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鱒℃豆諾Ｏ４２－５７４－Ｏ５７０受付時間９:30～1ﾌ:３０※土個……

家庭で作る季節の薬膳 4033

国際中医薬膳師･薬剤師西土井晴子

薬膳とは、食物の持つ力で体のバランスを整える食事のことです。旬

の食材は、病気の予防、改善に効能があります。薬膳の基礎を解説

しながら、四季折々 の食材で家庭で楽しめる薬膳料理を作ります。
<食材テーマ７月大暑、８月処署、９月秋分〉（開催場所:本校調理室）

１日体験'6/10（火）１０:００~13:005,100円(材料費込み)p75gl

第４金１０:00～１３:00(7/25～）３か月:3回15,300円(材料費込み】

～ゆっくり楽しく学ぶ～匝i逼あなたもできる廻国
はじめてのiPad ネットショップ~入門～
而5房うてｦ三ﾗﾃＳＯＨＯ普及ｻﾛﾝ.三鷹ﾈｯﾄｼｮｯプｨﾝｽﾄﾗｸﾀー児島陽子
校長山根明

第2.4±13:00~15:００(7/12~）講言3脳茄００(7/25~）
3か月:６回15,300円

ゆっくり学ぶｼﾆｱのための数塁翌蹴誌:鰐¥熱
です。

ます。

麓

傾聴 入門 剛
~穏やかな会話が生まれる聞き方のコツ～

心理カウンセラー・ＮＨＫ学園通信講座
｢傾聴｣監修津村直樹

第2.4水１３:00～１５:００(7/9～）
3か月:６回18,300円

１日体服 6/30(月)１３:00~15:009733
3,050円

話し上手より聞き上手。相手に好

意と信頼を
抱いてもら
うための聞

く技術､｢傾
聴」を学び
ますも

■

』

秩父三十四観音めぐり
～６０年に一度の甲午歳総開帳～

監修本寿院住職三浦尊明訓師広徳 寺 住 職 栗 原 道 展

4085

アウトドア
藷座 ’

豊かな自然に恵まれた秩父の札所。今年は６０年に一度の甲午歳に

当り、１１月まで総開帳されます。普段見ることのできない、ご本尊

のお厨子の扉が開かれます。バスで移動し短期間に３４の礼所めぐ

りができます。

第１水７:３０～１８:３０(7/2～）※集合場所:新宿駅西口
5か月:５回１５，５００円(パス･食車代別:7,CO０円程度/１回）

家 族 の た め の 、 函、かづきれいこ画鰹エンジョイ！画皿
ヘアカツトレッスン更のメイク講座
へアアーテイスト稲垣俊彦

第２±１３:００～１５:００(7/１２～）
3か月:３回5,850円

カットの基礎から、ワンレングス

(おかつば)、レイヤー（大きな段
差をつける)、前髪カット、耳まわ
リ・襟足などのカットを学びます

REIK○ＫＡＺＫＩ専属講師

第３金１３:00～１５:００(7/１８～）
3か月:３回7,950円

個性を引き出すメイクのお手伝い

を ■

‘､ヅ－㎡

ヴァイオリン(初心者）
ヴァイオリン奏者林浩司

第1.3火１６:30～１７:20(7/1～）
3か月:６回21,600円

ヴﾗﾌｲｵﾘﾝの楽しさ､音色の美しさ

を体験できる講座ですも楽譜が読め
なくても大丈夫ですも

*楽器は珊師が

無料でお貸し
しま掌dも



〆 ー 一

ａ 刀ﾛ５見学･体験は随時承ります｡(一部講座を除く｡）
Ｌ

aO4Z-5ﾌＺｍ５うぴ見学･体験は随時承ります｡(一部講座を除く｡）

INC.『藷~1面名ド講諭｜曜日/時間｜
2002囲碁中級

2003囲碁上級

2004実戦の囲碁

2007楽しい囲碁教室

2005有段の囲碁

2012開基小林教室

NHK学園諦師

鳥坂田茂側

:NHK学園錨師
:成島奈津子

NHK学園諦師

成島奈津子

:NHK学園調師

i長谷川迩弘

毎週（火）
1330～１５:3Ｃ

ｉ毎週（火）
10200～12:0０

毎週（月）
1ﾌ230～14:3０

毎週（木）
13230～１５t3C

、第1.3（月）
棋士八段小長井克15200～17郡

iNHlく学m6Mi師

･小林孝之

毎週(月）
18200～21ＤＣ

iO94嚇ｽﾏージﾔﾝ教室健康繍将協会認雇毎週(土）ルツスンプロ原浩明．10:00～12;OＣ

'０，３穂甑-ジﾔﾝ教室崖耐識会議定書週(土）ﾙﾂｽﾝプﾛ原浩明１３:30~16:3C

iO98ｺﾝﾄﾗｸﾄつﾘｯヅ潟!;4ジ麺会鮒師第2.4(月）１量30～１７g3C

くらし・心・生活美

1060漢方とアロマ Xiang中医ｱﾛﾏｾﾗピー 第２（木）
スクール主宰有露文香１３:00～15:0０

70,61i建謄,になりましょう議杉露’8:30-2α３０
１森杉きもの学院学院長第1.3(水）

0050香道御家流(午前）；灘欝緬
第４（金）

10:30～12:0０

005'香道御家流(午後）；農簿獅
第４（金）

13:30～1５３０

００５８稲雰ピー

１０５９雰繍籾ｽン

'062錫弗溺

‘ヴｱﾛﾐﾑ国立主三・IＷｉＦＰＡ第４（月）

誌説ﾗビｽﾄ大石和美ilO:00～11:4５

;ヘアアーティスト

:稲垣俊彦

:RElKOKAZKl
･専屈識師

第２(土）
1ヨ200～１５:0０

第３（金）
13200～1510Ｃ

l花~ず花。園芸園 芸

9011いけぱな草月流
草月流師範会理瀕

平沼紫京
第2.4（水）

13:30～1５３０

9007いけぱな小原流(初級)蕊瀞教授毎週(火）１８:30～2OＢＣ

9008いけぱな小原流(上糾瞥繍識援，謙胤ロ
0035ﾌﾗﾜーｺーテAｲﾈーｼﾖﾝＭＨ駐宰郷村山百合子

～初級･中級～アシスト興仲霊
第1.3（金）

10:15～1220Ｃ

0036ﾌﾗﾜーｺーデｲﾈーｼﾖﾝＭ卜|畦宰細村山詑子第1.3（金）
～上級～アシスト“民子１０:15~12:0Ｃ

－ －－

|No.｜講座多…｜講師」 蝋謹謹1鴎［ 講座亀｜一論うＥｍｌ曜日/時簡 |No.Ｉ…蔚麓葱ｉｌ－識闘 |曜日縮緬

'057星空を楽しむ謡/鰻…内人1,9糊３０

文学・文章・ことば■｜
＊村治蕊のｴｯｾｲ教塞識鰯:鯨,綱｡。1071(水曜）
～あなたも書けるエッセイ～､壬生幸子

・ことば■

蕊駕鰯皇繕鯨耐澗‘1075;(金曜）

楠治雲のｴｯｾｲ教室謂篤:篤嶋鵜‘1076(土曜）
～あなたも書けるエッセイ～;松本泰平

70,,塁諾語本語調松真震子，0:００~,2:0〔測綜”-mｴｯｾｲｽﾄ第'､3(月）

30,3初心者のための朗読黒祭享ｳﾝｻー第24(月）１０:00～１２:0０

309‘蕊駕:,魅力獅擢誇り予山…,3:0…０
監修平野啓子・第2.4(火）

第1.3（金）

3094朗読を楽しむ(初級）女偲武田竹美１３:00~15:0Ｃ
第1.3（金）

3095朗読を楽しむ(中級）；女優武田竹美１０:00~1200

4006はじめての古文書§NHK学園講師
笠原綾

第1.3（木）
１０:00～1２００

４００'古文書~墓礎編～噸:諭師，淵蕊０

4062古文書～近世文書～・NHK学園誰師毎週（月）
笠原綾，3230～,5:3Ｃ

3000'雷鵬龍～

音楽

;二松学舎大学教授
:吉崎一衝

第２（月）
10200～12:OＣ

且＝，’

6014楽しいｺーﾗｽ管蕊家河0田りつこ摺雛淵
6000すてきなハーモニー

第1.3（木）
声楽家石井初美１３:00～15:0０

一一

．第2.4（水）
6034:みんなでハーモニー音楽家栗囲和子，3:30～１５:0０

一－－

P1sIuIworldmusic第2.4（木）6020.ゴスペルコーラス
代表井上|聯友１９:00～20:3Ｃ

6006議縦言①籍木窪，3:幅-噸４５ﾐｼ゙ ﾔﾝｿﾝ歌手第2.4(木）

6008誠紬菖②

６０４６:と熟､躯流
Ｉ‐＝恥グ弓

シャンソン歌手
荷木裕史

一一一＝

第2.4（木）
15:00~16:3０

一一一

i声楽家樹徽鐘志子,謙観０
ー－_

ﾘｺー ダー (縦笛)はじめてﾘｺー ダー 奏者
607Oみませんか?~経験者も歓迎～柳沢里実

60,9婿楽譜の読み方1ｱﾉ‘卿：川岸みどり

60"i総iiIﾂｱｲｵﾘﾝ吟ｲｵﾘﾝ秦書：林浩司

600'嬢薙私
ヴァイオリン奏者
闇林浩司

第2.4（火）

10:00～12:0０

第1.3（木）
15:30～1７２００

第1.3（火）
１６:30～17220

第1.3（火）
15130～1622Ｃ

００４３スポーツ吹矢健康法§(棚日本ｽボーﾂ吹矢協会第1.3（日）
～日雌～：上級公認翻員魁生識１０:00～12:００

～のばそう健康寿命～；二期会会員健康管理士；第１．３（日）
6007常酷鋤素読蔀て論う旧誹一般指導員細治恵10:30~12;００

～自分の健康は自分で守る～I官足法ｲﾝｽﾄﾗｸﾀー 第2.4（火）
0066足もみ健康法造田エミ子１０:00~12:OＣ

手 話手話

6013蕊毒淑；
､ヴァイオリン奏者

林浩司 ,謙協07001手話入門．※原則４月入会です。

手話通訳士

i伊勢正子

第2.4(土）

１０:00～12:００

～心安らぐ木の音色～日本ｺｶﾘﾅ協会公諦&師第2.4（水）
6036.コカリナ教室山形むつみ１６:00～17:3０

舞踊・ダンス

7005手話初級

7004手話中級

,手話通訳士
:伊勢正子

手話祷訳＋

緒方好子

第2.4(土）
13200～15ROC

第2.4(土）
13:00～15:OＣ

８００５正派西川流.日本舞踊正派西川流師範西川喜久洲，謙協07003手話上級
手話通訳士

;緒方鱈ご子

第2.4(±）
､1笠30～1７３０

0030江戸芸･かっぽれ
光江流江戸芸がつぼれ第1.3（月）

家元桜川光江１３:30～15:0０ 料理難劇含塞賀他菖己誕現jih鋤合、交通劉仙白寓言網 ’料理

０００‘僻騨耐ｸバﾚｴ'識阿雌蕊(匡回
ｉ竹之御所流W､鯛理後継者第３（水）

：吉川かおり桶淵,‘０２‘灘霊魂(初級)猶洋書響し,0:00-,3:OＣ

0007趣味のｸﾗｼｯｸバﾚｴⅡ謝繍iiﾚｴ団
．京都･竹之御所流竹之箇所漏青幽耀後謹言第３（水）

,,詔甚｡4034精進料理をつくる(上級)西井書響，4:0｡~,7:Oｃ
OOO6:大人のｸﾗｼｯｸバレエI数阿佐美パﾚｴ団：竹之御所流澗進料理後継者第１（木）‘(入門初級）ヨⅡが論り遍剛｡‘035謹鰯驚藤斜ｺーｽ)麺詳言善，｡:00-i４ｐＣ

００３７大人のｸﾗｼｯｸパﾚｴⅡ翻駕ﾘﾚｴ団毎週（火）､１９:15～2OＢＣ

ワウレf迄.ボﾘﾈｼｱﾝﾐ毎週（月）
００５７設螺熱門努j鰐ij蕊１６:10-17:1Ｃ

：ｶﾙﾗ割ｱー ｽｸー ﾙ

クウレイナニ↑ポリネシアン

8003窒膳11勢i二級

000‘ﾊﾜｲｱﾝﾌﾗ；慧雪灘

毎週（月）
15:00～16KOC

毎週（月）
”240～1３２４０

毎週（月）
13:50～14150

:第1.3（水）
:16:00～17:0０

00型i裟鯛謡う葬潔琴ｼｱﾝ;,謙幌〔
8002楽しい社交ダ､ンス

ﾀﾏ蒜粍也グﾝｽｽｸﾖﾙ毎週(土）
位111華）若槻絵里子１３:30～15:OＣ

アウトドア
藤担現地集合､交通鐙他自己

★散流★★ハイキング

4070大人の物知り見学会*雛簿ター原則霊'（金）§１０:00～12:0〔
●

～"古地図"に学ぶ～

4022:大江戸小さな旅

４０２５:裟蝋侭

旅行作家(元NHK放送､原則第１（火）
★Ｗ物館舘長）松本太郎１３:00～15:3Ｃ

旅行作家(元ＮＩ･IK放送原則第３(水）

★1W物館館長）松本太郎１３:00～15:3Ｃ

ﾌﾘー ﾗｲﾀー ･元舵の手樹第３（金）
4017．名作の舞台を歩く

★淵襲長東山周珠子１０:30～14:3０

40卿輔(|熱賞一
一一一一

，ＮＩＩ綜馴訓蛎原則第３（水）
☆安藤さやか長友瑞絵'14:O0rl6:0０辿gE竺Q２

４００，篭撫と寺と神社を巡る率縦行悔認（水）★平野勝 １０:００~13:OＣ
一ー＝一

仰7鞠灘潔」写真旅行作家
第３（火）

★平野勝 ；10:00～13100

402.蕊瑳脅の－一森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀー 原則第３（金）
★橘上一彦 １０:00～13:００

一ー一

耐多摩の自然種歩く＊!；雛卿…-嬬峰2(火）１０:00～12:OＣ

004.撫醗ﾀﾝゴダﾝｽ蕊懲?:鯛;,謙視｡4008;皇iiI難Ｚ 赫tｲﾝｽﾄﾗｸﾀー 撒敏化ｔ原則第３（木）

☆鎚野登誕子１日散策


