義経や一遍上人の足跡も
残っているのです。江戸時代には、
東海道53次の6番目の宿場として
賑わいました。遊行寺や義経の足
跡を訪ねながら、宿場を歩きます。

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 

【コース予定】「藤沢」駅→昼食「天喜代」→舟玉神社→遊行寺→弁慶塚→義経井戸→
白旗神社→小田急藤沢本町駅解散予定※約4kmの行程です。

9月24日（火）　
11：30～15：30
11：15　JR「藤沢」駅改札口　　　　　　　　　　　　
天喜代
会員 7,560円　
一般 8,300円（拝観料・昼食代含む）
大貫昭彦（随筆家）
20名

日 時

集 合
食 事
受講料

講 師
定 員
※雨天実施。歩きやすい服装・靴でお出かけください。

※お申込時にご希望の作品ⒶⒷをお選びください。

▲遊行寺惣門

▲白旗神社

▲イメージ

▲イメージ

日 時
集 合

食 事
受講料
定 員

8月27日（火）　11：00～14:00
10：50　東京會舘1階ロビー 
千代田区丸の内 3-2-1
八千代（日本料理）
会員 14,900円　一般 15,900円
14名

創業100周年を控え、「新しくて伝統
的」をコンセプトに、今年リニューア
ルオープンした東京會舘。螺旋階段
の大シャンデリアは、初代本舘より受
け継がれたもの。受け継がれる伝統
と新しさの優雅な融合を舘内ツアー
で見学した後は、本物の日本料理を
お楽しみください。「千代に八千代に」
と、江戸の粋をたっぷりとつめ込んだ
「二重橋膳」の色鮮やかな旬の料理
が五感に語りかけます。

NEWCLASSICS　
東京會舘

▲東京會舘

▲「八千代」内観

品質表示の謎に迫る
プログラミング的自由研究
私たちがよく口にするジュースやお菓子。
そんな大好きなおやつは、いったいどん
な物から出来ているの？！
タブレットで品質表示の秘密を解明、
バーコードの謎の読み解き。おいしく楽し
い自由研究で、お菓子の「おいしい」に
グググッと迫ろう！！

日 時
会 場
受講料

講 師
持参品

8月9日（金）　10：30～12：30
柳屋ビルＢ１ 教室
会員 3,000円（教材費含む）　一般 3,300円
田中友紀（Jump-Kids☆代表）
筆記用具、飲み物

お茶の世界を体験
表千家茶道・こども一日体験
なかなか接する機会の少な
い日本の伝統文化、茶道。
おいしいお菓子とお茶をい
ただきながら、和文化に触
れる良い機会となるでしょ
う。お子様の夏休みの体験
学習にもぴったりです！

日 時

会 場
受講料

講 師

持参品

7月31日（水）　
A）10:30～12:00　
B）13:30～15:00　
柳屋ビルB1 和室
会員 各3,100円　
一般 各3,200円（水屋料含む）
佐久間宗信（表千家茶道教授）鈴江宗桐
白靴下

※対象年齢 小学1年生以上
※タブレットをお持ちの方はご持参ください。お持ちでない方にはご用意いたします。
※協力 （株）プログラミング検定協会

【メニュー予定】特別二重橋膳
●壱の重　●弐の重　●お造り　●茶碗蒸し　●吸物　●ご飯　●香の物　●水菓子　●抹茶

※8月20日（火）以降のキャンセルはご容赦願います。

※対象年齢 5歳～12歳位

▲銀座2丁目 ミタスカフェ店内

【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。※雨天実施。歩きやすい服装でお出かけください。

9月10日（火）　10：35～13：20
10：30
銀座2丁目 ミタスカフェ 
中央区銀座2-10-8 マニエラ銀座ビル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

受講料

講 師
定 員

キラキラと輝く宝石のようなエレガントさ
ジュエリーバッグのメガネケース
キラキラと輝く宝石のように
エレガントで、今大流行の
ジュエリーバッグ。ラメルヘン
テープをネットに通すという
比較的簡単な手法で、小物か
らバッグまで身近なファッショ
ングッズを作れます。今回は
初心者向けにメガネケースを
作ります。取り外しできる
チャーム付き。

▲作品イメージ　　　
※作品サイズ：約縦7cm×横16cm×
　マチ4㎝

▲授業風景

【武田絵里 プロフィール】
Atelier Jasmine主宰。ジュエリーバッグAJB
認定講師。カルトナージュ cocohouse認定
講師。NHK文化センターさいたまアリーナ教
室にてカルトナージュレッスン開講中。自宅
森下教室にてカルトナージュ、ジュエリーバッ
グレッスン開講中。

日 時
会 場
受講料

材料費
講 師
持参品

8月30日（金）　10：30～12：30
柳屋ビルＢ１ 教室
会員 2,700円　
一般 3,240円
3,240円
武田絵里 (Atelier Jasmine主宰)
手芸用先の尖った小さいハサミ

田中友紀

Ⓐ
Ⓑ
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お問い合わせ：日本橋髙島屋セミナー事務局　直通TEL（03）3246-5365（祝日休）お申込受付：7月10日（水）より本館4階友の会窓口



1回講座

各1回講座

各1回講座各1回講座

各1回講座

お手本の上に和紙をかさねて、なぞり描
きで仏さまを描きます。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。今回は、「勢至菩薩
（せいしぼさつ）」と「阿弥陀如来（あみ
だみょらい）」です。
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しょう。

心静かになぞり描きで仏さまを描く
写仏（しゃぶつ）

各1回講座

声に心をのせながら「子どもの本」や
「物語」、簡単な「小説」などを読むこと
で自分自身が豊かになり、生き生きと
若返ります。発声発音、文章の読み取
り～表現へ。朗読初心者へも優しくア
ドバイスいたします。さあ、あなたも、
ご一緒に朗読を体験してみましょう！

声を出して心も笑顔に！　
 朗読体験

初心者でも笑顔で楽しく！
手話 体験
手話は聴覚に障害のある方の「言語」です。聞こえる人との心のつな
がりを強めるコミュニケーション手段としても、非常に重要な役割を
果たします。聴覚障害者の社会進出に伴い、手話の能力が求められ
る分野は、福祉・医療だけでなく、法律や経済など、広い分野に拡大
してきました。当講座は、手話を初めて学ぶ方のための入門クラスで
す。挨拶から覚え、楽しく会話ができるようにレッスンしています。

日 時

会 場
受講料

講 師
持参品

7月17日・8月7日・21日・9月4日・18日（水）　
13：00～14：30
柳屋ビルB2  スタジオ
会員 各2,480円　
一般 各2,650円
田中清（厚生省認定手話通訳士）
筆記用具

※定期教室との合同クラスになります。

※持参品： 「イラストで楽しむ 日本の七十二候」（テキストのお問い合わせは事務局まで）
※8月7日の持参品は手紙またはハガキをお持ちください。

▲阿弥陀如来（イメージ）▲勢至菩薩（イメージ）　

【天野たま美 プロフィール】
武蔵野美術大学・視覚伝達デザイン専
攻。宗教絵画への関心が深まり、仏教哲
学、仏教美術を学び、仏画家の道へ。白
龍天井画、観音菩薩尊像画等の依頼制
作。絵の教室主宰、NHK学園講師（写
仏、曼荼羅、絵画クラス）、小金井市・三光
院にて写仏講座開講。著書「写仏̶仏様
と向き合う時間」パイインターナショナル
（ピエブックス社）。

日 時

会 場
受講料

講 師
持参品

A）8月27日（火）　13:30～16:00
　「勢至菩薩」を描く　
B）9月24日（火）　13:30～16:00
　「阿弥陀如来」を描く　
柳屋ビルB1 教室
会員 各3,780円　一般 各4,320円
（お手本付き・教材費含む）
天野たま美（仏画家）
面相筆（中または小 1、2本）、硯、墨、墨入れ、絵皿（小皿、梅皿など
お手持ちのもの）、下敷（白または書道用のもの）、文鎮、雑巾

日 時

会 場
受講料

教材費
講 師

持参品

A）7月22日（月）　
B）9月30日（月）
各13:15～14:45
柳屋ビルB1 教室・和室（洋室仕様）
会員 各2,185円　
一般 各2,330円
各230円
花形幸枝
（NPO法人朗読文化研究所 
代表理事・専任講師） 
筆記用具

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
「いきいき」創刊編集長として、多くの読者を心酔させた手紙や文章。
そのコツをまとめて学ぶことができる文章講座です。手紙を書くよう
に、話すように文章を書くことで、誰でも文章はぐんぐん上達します。
「二十四節気七十二候」を学びながら「日々の心を伝える手紙」も書
きましょう。本を作るお話や、作家清川妙さんの遺した言葉について

日 時

会 場
受講料

講 師

A）8月7日（水）　10：30～12：00
　「書き始める」が何より大切。さあ実践！
B）9月4日（水）　10：30～12：00
　自分の本を作ってみる？
　手作りから本格派まで楽しみいろいろ
柳屋ビルB1 教室
会員 各3,200円　
一般 各3,780円（教材費含む）
片寄斗史子（エッセイスト）

【片寄斗史子 プロフィール】
いきいきネット株式会社代表取締役
社長。1950年島根県生まれ。96年
直販雑誌「いきいき」創刊編集長。日
野原重明先生の『生き方上手』シリー
ズ編集。2014年2月から2016年3月
まで月刊誌「毎日が発見」編集長を務
め、現在はエッセイストとして活動。

【田中清 プロフィール】
平成２年NHK「手話ニュース」元
ニュースキャスター。平成４年厚
生省認定手話通訳士。NHK文
化カルチャーセンター手話講師
（青山、横浜、町田教室）、フレン
ズ講師、田中清の手話講座、そ
の他手話講座等の講師。横浜
市派遣手話通訳、講演会等の
手話通訳。各地で講演活動中。

人との距離感を学ぶ心理学Vol.28
傷つかない距離感、気付かない距離感
最近、相手と話が通じない、意図が分
からない、コミュニケーションがうまく
いかない、など人と関わることが難しく
なったように感じる、とよく聞くように
なりました。世の中が便利になってき
た分、人付き合いは面倒になってきて
いるように思えます。ここでは、それは
なぜなのか、またどうしたら良いのか。
具体例を出しながら論理的にお話し
をしていきます。

【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。

【花形幸枝 プロフィール】
NPO法人朗読文化研究所代表理事。
専任講師。朗読指導資格取得。所内朗
読講座をはじめ、公立図書館・短期大
学・京都朗読文化研究会や地域サーク
ル等への指導、朗読劇・群読の舞台構
成・演出を務める。

日 時

会 場
受講料

講 師

8月26日（月）　
19：00～20：30
柳屋ビルB1 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)

最古の歌集 「万葉集入門」
万葉集入門 体験
新元号「令和」が万葉集から選ば
れ、和歌の世界に興味が集まって
いることに誇らしさを覚えます。
7月、9月講座では、「令和」の基に
なった大伴旅人の梅花の宴序文を
ひも解きながら、旅人にかかわる
人たち、息子である若き家持の歌
などを味わいます。

▲テイカカヅラ
　万葉集では「石綱（イワツナ）」

【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年間、清川
妙先生主宰の講座にて万葉集を学ぶ。
2014年、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）。

日 時

会 場
受講料

講 師

7月8日（月）・9月9日（月）　
各10：30～12：00
柳屋ビルＢ１ 教室
会員 各2,700円
一般 各3,000円
松﨑冴子（妙の会共同主宰）

407

423 302

314420

474

お問い合わせ：日本橋髙島屋セミナー事務局　直通TEL（03）3246-5365（祝日休）お申込受付：7月10日（水）より本館4階友の会窓口
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