
京都教室
NHKカルチャー京都 検索ホームページでは24時間受付中！ご予約後10日以内にお支払い手続きを

窓口・ＷＥＢ（クレジット決済）・振込（コンビニ・郵便局）2お電話で予約
受付は先着順です。1

受付時間 月～金曜日 9:30～19:00
土曜日 9:30～18:00　日曜日 9:30～16:30  

休 業 日 祝日、振替休日、年末年始（12/29～1/4）
【9/17、23、24、10/8、11/3、12/23、24、1/14、2/11、3/21は祝日営業日】

全700講座の詳細がご覧いただけます。

8月22日（水）
9：30から

受付開始 075-254-8701
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NHK文化センター京都教室

〒600-8006 京都市下京区四条通柳馬場西入ル立売中之町99
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心臓病は冬に悪化するこ
とがよくあります。寒い
季節を安全安心に過ご
すための対策を、心臓血
管外科の名医がお話しし
ます。

冬に注意！ 心臓の病気
～病のぎもんを解消～
冬に注意！ 心臓の病気
～病のぎもんを解消～
冬に注意！ 心臓の病気
～病のぎもんを解消～
冬に注意！ 心臓の病気
～病のぎもんを解消～

■10/14（日） 14:00～15:30
■(会員)3,153円 (一般)3,823円

米田 正始
医誠会病院心臓血管外科

バイリンガル朗読家として
活躍中の講師が、「朗読」
を通じ、英文メッセージを
理解し伝えるための10の
テクニックを伝授します。

英語は朗読でうまくなる!
～英語朗読入門～
英語は朗読でうまくなる!
～英語朗読入門～
英語は朗読でうまくなる!
～英語朗読入門～
英語は朗読でうまくなる!
～英語朗読入門～

■12/1(土) 13:00～16:10
■(会員)6,739円 (一般)7,862円 

青谷 優子
元NHKWORLD英語アナウンサー
バイリンガル朗読家

加藤 武史
ガイドブックに一切載ら
ない、南禅寺界隈の別
荘群。その中でも最高
傑作の別荘として名高
い對龍山荘。通常公開
されていない對龍山荘
の建物と庭園をご案内します。

京の美を訪ねる
對龍山荘 特別公開講座
京の美を訪ねる
對龍山荘 特別公開講座
京の美を訪ねる
對龍山荘 特別公開講座
京の美を訪ねる
對龍山荘 特別公開講座

■10/9(火)、10(水)、11(木) 各9:50～11:30
■各(会員)7,560円 (一般)8,640円

小川 史朗對龍山荘館長 庭師

人生の終焉を迎える
時あなたはいい人生
だったと言えますか?
「いい人生」とは何
か、そのためにどう
生きればいいのか、
ともに探りましょう。

仏教閑話 「いい人生」とは何か

■10/25、11/22、12/20(木) 13:30～15:00
■3回 (会員)8,780円 (一般)10,789円

亀谷 英央
真言宗大本山随心院 門跡

寺子屋の教科書
である往来物を
読み進めます。く
ずし字を読めるよ
うになって、当時
の人の生の声を
自分の力で読み解けるようになりましょう！

○新江戸時代のくずし字を読む

■第2・4火曜 13:00～14:30 10/9から
■11回 (会員)32,194円

鍛治 宏介
京都学園大学人文学部准教授

毎回、２～３篇の新しい
詩を読み、「よりよい読
み」「より深い読み」を
語り合います。実作合
評については要望に
応じて実施していく予
定です。

○新詩のいろいろ

■第4金曜 10:30～12:30 10/26から
■6回 (会員)17,560円

貞久 秀紀
詩人

58歳で縄文布と出会い、研
究、再現に没頭、第一人者と
なり、88歳で博士号を授与
された。縄文布の豊かな世
界、その情熱を聴きます。

縄文の布に魅せられて

■10/18(木) 10:30～12:00
■(会員)2,926円 (一般)3,596円

尾関 清子
東海学園女子短大名誉教授

生、死、実在・・・私達がふ
と思うこれらのことを哲
学者はその根底に向っ
て掘り下げてきました。
様々な思索をたどり、共
に考えてみませんか。

○新哲学からのヒント
～よりよく生きるために～

■第2木曜 13:30～15:00 10/11から
■6回 (会員)17,560円

藤田 正勝
京都大学名誉教授

文化的、美術的、学術的
に秀でた日本美術の精
粋「国宝」。約1100点の
中からぜひ知っておきた
い「絵画作品」に光を当
て魅力を解説します。

○新国宝を知る、学ぶ

■第１土曜 10：00～11：30 10/6から
■6回 （会員）18,208円

増記 隆介
神戸大学大学院人文学研究科 准教授

小物や人物などを
かわいく撮る秘訣を
お教えします。レフ
板やフォトブックの
作り方やロケハンの
方法など、盛り沢山
にお伝えします。

○新 かわいいを撮ろう

■第4月曜 10:00～12:30 10/29から
■6回 (会員)18,921円

松村 シナカメラマン、デザイナー

日本中世史分野で、通俗
的なイメージが塗り替え
られつつあります。最新
の研究を紹介し、戦乱の
中世から天下泰平の近
世への転換を論じます。

○新争乱の日本中世史
―南北朝～戦国時代―

■第3土曜10：30～12：00 10/20から
■5回 （会員）14,634円

呉座 勇一
国際日本文化研究センター  助教

俳句をはじめたい方の画
期的講座です。貴方の句
の長所・短所を明快に分
析し、鑑賞力を養いなが
ら短期間で句作の感性を
引き出します。

○新あなたの俳句力を測る
～知識０からの上達を実感する、俳句入門～

■第１日曜 13：00～15：00 10/7から
■6回 (会員)18,921円

塩見 恵介
俳句グループ「船団の会」副代表

まばゆいばかりの錦は絹
織物の最高峰の芸術品。
絹のプリズムにも例えられ
る名品の鑑賞、伝統の工房
の見学等を通し、錦の美の
世界に出会います。

錦織

■10/3(水) 13:30～15:00
■(会員)2,916円 (一般)3,564円

龍村 周錦織作家

カントからハイデガーまで
の６人の哲学者を1回につ
き一人取り上げ、その思想
を学びます。歴史を追いな
がら、彼らが考える「人間」
について考察します。

○新ドイツ哲学 入門
～６人の哲学者がみつめた「人間」～

■第2火曜 10:30～12:00 10/9から
■6回 (会員)17,560円

田鍋 良臣
大谷大学真宗総合研究所特別研究員

メソポタミアで起
こった占星術が平安
時代の日本にまで伝
えられていった様子
を解説し、いかに文
化史において重要な
役割を果たしたかを
説明します。

○新占星術の歴史と交流 ○新 美術はおもしろい
～世界へ通じた関西の美術活動と作家たち～

■第4水曜 18:30～20:00 10/24から
■6回 (会員)17,560円

矢野 道雄京都産業大学名誉教授

毎回異なる美術のプロを講師
に迎え、美術の魅力をお伝え
します。今期は「物派、具体」を
はじめとする美術活動や作家
を中心に学びます。
■第2金曜 12:45～14:15 10/12から
■6回 (会員)17,560円

原田 平作大阪大学名誉教授
梶川 強 ほか三条祇園画廊代表

体験随時

最新の探査を元に、太陽系
小天体や衛星の多様な姿を
紹介します。さらに小惑星や
隕石、彗星から、太陽系形成
史や海・生命の起源を解き
明かします。

最新！ 太陽系天文学
～衛星・小天体で探る太陽系と生命の起源～

■第4火曜 10:00～11:30 10/23から
■6回 (会員)17,560円

河北 秀世
京都産業大学教授、神山天文台長

体験随時
「影」大野俶嵩

宮沢賢治の作品の中
から地学の基本を学べ
るものを選び、地学的
な解説をするととも
に、毎回実験や実習を
行います。

○新宮沢賢治の地学教室

■12/12、1/9、2/20（水）10:30～12:00
■3回 (会員)8,780円

柴山 元彦
理学博士

人体の捉え方と、柔らか
な皮膚の質感と色彩に
重点を置き、様々な画
材に応じた個性的で魅
力ある人物画を目指し
ます。

○新人物専科
～自由な画材で人物を描く～

■第2水曜 10:00～13:00 10/10から
■6回 (会員)23,587円 モデル代別途

川畑 太
日本人物画協会会長

薬膳茶や薬膳スイーツ
を頂きながら、今の体
質に合う食べ物や季節
の養生法などを学び、
明るく元気な心身作り
に役立てましょう。

○新くらしに活かす中医学
～未病を癒す知恵と薬膳～

■第3木曜 10:00～11:30 10/18から
■6回 (会員)18,208円 (教材費)各回300円

松本 雅彦、坪田 雅子
国際中医師、国際中医推掌医師

声楽って難しい?と
思っている方、大丈
夫です。気持ちを込
めて呼吸をする事か
ら始めます。おなか
の底から楽しく歌っ
て若返りましょう。

○新やさしい声楽入門

■第2木曜 13:30～15:00 10/11から
■6回 (会員)17,560円

新川 和孝
声楽家、大阪音楽大学音楽院講師

○新日曜硬筆レッスン

■第3日曜 15:00～17:00 10/21から
■6回 (会員)16,848円

木原 研石
日本書写教育研究会会長、日展作家

硬筆は毛筆にない楽しさ
があります。上体、机との
距離、足の位置や指や腕
の力の具合で、リズミカル
で弾力的な運筆で美しく
かけるよう学習します。

静かなブームを起こす
韓国小説を読み込み、
洗練された表現や語
彙、世相や社会問題に
ついて理解を深める
１年講座です。

○新 Kノベルズで触れる 韓国語
～現代韓国文学への招待～
○新 Kノベルズで触れる 韓国語
～現代韓国文学への招待～

■第1金曜 19：00～20：30 10/5から
■12回（会員） 51,321円

稲川 右樹
帝塚山学院大学リベラルアーツ学部(韓国語専攻コース)准教授

きらり輝く書を添えて、季
節のお花を顔彩で描きま
す。旬のお花と筆あそび
のゆったりとした時間をご
一緒に。

○新顔彩で描く 草花絵と書
～花めぐり露遊書（つゆしょ）～

■第3土曜 10:00～12:30 10/20から
■6回 (会員)20,217円 (教材費)3,000円

髙木 裕美子
書家

「人生・人間賛歌」を
テーマに制作された
human noteオリ
ジナル曲を中心に、
クワイア(聖歌隊)スタイルで歌います。

○新Sing!
～みんなで歌う喜びを感じませんか～

■第1・3木曜 19:00～20:30 10/4から
■6回 (会員)18,921円

寺尾 仁志（監修）human noteリーダー
ｎａｍｉ（講師）

墨汁と独自の竹
筆を使い、アラ
ビア文字を正し
く美しく書きま
す。書に必要な
アラビア語も少
し学びながら、
毎回作品づくりに取り組みます。

○新アラビア書道と超入門アラビア語

■第1・3木曜 12:30～14:30 10/18から
■6回 (会員)18,921円

山岡 幸一
日本アラビア書道協会(JACA)事務局長

自分の肌を知り、正しい化
粧品の選び方・使い方、クレ
ンジング方法、そしてロー
ションパックまで、見違える
美肌になる方法をお伝えします。

佐伯式美肌塾佐伯式美肌塾
佐伯式美肌塾

■［初 級］10/28、11/25、12/23（日） 11:00～12:30
■［アドバンス］10/28、11/25、12/23（日） 14:30～16:00
■各3回 (会員)16,848円 (一般)18,889円
　　　　(教材費)3,240円

佐伯 チズ美容家、美肌顔師
佐伯チズ認定セミナーインストラクター

未経験者と初心者を対象とした教室です。道具
の準備や、色や形の捉え方など、描く基本からご
指導します。水彩にご興味のある方歓迎です。

○新はじめての透明水彩画

■第2金曜 18:30～20:30 10/12から
■6回 (会員)22,291円

淺田 ようこ水彩画家、JWS会員

レバーを押す事で
半音が出せるクロ
マチックハーモニ
カ。自分らしい演
奏ができるよう、
吹き方の基本から
わかりやすく指導
いたします。　

○新クロマチックハーモニカ入門

■第2金曜 14:00～16:00 10/12から
■6回 (会員)16,848円 

木谷 悦子
クロマチックハーモニカ奏者

オムロン文化フォーラム
協賛：オムロン株式会社

締切 8/22

受付方法／締切日までにお電話（Tel075-254-8701）でお申し込みください。
参加料は無料ですが、応募多数の場合は「抽選」になります。（先着順ではありま
せん。）当選された方には、開催日の1週間前にハガキで招待券をお送りします。

第329回第329回
新聞・雑誌ジャーナリズムの舞台裏新聞・雑誌ジャーナリズムの舞台裏
第329回第329回第329回
新聞・雑誌ジャーナリズムの舞台裏新聞・雑誌ジャーナリズムの舞台裏新聞・雑誌ジャーナリズムの舞台裏

【会場】京都リサーチパーク

門田 隆将作家、ジャーナリスト
国際情勢がより緊迫化する
中、ジャーナリズムが果た
すべき真の役割は。真実の
情報とは。雑誌記者として
の経験を踏まえ語ります。
■9/1(土） 14:00～15:30

締切 11/7第330回第330回
源氏物語-なぜ今も読み続けられるのか-源氏物語-なぜ今も読み続けられるのか-
第330回
第330回
第330回
源氏物語-なぜ今も読み続けられるのか-
源氏物語-なぜ今も読み続けられるのか-

【会場】京都リサーチパーク

福嶋 昭治園田学園女子大学名誉教授
源氏物語は、千年前に書かれ
た作品です。時代と読者層の
差異を超えて読み続けられて
きた理由と、今という時代に
源氏物語を読むことの楽しさ
と意義を説き明かします。
■11/17(土） 14:00～15:30

伝え方は「センス」ではな
く、「技術」です。相手の心を
動かすコトバの作り方、
「ノー」を「イエス」に変える
伝え方を伝授! 講義とワー
クショップで学びます。

菊次郎は隆盛と奄美の
愛加那との長子。後に京
都市長となり疏水、市電
敷設など三大事業を推
進した。数奇な生涯と京
都との出会いに思いを
めぐらします。

死語となった「国体」とい
う意表を突く視点から日
本の近現代を問い、大き
な反響を呼ぶ気鋭の政治
学者が日本の今日の混迷
の深層に迫ります。

3時間で一週間分の作り置
きを作る伝説の家政婦、タ
サン志麻さん。毎日自宅で
家族と食べているレシピを
基に、身近な食材と道具で
プロの味を再現するコツ
をご紹介いただきます。

スケーターたちの一瞬の表
情を捉えた秘蔵の写真とと
もに、写真家として見た競技
の魅力やフィギュアスケー
ターたちのエピソードを語
ります。

世界最大の所蔵を誇るカ
イロ・エジプト博物館が日
本の支援で『大エジプト博
物館』として生まれ変わる！
これまで発見された傑作
をご紹介し、3000年の歴
史を紐解きます。

人生を工夫すると軽や
かで美しい。大人の女性
がさらに輝く「美・衣・
食・住」のヒントをお話
しします。

カリスマエスティ
シャンの髙橋ミカ
さんに、おひとりず
つの顔を見ながら
ご指導いただくス
ペシャルレッスン
です。

伝え方が9割
～「ノー」を「イエス」に変える技術～
伝え方が9割
～「ノー」を「イエス」に変える技術～

西郷菊次郎と京都三大事業
～幕末・明治を生きる～

国体の150年
～日本の近現代とは何であったのか～
国体の150年
～日本の近現代とは何であったのか～

ちゃちゃっと作れて美味しい、
志麻さんの自宅レシピ
ちゃちゃっと作れて美味しい、
志麻さんの自宅レシピ

写真家が語る
フィギュアスケーターたち
写真家が語る
フィギュアスケーターたち

カイロ・エジプト博物館の秘宝カイロ・エジプト博物館の秘宝

ゴッドハンド髙橋ミカが教える
フェイシャルセルフマッサージ
ゴッドハンド髙橋ミカが教える
フェイシャルセルフマッサージ

美しく生きる毎日の重ね方美しく生きる毎日の重ね方

■10/13(土) 13:30～15:00
■(会員)3,034円 (一般)3,715円

■10/27(土) 13:30～15:00
■(会員)3,369円 (一般)4,050円

■12/14(金) 10:30～12:00
■(会員)3,034円 (一般)3,715円

■1/26(土) 13:00～14:30
■(会員)3,369円 (一般)4,050円

■10/28(日) 14:30～16:00
■(会員)3,369円 (一般)4,050円

■11/11(日) 15:00～16:30
■(会員)6,400円 (一般)7,000円

■12/8(土) 13:30～15:00
■(会員)3,931円 (一般)4,611円

■1/12(土) 13:00～14:30
■(会員)3,369円 (一般)4,050円

佐々木 圭一

小林 丈広

白井 聡タサン 志麻

田中 宣明
河江 肖剰

髙橋 ミカ

藤原 美智子

社会になじみつつ“縛られな
い”生き方をするのがねことパ
リジェンヌの共通点。パリジェ
ンヌを描き続けている講師
が、心に寛ぎを生み、魅力ある
人になる秘訣をお話しします。

ねこやパリジェンヌのように
リラックスシックに生きる
ねこやパリジェンヌのように
リラックスシックに生きる

■11/18（日） 14:30～16:00
■（会員）3,369円 （一般）4,050円

米澤 よう子
イラストレーター、作家

(監修)コピーライター

同志社大学文学部教授

政治学者、京都精華大学専任講師

スポーツフォトグラファー

家政婦

名古屋大学CHT共同研究員

エステティシャン

ラ・ドンナ主宰
ヘア・メイクアップアーティスト

槌田 あゆみ(講師)

 私 私 私の 私歩 私 ん 私で 私 き た 道  ②
私達を励ましてくれる方々のお話。聞いてみませんか。

 私美 私の 私創 私造 私に 私出 会 う ⑤
京都の伝統の工房を訪れるシリーズです。

体験随時 体験随時

Ⓒ2018 Yukinori Kawae 
All Rights Reserved

作品名：学ぶのに遅すぎる年齢はない

Ⓒ神戸 健太郎

今の自分に何が似合
うのか、ファッション・
ヘア・メイク、そもそ
もの生き方…迷える
大人の疑問に真正面
からお応えします！

緊急おしゃれサミット
～55歳は人生のエベレスト？～
緊急おしゃれサミット
～55歳は人生のエベレスト？～

■9/30（日）10:30～12:00
■（会員）3,369円 （一般）4,050円

地曳 いく子スタイリスト
槇村 さとる漫画家

身体は食べたもので
作られます。薬膳理論
に基づいた調味料づ
くりの実習を交え、薬
膳の知恵を生活にと
りいれましょう。

○新 おうち薬膳～季節の症状と薬膳～

■11/8、1/10、2/14、3/14（木） 13:00～15:00
■4回 (会員)12,139円 (教材費)7,334円

荒木 康子
国際中医薬膳師
薬剤師

人前で言いたいことを
しっかり伝えるには？話
の組立て方・伝え方の
基本を紹介します。放
送現場でのノウハウ満
載です。

もっと伝わる話し方
～スピーチ編～

■11/14、11/21(水) 13:00～14:30
■2回 (会員)5,400円 (一般)6,739円

高橋 優子
元ＮＨＫ大阪キャスター

洋服修理の教室で
す。着られなくなった
洋服の直し方をアド
バイス。子供服も丈
の出し方など。手縫
も可能です。

○新 上田ミチヨの
婦人服・子供服のリメイク教室

■第2・4水曜 13:30～15:30 10/10から
■6回 (会員)16,848円

上田 ミチヨ
服飾講師

1日
講座

【人物 撮影のコツ】9/9（日） 10:00～12:30
(会員)3,153円 (一般)3,715円

Ⓒ冨永 智子

多くの女優・モデルが信頼
を寄せる、木村先生のスペ
シャルセッション。顔の体幹
=唇を締め、しわ・もたつき
を解消し、憧れの小顔に！
受講の方全員にワンポイ
ントアドバイスも。

木村式 小顔ワークアウト木村式 小顔ワークアウト木村式 小顔ワークアウト木村式 小顔ワークアウト

■10/21（日） 13:00～15:00
■(会員)7,862円 (一般)8,542円

木村 祐介パーソナルフェイストレーナー

1年講座

1
●一般料金の表示がある講座は会員以外の方も受講できます。70歳以上・中学生以下は入会金無料（学生、タカシマヤ友の会、大丸カード会員、京都新聞トマト倶楽部の方は割引あり。入会金通常5,000円＋税）

2018年8月22日発行


