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山手線30駅さんぽ
旧安田楠雄邸庭園から千駄木方面へ

「田端コース」
大正時代に作られた旧安田楠雄邸庭園を解説を聞きながら巡りま
す。中華料理の「天外天」での食事を挟んで、森鴎外記念館、挿絵
画家・岩田専太郎金土日館の展示も鑑賞します。

講　師：歴史ライター　清水克悦
日　時：3／21（土）
　　　　10:00～14:00　1回
　　　　JR田端駅集合
受講料：会員7,442円　一般8,102円
　　　　食事代含む

城の見方、楽しみ方

防御の拠点として機能していた城。豊富な写真や図版を用いて防
御の秘密に迫り、城の見方や楽しみ方について、初めての方にもわ
かりやすく解説していきます。

講　師：静岡英和学院大講師　
　　　　　　　　小和田泰経
日　時：3／5（木）
　　　　15:30～17:00　1回
　　　　※新宿教室で行います。
受講料：会員3,300円　一般3,960円

山手線30駅さんぽ
谷中の寺町を歩く
「日暮里コース」

朝倉彫塑館で朝倉文夫の代表作を鑑賞し、岡倉天心記念公園へ。
山岡鉄舟の墓や笠森お仙の碑などを巡って、大名時計博物館に行っ
た後は、カジュアルフレンチの昼食を楽しみます。

講　師：歴史ライター　清水克悦
日　時：1／18（土）
　　　　10:00～14:00　1回
　　　　JR日暮里駅集合
受講料：会員7,442円　一般8,102円
　　　　食事代含む

切絵図で歩く「江戸の坂」
～御府内編～

武家屋敷や寺社地、町屋などが色分けされ
驚くほど正確に作られている江戸時代の「切
絵図」と現代図を片手に、2年半で今に残
る江戸の坂約500・明治以降の坂約140を
訪ねます。1月愛宕～芝公園（港区）、2月
向丘～千駄木（文京区）、3月高田～雑司が
谷（豊島区）の各界隈の坂めぐりです。

講　師：坂道研究家　山野　勝
日　時：1／28、2／25、3／24（火）
　　　　13:00～16:00　3回
　　　　現地集合
受講料：会員13,530円　一般15,510円

山手線30駅さんぽ
一葉記念館周辺を散策する

「西日暮里コース」
「土手の伊勢屋」は明治創業の老舗の天丼屋。登録有形文化財に
も認定されています。伊勢屋での食事後は、吉原弁財天、鷲神社、
鳶不動から、樋口一葉のゆかりの品が残る「一葉記念館」を巡ります。

講　師：歴史ライター　清水克悦
日　時：2／15（土）
　　　　10:00～13:30　1回
　　　　JR西日暮里駅集合
受講料：会員5,242円　一般5,902円

五感で楽しむ江戸東京今昔
大手御門～中雀御門と禁断の城中探索

江戸城の正門である大手御門を含めて四つの御門を巡ります。中で
も城中に焦点を絞り、そこで催された最も重要な将軍宣下や式日
の儀式を通して江戸城の構造などを考えます。

講　師：建築家・画家・
　　　　江戸文化歴史検定一級　
　　　　　　　　　　木下栄三
日　時：3／26（木）
　　　　12:45～16:30　1回
　　　　皇居大手御門入口集合
受講料：会員4,889円　一般5,551円
　　　　イヤホン代含む

歴史

山手線30駅さんぽ
池波正太郎記念文庫からかっぱ橋道具街を散策する

「鶯谷コース」
江戸の下町を舞台に数多くの時代小説を書いた池波正太郎。その
業績を伝える池波正太郎記念文庫からかっぱ橋道具街、社寺も巡
ります。カジュアルフレンチの「キヌカワ」でランチを賞味。

講　師：歴史ライター　清水克悦
日　時：12／14（土）
　　　　10:00～13:30　1回
　　　　JR鶯谷駅集合
受講料：会員8,008円　一般8,668円
　　　　食事代含む

現地講座　歴史
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東京の階段を歩く
湯島・お茶の水界隈の階段と坂

湯島天神、神田明神へ
湯島天神、神田明神、湯島聖堂といった名
所を訪れ、参道の石段を上り下りします。さ
らに聖橋で神田川を渡り、多くの学生が行
き交う駿河台の坂や階段を歩き、本郷台地・
神田駿河台と、下町低地・神田川の地形を
体験します。

講　師：尚美学園大学講師　松本泰生
日　時：1／21（火）
　　　　13:00～15:30　1回
　　　　JR御徒町駅集合
受講料：会員4,070円　一般4,730円

歴史を動かした人物たち
紅葉の川越散歩

川越城址・喜多院から蔵造りの町並みへ
島崎藤村ゆかりの中院から古刹喜多院、三芳野神社、川越城本丸
御殿を巡ります。江戸の面影を残す城下町を楽しみ、川越祭り会館
で華麗な山車を見たあとは菓子屋横丁などの散策を。

講　師：作家　山名美和子
日　時：12／3（火）
　　　　10:30～15:00　1回
　　　　西武新宿線本川越駅集合
受講料：会員7,722円　一般8,382円
　　　　食事代含む

大江戸まち探見
日本橋の七福神を訪ねる

今年の七福神めぐりは、日本橋周辺の神さまたちを訪ねます。近く
の日本貨幣博物館にもお参りして、新しい年にお金の運を授かりま
しょう。昼食はコレド室町内で日本食を。

講　師：まち探見家　森　治郎
日　時：1／7（火）
　　　　11:00～15:30　1回
　　　　東京メトロ銀座線・半蔵門線
　　　　三越前駅集合
受講料：会員5,122円　一般5,782円

大江戸まち探見
小塚原から千住宿へ～奥州・日光街道を歩く
小塚原回向院で幕末の志士や鼠小僧次郎吉、高橋お伝らの墓に詣
でた後、隅田川の千住大橋を渡り「千住宿」へ向かいます。昼食を
挟んで、約3㎞の春の街道と宿場町を歩きましょう。

講　師：まち探見家　森　治郎
日　時：3／21（土）
　　　　11:00～16:00　1回
　　　　JR南千住駅集合
受講料：会員5,122円　一般5,782円

新宿区の軍中枢・研究所・病院・学校編
大軍都東京を歩く

東京の軍遺跡散策4回目は、都心の新宿区に残る陸軍の中枢跡や
研究所・学校・射撃場・病院跡を巡ります。話題となった人骨出土
地や慰霊施設も訪れます。

講　師：作家・江戸歩き案内人　
　　　　　　　　　　黒田　涼
日　時：1／31（金）
　　　　10:00～15:00　1回
　　　　JR新大久保駅集合
受講料：会員5,122円　一般5,782円

大江戸まち探見
江戸の「美」をじっくり拝観

江戸東京博物館「江戸ものづくり列伝」展と北斎美術館「北斎師弟
対決」展を鑑賞します。江戸博で講師の解説を聴き、館内の「桜茶寮」
で食事後に展覧会をゆっくり楽しみましょう。

講　師：まち探見家　森　治郎
日　時：2／15（火）
　　　　10:45～16:00　1回
　　　　江戸東京博物館1階
　　　　チケット売場前
受講料：会員5,122円　一般5,782円

東京の階段を歩く
学生の街、高田馬場・早稲田の

階段と坂を訪ねる
高田馬場・早稲田界隈は早稲田大学もあり
学生街となっています。かつて尾張徳川家
の下屋敷があった戸山地区や、神田川の南
側に広がる高田馬場の傾斜地を巡り、早稲
田へ向かいます。

講　師：尚美学園大学講師　松本泰生
日　時：12／17（火）
　　　　13:00～15:30　1回
　　　　JR高田馬場駅集合
受講料：会員4,070円　一般4,730円

歴史を動かした人物たち
横浜散歩

開港場の海岸に異国情緒を訪ねて
開港ゆかりの建物や博物館を巡って海岸へ。開港時の桟橋跡「象の
鼻」、大さん橋、山下公園、氷川丸の船内などを見た後は、中華街
で昼食を。食後は文明開化をしのばせる山手居留地跡のエキゾチッ

クな街を散歩します。

講　師：作家　山名美和子
日　時：3／24（火）
　　　　10:30～15:30　1回
受講料：会員6,765円　一般7,425円
　　　　食事代含む

現地講座　歴史
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ブルーガイド編集長と歩く
地図で楽しむ東京ぐるっとさんぽ

日本橋編
旅行ガイドブック・ブルーガイド編集長による、さんぽの楽しみ方
講座です。五街道の起点であり、商業や物流の中心だった日本橋を、
当時の名残と未来へ向けた変化を比べながら歩きます。

講　師：実業之日本社　
　　　　ブルーガイド編集部編集長
　　　　　　　　　　　　村上真一
日　時：1／25（土）
　　　　10:00～12:30　1回
　　　　東京メトロ東西線日本橋駅集合
受講料：会員3,055円　一般3,715円

ブルーガイド編集長と歩く
地図で楽しむ東京ぐるっとさんぽ

臨海副都心編
旅行ガイドブック・ブルーガイド編集長による、さんぽの楽しみ方
講座です。五輪の会場をめぐるさんぽなど、臨海都市の最先端な
動きをたどってみます。

講　師：実業之日本社　
　　　　ブルーガイド編集部編集長
　　　　　　　　　　　　村上真一
日　時：3／28（土）
　　　　10:00～12:30　1回
　　　　りんかい線国際展示場駅集合
受講料：会員3,055円　一般3,715円

東京の階段を歩く
階段と坂の宝庫、

四谷・荒木町を訪れる
四谷・荒木町界隈は甲州街道（新宿通り）を
尾根道として、南北に小さな谷があり複雑
な地形をしています。千日坂、新助坂、闇
坂などの坂や鮫ヶ橋の谷、須賀神社などを
訪れ、さらに窪地に造られた荒木町の花街
周辺の階段を巡ります。

講　師：尚美学園大学講師　松本泰生
日　時：3／17（火）
　　　　13:00～15:30　1回
　　　　JR総武線信濃町駅集合
受講料：会員4,070円　一般4,730円

ブルーガイド編集長と歩く
地図で楽しむ東京ぐるっとさんぽ

白金・高輪編
旅行ガイドブック・ブルーガイド編集長による、さんぽの楽しみ方
講座です。ハイソなイメージが伝わる街並みや庭園、対照的に路地
に見られる街の素顔をたどりながら歩きます。

講　師：実業之日本社　
　　　　ブルーガイド編集部編集長
　　　　　　　　　　　　村上真一
日　時：2／29（土）
　　　　10:00～12:30　1回
　　　　JR目黒駅集合
受講料：会員3,055円　一般3,715円

散歩師・志村先生と歩く
東京地下鉄でめぐる街・東西線編

東西線コースです。「1月大手町駅」・「2月
高田馬場駅」・「3月門前仲町駅」で、思い
がけない発見と東京再発見を楽しみます。
歴史を伝える町並みや建築、名所旧跡を毎
月一駅ずつ下車して訪ねます。

講　師：散歩師・建築史家・東北芸術工科大学教授　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　志村直愛
日　時：1／13、2／17、3／9（月）
　　　　14:00～16:00　3回
　　　　現地集合
受講料：会員12,210円　一般14,190円

東京の階段を歩く
城南五山の島津山・御殿山の

階段と坂を訪ねる
目黒川沿いの低地に面した城南五山と呼ば
れる丘は、南向きで日当たりが良く、近代
以降多くの政治家や財界人が住んだ場所で
した。城南五山のうちの島津山、八ツ山、
御殿山を訪れ、高台の御屋敷町とその周辺
の階段や坂を巡ります。

講　師：尚美学園大学講師　松本泰生
日　時：2／18（火）
　　　　13:00～15:30　1回
　　　　都営浅草線高輪台駅集合
受講料：会員4,070円　一般4,730円

ブルーガイド編集長と歩く
開港の面影をたどって横浜街歩きと北欧料理スカンディヤ

旅行ガイドブックの編集長を案内人に、開国ゆかりの街・横浜を散策する講座です。
馬車道から赤レンガ倉庫を経て山下公園へ、当時の町の名残や西洋文化発祥の地
を学びながら巡ります。往時を偲ぶ店でのランチを楽しみます。

講　師：実業之日本社ブルーガイド編集部編集長　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　村上真一
日　時：3／10（火）
　　　　10:00～14:00　1回
　　　　JR根岸線関内駅集合
受講料：会員7,630円　一般8,290円
　　　　食事代含む

現地講座　歴史
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文学

自然

　　　　　 東京文学散歩
「赤い鳥」ゆかりの目白庭園から

自由学園、旧江戸川乱歩邸へ
目白庭園の「赤鳥庵」から、フランク・ロイド・ライト設計の自由学園・
明日館へ。館内でお茶を楽しんだ後は、婦人之友社から乱歩が晩
年を過ごした邸宅を訪問します。

講　師：紀行作家　青木　登
日　時：1／29（水）
　　　　13:00～15:00　1回
　　　　JR目白駅集合
受講料：会員4,235円　一般4,895円

四季の花めぐり
高尾山

氷の芸術・シモバシラを見よう
冬の高尾山に「氷の花」を見に行きましょう。冷え込んだ朝など条
件に恵まれれば、シソ科の多年草シモバシラの枯れ茎に美しい霜
柱ができます。山道にはラピスラズリを思わせるジャノヒゲの実な

ども見つけられるかもしれません。

講　師：早稲田大学講師　多田多恵子
日　時：1／9（木）
　　　　9:30～15:30　1回
　　　　京王高尾線高尾山口駅集合
受講料：会員4,807円　一般5,467円

　　　　　 東京文学散歩
子規庵から

羽二重団子、天王寺五重塔跡、天王寺へ
正岡子規ゆかりの子規庵から、子規が好んだ羽二重団子の店へ。
そのあとは、幸田露伴の作品のモデルとなった谷中の天王寺の五
重塔跡を見学、明治の文豪たちの足跡をたどります。

講　師：紀行作家　青木　登
日　時：3／11（水）
　　　　13:00～15:00　1回
　　　　JR鶯谷駅集合
受講料：会員4,213円　一般4,873円

　　　　　 東京文学散歩
梅窓院苑から青山霊園・

外苑いちょう並木・明治記念館へ
隈研吾設計の民間のお寺・梅窓院と、日本最初の公営墓地・青山
霊園。青山の二つの墓地から、金色に色づいた神宮外苑のいちょ
う並木を歩き、金鶏の間で有名な明治記念館を訪れます。

講　師：紀行作家　青木　登
日　時：12／4（水）
　　　　13:00～15:30　1回
　　　　東京メトロ銀座線外苑前駅集合
受講料：会員4,070円　一般4,730円

四季の花めぐり
紅葉と木の実の狭山丘陵

トトロの故郷・狭山丘陵を訪ねます。紅葉やクサギの美しい実などを
楽しみながら、狭山丘陵いきものふれあいの里センターへ。近くの荒
幡富士からは天気がよければ富士山も望めます。後半はトトロの森6

号地、土手の野道を通り、約3.5㎞
の里山歩きを楽しみましょう。

講　師：早稲田大学講師　多田多恵子
日　時：12／4（水）
　　　　10:00～15:00　1回
　　　　西武狭山線下山口駅集合
受講料：会員4,620円　一般5,280円

四季の花めぐり
足立区生物園

沖縄のチョウと植物の生態観察
足立区生物園では約300種の生物が飼育・展示されています。な
かでもチョウ温室には沖縄の植物が植栽され、チョウたちが飛び回
り、幼虫や卵もいます。あたたかな館内でじっくりと観察しましょう。

講　師：早稲田大学講師　多田多恵子
日　時：2／12（水）
　　　　13:00～16:00　1回
　　　　東武スカイツリーライン
　　　　竹ノ塚駅集合
受講料：会員4,708円　一般5,368円

現地講座　文学／自然
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季節の花に出会う
丹沢・花の名所百選の弘法山に

紅葉を訪ねる
丹沢の低山、弘法山の紅葉を訪ねます。冬越しの準備を整えた植
物達の様子を観察します。トキリマメなどの果実も楽しめます。

講　師：日本植物友の会副会長
　　　　　　　　　　山田隆彦
日　時：12／13（金）
　　　　10:00～15:30　1回
　　　　小田急線鶴巻温泉駅集合
受講料：会員4,620円　一般5,280円

一眼レフやコンパクトデジタルカメラで
花と自然を撮る

季節毎に多彩な表情を見せる植物のムードある撮影方法を気軽に学べ
ます。2月のバス旅行は、早春で一番早く咲く野草のひとつセツブン
ソウを栃木県星野の里に、3月はカタクリなどが咲く高尾山麓に、可

愛らしい姿を撮影しに出かけます。

講　師：植物自然写真家　平野隆久
日　時：
　撮影会・2／28（金）日帰りバス旅行
　撮影会・3／13（金）現地集合解散
　講評会・3／27（金）新宿教室10階
受講料：会員34,400円　一般36,380円
お申込・お問合せ：
関東観光社☎03-3576-5131

大人の樹木学
神代植物公園　冬の楽しみ方

神代植物公園でも訪れることの少ない生物多様性センターのほか、
熱帯温室や梅・ツバキが咲くエリアなどを巡ります。昼食は深大寺
周辺で蕎麦をいただきます。

講　師：樹木医・森林インストラクター
　　　　　　　　　　　　　　石井誠治
日　時：2／18（火）
　　　　10:30～14:30　1回
　　　　神代植物公園正門前集合
受講料：会員4,697円　一般5,357円

季節の花に出会う
相模湾が一望の松田山ハーブガーデンに

河津桜を訪ねる
松田山ハーブガーデンは、最近、河津桜の名所として脚光を浴びて
います。富士山が近くに見え、相模湾が一望できる絶景のスポット
です。早春の草花も観察できる頃です。

講　師：日本植物友の会副会長
　　　　　　　　　　山田隆彦
日　時：2／21（金）
　　　　10:00～14:30　1回
　　　　小田急線新松田駅集合
受講料：会員4,686円　一般5,346円

季節の花に出会う
冬の里山「21世紀の森と広場」で

水湿地植物の観察
千駄堀に残されている貴重な自然を活かして作られた広さ50.5ha
の敷地は周囲を林に囲まれており里山の冬の姿です。水湿地に生え
るハンノキの種子がどのように散布されるか、キチジョウソウの果実、

カツラ種子などを観察します。

講　師：日本植物友の会副会長
　　　　　　　　　　山田隆彦
日　時：1／24（金）
　　　　10:00～14:30　1回
　　　　新京成線八柱駅集合
受講料：会員4,653円　一般5,313円

季節の花に出会う
早春の花を観察に秋ヶ瀬公園へ

ヤドリギの花と果実を観察します。途中のサクラソウ公園では、ア
マナやフラサバソウ、咲き始めたノウルシやサクラソウなどの早春
の花を楽しみます。双眼鏡があると便利です。

講　師：日本植物友の会副会長
　　　　　　　　　　山田隆彦
日　時：3／27（金）
　　　　10:00～14:30　1回
　　　　JR武蔵野線西浦和駅集合
受講料：会員4,598円　一般5,258円

大人の樹木学
清水山の森のカタクリと白子川の桜
カタクリの都内随一の群落が練馬区の清水山の森にあります。有
志の保護のおかげで湧水の周囲に大群落が残り、ここが都内かと
思うほどに広大です。咲き始めた白子川の桜とあわせて楽しみま

しょう。

講　師：樹木医・森林インストラクター
　　　　　　　　　　　　　　石井誠治
日　時：3／27（金）
　　　　10:30～14:30　1回
　　　　西武池袋線石神井公園駅集合
受講料：会員4,576円　一般5,236円

四季の花めぐり
城山かたくりの里

30万株のカタクリと春の花
城山かたくりの里は神奈川県相模原市にあり、30万株のカタクリ
が自生し、南関東随一の群生地として知られています。カタクリの
ほかにも、キクザキイチゲ、イワウチワ、ショウジョウバカマなど

春の花がいっぱいです。

講　師：早稲田大学講師　多田多恵子
日　時：3／25（水）
　　　　10:00～16:00　1回
　　　　JR横浜線・相模線・
　　　　京王相模原線橋本駅集合
受講料：会員4,862円　一般5,522円

現地講座　自然
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千代田区
近世・近代建築の記億

東京の中心である千代田区の歴史的建造物をご案内します。1月は
江戸城跡（皇居東御苑）、2月は常磐橋～九段下（外濠）、3月は御茶
の水周辺をめぐります。

講　師：建築史家　松本裕介
日　時：1／16、2／6、3／5（木）
　　　　13:00～16:00　3回
　　　　現地集合
受講料：（3回）会員13,746円　一般15,732円
　　　　（各回）会員5,093円　一般5,755円

はじめての建築散歩
茅場町・兜町周辺の近代建築

鉄鋼業会が威信をかけて建設した鉄鋼会館（昭和41年竣工）は知
られざる戦後の名建築です。茅場町・兜町周辺に残る戦前のオフィ
スビル、渋沢栄一ゆかりの第一国立銀行や兜町邸の跡も合わせて

ご案内します。

講　師：建築史家　松本裕介
日　時：1／30（木）
　　　　10:00～15:30　1回
　　　　東京メトロ日比谷線
　　　　茅場町駅集合
受講料：会員10,357円　一般11,017円
　　　　食事代含む

食とインテリア探訪
新春はThe Okura Tokyo

の高層階で鉄板焼を
2019年に開業した「The Okura Tokyo」。かつてのロビーは、高層棟

「オークラ プレステージタワー」のメインロビーとして再現・継承されて
います。伝統と革新を併せ持つ名門ホテルの建築を楽しみ、41階の鉄

板焼「さざんか」で春を寿ぎましょう。
講　師：ヨーロッパインテリア史研究家　
　　　　　　　　　　　　　　田島恭子
日　時：2／21（金）
　　　　11:30～14:30　1回
　　　　The Okura Tokyo オークラ
　　　　プレステージタワー5階
　　　　メインロビー集合
受講料：会員19,162円　一般19,822円
　　　　食事代含む

東京たてもの探訪
The Okura Tokyo
受け継がれた空間

2019年9月、ホテルオークラ東京 本館が
「The Okura Tokyo」へと生まれ変わりま
した。メインロビーは谷口吉郎の設計を、
息子・谷口吉生が進化させたもの。「山里」
の個室で会席をいただきながら、建築の特
徴や背景を解説します。
講　師：大阪市立大学准教授　倉方俊輔
日　時：3／2（月）
　　　　11:00～14:30　1回
　　　　The Okura Tokyo オークラ
　　　　プレステージタワー5階　メインロビー集合
受講料：会員25,223円　一般25,883円
　　　　食事代含む

ホテルマンとめぐる
グランドプリンスホテル高輪

由緒ある貴賓館や茶室を始め、宿泊客でなければ見ることのでき
ないスイートルームなど、ホテルを熟知したホテルマンの解説とと
もにめぐります。昼食は「清水」にて、板長お任せコースを楽しみます。

講　師：グランドプリンスホテル高輪
　　　　　　　　　　　　ホテルマン
日　時：2／19（水）
　　　　10:30～13:30　1回
　　　　グランドプリンスホテル高輪
　　　　メインエントランス（ロビー）
受講料：会員15,070円　一般15,730円
　　　　食事代含む

東京たてもの探訪
隈研吾設計「日本料理　僖成」
和モダン空間で懐石を味わう

外苑前は建築家・隈研吾に関連の深い場所で、梅窓院など多くの
作品があります。「日本料理　僖成（きなり）」もその一つ。料理と空
間を満喫した後は、その足跡と個性を近隣の建築を巡りながら解

説します。

講　師：大阪市立大学准教授　倉方俊輔
日　時：12／13（金）
　　　　12:00～15:30　1回
　　　　「日本料理　僖成」集合
　　　　東京メトロ銀座線外苑前駅徒歩1分
受講料：会員13,860円　一般14,520円
　　　　食事代含む

建物

はじめての建築散歩
代々木公園周辺の歴史的建造物

伊東忠太設計による東郷神社石造獅子像や明治神宮南神門、丹下
健三設計による国立代々木競技場など、新旧建築家による代々木
公園周辺の建物をめぐります。昼食はコープオリンピア内にある南

国酒家原宿本店でいただきます。

講　師：建築史家　松本裕介
日　時：12／19（木）
　　　　10:00～15:30　1回
　　　　五輪橋集合
受講料：会員13,742円　一般14,402円
　　　　食事代含む

現地講座　建物
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はじめての建築散歩
鎌倉・一条恵観山荘を訪ねる

京都郊外から鎌倉に移築された一条恵観山荘は、桂離宮と同時代
に公家一条家が建設した数寄屋風書院の代表作の1つです。その
豊かな細部意匠と山荘とともに移された枯山水や飛石をじっくりと

鑑賞します。

講　師：建築史家　松本裕介
日　時：3／19（木）
　　　　10:00～15:00　1回
　　　　JR鎌倉駅東口集合
受講料：会員11,880円　一般12,540円
　　　　食事代含む

東京レトロ建築探訪入門　2月
池袋・自由学園明日館と周辺散歩

巨匠・F.L.ライトによる貴重な現存作品である自由学園明日館を訪
れます。大草原住宅の流れを組む伸びやかでドラマチックな空間を
ホールでの喫茶も交え、体感します。また周辺も散歩してみます。

講　師：建築家　矢原奈欧
日　時：2／15（土）
　　　　10:30～12:30　1回
　　　　JR池袋駅集合
受講料：会員4,800円　一般5,460円
　　　　喫茶代含む

あなたも庭園エキスパート
作庭家と見る日本庭園

肥後細川庭園
日本庭園の鑑賞法は、実はちょっとした約束ごとを憶えると面白いよ
うに理解することができます。作庭家の目線から見た決まりや鑑賞
法など解説します。今回は文京区にある肥後細川庭園を訪ねます。

講　師：作庭家　重森千靑
日　時：1／31（金）
　　　　13:30～15:30　1回
　　　　庭園正門前集合
受講料：会員4,840円　一般5,500円
　　　　イヤホン代含む

東京レトロ建築探訪入門　12月
八王子・大学セミナーハウスを訪ねる

戦後の名建築である、大学セミナーハウス
を訪ねます。建築家・吉坂隆正の手により
生み出されたユニークな建築と、それらが
群となった自然豊かな環境を体感します。

講　師：建築家　矢原奈欧
日　時：12／21（土）
　　　　10:00～13:30　1回
　　　　京王線北野駅集合
受講料：会員5,630円　一般6,290円
　　　　食事代含む

〈日本の美プロジェクト〉
はじめての建築散歩

西大井「志高荘」
日産等の重役を歴任した三保幹太郎が昭和初期に建設した和風住
宅である、西大井の「志高荘（旧東芝会館）」を訪れ、昼食をとります。
大森八景園旧在と伝わる茶室「雪庵」や美術品のコレクションも鑑

賞予定です。

講　師：建築史家　松本裕介
日　時：3／27（金）
　　　　10:00～14:00　1回
　　　　JR西大井駅集合
受講料：会員13,673円　一般14,333円
　　　　食事代含む

東京レトロ建築探訪入門　1月
新橋～有楽町・

懐かしの回転展望レストランと周辺散歩
新橋駅前から、昭和レトロなモダン建築を見ながら山手線に沿っ
てブラブラ有楽町まで歩きます。最後は今や懐かしの回転展望レス
トランで季節の食材を使用したコースランチを楽しみます。

講　師：建築家　矢原奈欧
日　時：1／18（土）
　　　　10:30～13:30　1回
　　　　JR新橋駅集合
受講料：会員9,800円　一般10,460円
　　　　食事代含む

東京レトロ建築探訪入門　3月
湯島・旧岩崎邸を訪ねる

日本の近代建築の父とも呼ばれるジョサイア・コンドル先生による
貴重な明治中期の木造西洋館である湯島の旧岩崎邸を訪ね、その
魅力に迫ってみようと思います。

講　師：建築家　矢原奈欧
日　時：3／28（土）
　　　　10:30～12:30　1回
　　　　東京メトロ湯島駅集合
受講料：会員4,080円　一般4,740円

はじめての建築散歩
日生ビルと内幸町の近代建築

村野藤吾設計の旧有楽町そごう、日本生命ビル、旧内幸町大阪ビ
ルヂングをはじめ、内幸町にあった鹿鳴館や日本勧業銀行本店の
跡などをめぐります。昼食は日本生命日比谷ビル内の「春秋ツギハ

ギ日比谷」で和洋折衷の創作料理
を楽しみます。

講　師：建築史家　松本裕介
日　時：2／27（木）
　　　　10:30～15:30　1回
　　　　JR有楽町駅集合
受講料：会員９,575円　一般10,235円
　　　　食事代含む

現地講座　建物
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山の手・下町グルメ散歩
天空の寿司・てんぷらをお台場「玉かがり」で

お台場のホテル・グランドニッコーの30階で、江戸
前寿司と最高級のオリーブオイルで揚げた新感覚の
天ぷらをいただきます。天空レストランで2つの味
のコラボをお楽しみください。

講　師：絵地図師・散歩屋　高橋美江
日　時：1／14（火）
　　　　11:20～13:45　1回
　　　　ゆりかもめ台場駅集合
受講料：会員14,962円　一般14,922円
　　　　食事代含む

山の手・下町グルメ散歩
銀座「ふなちゅう」で美食同源料理を

下町の老舗「ふなちゅう」の銀座店で、人
気のメニューをアレンジ。「ひつまぶし」
で3度の味の変化を楽しみ、焼き鳥は備
長炭で焼き上げた大山鶏。ほかサプライ
ズメニューなど美味しいものづくしです。
講　師：絵地図師・散歩屋　高橋美江
日　時：3／4（水）
　　　　11:20～13:50　1回
　　　　銀座三越ライオン像前集合
受講料：会員12,111円　一般12,771円
　　　　食事代含む

神楽坂「シャテーニュ」
淡路島の贅味尽くす創作フレンチ

神楽坂で本年6月にオープン。「ロブショ
ン」修業で培った才光る創意で淡路島直
送の鮑や伊勢エビなど山海の豊かな食財
をうま味溢れる逸品に仕立て、ご満喫い
ただきます。
講　師：オーナーシェフ　栗原正登
日　時：1／24（金）12:00～15:00　1回
会　場：「シャテーニュ」
　　　　東京メトロ東西線神楽坂駅徒歩2分
受講料：会員22,610円　一般23,270円
　　　　食事代含む

「吟八亭　やざ和」
名店誇る幻の手挽き田舎蕎麦を享受

1日20食限定の「手挽き田舎せいろ」は、
そば道40年を映す店主の入魂の逸品。
名店中の名店で、趣向を凝らしたそば前
たちと共に野性味と上品さを備える蕎麦
を存分に味わいます。
講　師：店主　矢澤登志和
　　　　江戸ソバリエ協会理事長　ほしひかる
日　時：1／31（金）12:00～14:00　1回
会　場：「吟八亭　やざ和」JR常磐線亀有駅徒歩7分
受講料：会員11,620円　一般12,280円
　　　　食事代含む

末広町「kufuku±暮富食」
古民家で和モダンフレンチ

築70年の古民家を改装した趣溢れる空間で、
豪華客船「飛鳥II」で世界中を巡り活躍したシェ
フならではのインスピレーションで織り成す和
味薫るモダンフレンチを楽しみましょう。
講　師：店長　金澤善幸
　　　　シェフ　竹中誠治
日　時：2／13（木）12:00～14:30　1回
会　場：「kufuku±暮富食」
　　　　東京メトロ銀座線末広町駅徒歩2分
受講料：会員18,210円　一般18,870円
　　　　食事代含む

美食

〈日本の美プロジェクト〉
北大路魯山人の料理哲学を受け継ぐ

「辻留」で春の茶懐石を味わう
老舗「辻留」で茶懐石の流れやマナーなどのお話を
適宜加えながら、心づくしの春の料理を楽しみます。
料理長による、旬の素材を美味しくする料理のポイ
ントや解説も交えます。
講　師：「辻留」女将　辻　育子
　　　　「辻留」料理長　藤本竜美
日　時：3／13（金）12:00～14:00頃　1回
会　場：「辻留」
　　　　赤坂見附駅徒歩5分
受講料：会員19,800円　一般20,460円
　　　　食事代含む

山の手・下町グルメ散歩
蔵前の隠れ家ビストロ「トロワキュイ　アサヌマ」

人気の蔵前エリアにある「トロワキュイ ア
サヌマ」。炭火、鉄板、オーブンの3種の
火入れを使い分けた料理は大胆で繊細。
シェフ・アサヌマのお料理に乞うご期待。

講　師：絵地図師・散歩屋　高橋美江
日　時：2／5（水）
　　　　11:00～13:30　1回
　　　　都営浅草線蔵前駅集合
受講料：会員10,135円　一般10,795円
　　　　食事代含む

銀座「ふじやま」
京料亭に心遊び、割烹の真味を纏う

京都の名店「高台寺和久傳」総料理長を務めた店主
が満を持して独立開業した食通に話題の夜席限定
店。銀座に居ながらにして、京薫る設えや正統派の
京懐石の真たる味わいに五感が満たされるひと時を
ご堪能下さい。
講　師：店主　藤山貴朗
日　時：2／7（金）12:00～14:30　1回
会　場：「ふじやま」
　　　　東京メトロ銀座駅徒歩4分
受講料：会員42,410円　一般43,070円
　　　　食事代含む

膳司「水光庵」
新春寿ぐ茶席と点心の雅宴

一日一組限定の希少なお店で、茶人で「嵐山吉兆」
副料理長をも務めた庵主がもてなすお茶席と新春寿
ぐ特別な点心で新年の口福を祝います。椅子席・洋
服での参加も可能です。

講　師：庵主　石田知裕
日　時：1／27（月）
　　　　13:20～16:00　1回
　　　　JR山手線田町駅集合
受講料：会員25,610円　一般26,270円
　　　　食事代含む

イメージ

現地講座　美食
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楊名時太極拳合宿第五弾
健康太極拳箱根合宿

美しい自然の中、竹石師範・島原師範の実技と共に、NPO
法人日本健康太極拳協会　楊進理事長の貴重な技術解説
があります。第5回となる今回は、24式太極拳のうち13～
15番までをご指導頂きます。基本を見直すチャンスです。
講　師：楊　進・竹石和代・島原和子
日　程：神奈川　2日間
　　　　3／5（木）～3／6（金）
　　　　ホテル花月園3／5（木）13:00集合
受講料：会員34,200円　一般35,200円
お申込・お問合せ：
ホテル花月園☎0460-84-8621

その他

懐石「小室」
逸味彩る春宴を堪能

ミシュラン東京二つ星を獲得し続ける名店が、限定
講座として再開。神楽坂の住宅街に佇む風情溢れる
一軒家にて、希少な古美術や須田青華、澤村陶哉
作の器盛りでいただく春初めの幸融合する食祭を楽
しみましょう。
講　師：店主　小室光博
日　時：3／2（月）12:00～15:00　1回
会　場：「懐石 小室」
　　　　東京メトロ南北線飯田橋駅徒歩10分
受講料：会員33,610円　一般34,270円
　　　　食事代含む

第42回
朝日カルチャーセンター　茶会

茶道・香道の6流派合同で開催する大茶会です。護国寺
の由緒ある茶室で風情ある春のひとときをお過ごしくだ
さい。

日　時：3／22（日）10:00～14:00
会　場：文京区大塚　大本山護国寺
　　　　（地下鉄有楽町線・護国寺駅下車）
受講料：会員・一般とも7,000円
　　　　（おしのぎ付き）
お問合せ：新宿教室☎03-3344-1946

「銀座小十」
春旬愛でる美味繚乱の宴

「ミシュランガイド」の上位星獲得店ならで
はの、贅味織り成す至福の美味に陶酔す
るひとときです。春訪聴こえる旬の食財薫
る宴で日本食文化の真髄を堪能します。
講　師：店主　奥田　透
日　時：2／19、3／18（水）
　　　　12:00～14:00　各回
会　場：「銀座小十」
　　　　東京メトロ銀座駅徒歩3分
受講料：（各回）会員30,310円　一般30,970円
　　　　食事代含む

荒木町「の弥七」
和風味煌めく新中国料理

「日本人による日本人のための中国料理」をコンセプ
トに、ひと皿ごとにまるで懐石料理の風情で供され
る味わいは、日本食の基本「出汁」香る繊細さと中国
料理の深みが見事に融合した唯一無二の美味揃いで
す。至福の時を彩ります。
講　師：店主　山本眞也
日　時：3／11（水）12:00～14:30　1回
会　場：「の弥七」
　　　　東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅徒歩3分
受講料：会員20,630円　一般21,290円
　　　　食事代含む

三代目直伝、美味しいコーヒーのいれ方
コーノ式ハンドドリップ

簡単に美味しくいれられるとコーヒー通に定評のあ
るコーノ式ドリッパーを使って抽出技術を習います。
器具の種類や特徴を知り、正しいドリップの方法を
実習します。

講　師：珈琲サイフォン（株）代表取締役社長
日　時：3／14（土）10:15～12:15　新宿教室
受講料：会員3,410円　一般4,070円
　　　　教材費：2,500円
お問合せ：新宿教室☎03-3344-1946

「鮨　坂本」
美味錦飾る江戸前握りの真価

国立競技場のほど近くに構える落ち着いた清らかな空
間で、艶やかで端正な味わいの江戸前握りに舌鼓を
打ちます。時季を逃さない目利のネタと寄り添う酢飯
のまろい味わいで、口中に美味の錦を飾りましょう。
講　師：店主　坂本　潤
日　時：2／27（木）
　　　　12:00～14:30　1回
会　場：「鮨　坂本」
　　　　JR中央総武線千駄ヶ谷駅徒歩10分
受講料：会員28,110円　一般28,770円
　　　　食事代含む

競馬を楽しもう
初心者の方を対象に、馬券の種類や買い方、競馬新聞の見方やレース
展開の予想などの講義後、競馬場を見学し、馬券を購入してみます。
希望者には普段入ることのできない、バックヤードツアーも開催します。

講　師：中央競馬ピーアール・センター講師
日　時：2／1（土）10:00～16:00　1回
　　　　東京競馬場・西入場門2階（入場門外）集合
受講料：会員3,000円　一般3,600円
　　　　食事代含む

現地講座　美食／その他
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朝日カルチャー 
おすすめの旅

美の旅
フィレンツェ美術徹底満喫

往復ビジネスクラス利用。フィレン
ツェに8連泊して美術館や教会をめぐ
る、ルネサンス美術鑑賞の決定版で
す。プラート大聖堂にてフィリッポ・
リッピのフレスコも鑑賞します。

日　程：イタリア10日間
　　　　1／21（火）～1／30（木）
　　　　成田空港集合
旅行代金：会員684,040円　一般698,000円
旅行社：朝日旅行

ヴェッキオ橋　ⓒAST

美の旅
ベルリン・ドレスデンの美術と古都を訪ねて

往復ビジネスクラス利用。ベルリンと
ドレスデンにそれぞれ3連泊して、美
術館をめぐります。ドレスデンでは、
改修が終了したアルテ・マイスター絵
画館を見学します。

日　程：ドイツ8日間
　　　　2／17（月）～2／24（月）
　　　　成田空港集合
旅行代金：会員644,840円　一般658,000円
旅行社：朝日旅行

ベルリン・ゲメルデギャラリー　ⓒAST

美の旅
ベルギー二都に絵画の至宝を訪ねて

ブリュッセルとアントワープにそれぞ
れ3連泊の美術館めぐり。ベルギー
王立美術館では、日本人公認解説者
による説明で見学します。ルネ・マグ
リット美術館にもご案内します。

日　程：ベルギー8日間
　　　　1／27（月）～2／3（月）
　　　　成田空港集合
旅行代金：会員390,040円　一般398,000円
旅行社：朝日旅行

ベルギー王立美術館・ブルーゲルの部屋　ⓒAST

美の旅
ローマ　中世の教会をめぐる

ローマ中心部に6連泊。ローマ時代
や初期キリスト教時代の名残りが見
られる教会から、ロマネスク、ゴシッ
ク、ルネサンスを経てバロック様式に
至る、1,000年を超える「美」をロー
マの教会に訪ねます。

日　程：イタリア8日間
　　　　3／2（月）～3／9（月）
　　　　成田空港集合
旅行代金：会員458,640円　一般468,000円
旅行社：朝日旅行

サンタニエーゼ・フォーリ・レムーラ教会　ⓒAST

美の旅
シチリア芸術紀行

アーモンドの花咲く時期にシチリア島
を一周し、古代、ルネサンス、バロッ
クの芸術を鑑賞します。「踊るサテュ
ロス像」「セリヌンテ遺跡」「メッシー
ナ州立博物館」など徹底的に見学し
ます。

日　程：イタリア10日間
　　　　2／27（木）～3／7（土）
　　　　成田空港集合
旅行代金：会員527,240円　一般538,000円
旅行社：朝日旅行

タオルミナ・ギリシャ劇場　ⓒWikimedia Commons

美の旅　世界の美術館
マティス美術館とシャガール美術館

ニースに5連泊して美術館をめぐりま
す。マティス、シャガールをはじめ、
ニース、マーグ財団を訪れ、ヴァンス
の礼拝堂にも足を延ばし、カーニヴァ
ルも見学します。

日　程：フランス7日間
　　　　2／25（火）～3／2（月）
　　　　成田または羽田空港集合
旅行代金：会員321,440円　一般328,000円
旅行社：朝日旅行

ニース・シャガール美術館　ⓒAST

美の旅
ルーヴル美術館徹底見学

往復プレミアムエコノミークラス利
用。ルーヴル美術館を3日間にわた
り徹底見学。話題の「ダ・ヴィンチ特
別展」も見学し、グラン・パレの「ロー
トレック展」と「エル・グレコ展」にも
ご案内します。

日　程：フランス8日間
　　　　2／11（火）～2／18（火）
　　　　羽田または成田空港集合
旅行代金：会員537,040円　一般548,000円
旅行社：朝日旅行

ルーヴル美術館・グランドギャラリー　ⓒAST

美の旅　世界の美術館
ナショナル・ギャラリーとテート・ブリテン

往復プレミアムエコノミークラス利
用。ナショナル・ギャラリーを2日間
かけて見学します。英国絵画の殿堂
テート・ブリテンとケンウッド・ハウ
スにもご案内。自由時間もたっぷり
です。

日　程：イギリス7日間
　　　　1／22（水）～1／28（火）
　　　　羽田空港集合
旅行代金：会員390,040円　一般398,000円
旅行社：朝日旅行

ナショナルギャラリー　ⓒWikimedia Commons

海外旅行
海外の歴史文化の理解を深めるイチ押しの旅！

お申込・お問合せ：
☎03-6858-9822（朝日旅行・海外）
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美の旅
アドリア海美術紀行

トリエステからアドリア海北岸を西
へ、ボローニャまで旅します。クロア
チアのポレッチ、ウディネ、アクイレ
イア、マゼールなども見学。ラヴェン
ナに2連泊してモザイクを堪能します。

日　程：イタリア11日間
　　　　4／14（火）～4／24（金）
　　　　成田空港集合
旅行代金：会員537,040円　一般548,000円
旅行社：朝日旅行

ラヴェンナ　サンタポリナーレ・イン・ヌオヴォ教会のモザイク　ⓒAST

ボルゲーゼ美術館貸切見学＆ラファエロ展
ボルゲーゼ美術館貸切見学とラファエロ徹底見学

ローマに7連泊します。没後500年
のラファエロにちなみ、市内随所に残
るゆかりの場所や作品群をめぐりま
す。ラファエロ展とボルゲーゼ貸切見
学にもご案内します。

日　程：イタリア9日間
　　　　3／20（金）～3／28（土）
　　　　成田空港集合
旅行代金：会員468,440円　一般478,000円
旅行社：朝日旅行

サンタ・マリア・デラ・パーチェ教会　ⓒAST

美の旅
ナポリ芸術徹底満喫

ナポリに7連泊します。独特の下町「ス
パッカ・ナポリ」地区を散策し、カポ
ディモンテ美術館、考古学博物館を
見学。パエストゥム、アマルフィ、ポッ
ツォーリなど近郊にも足を運びます。

日　程：イタリア9日間
　　　　3／17（火）～3／25（水）
　　　　成田または羽田空港集合
旅行代金：会員507,640円　一般518,000円
旅行社：朝日旅行

ナポリからヴェスヴィオス山を望む　ⓒAST

ボルゲーゼ美術館貸切見学＆ラファエロ展
パリ＆ローマ　美術満喫の旅

パリに3連泊し、ルーヴル美術館はも
ちろん、オルセー、オランジュリー、
マルモッタン美術館を見学します。ま
た4連泊のローマでは、ボルゲーゼ美
術館貸切見学に加え、ヴァティカン美
術館にもご案内します。

日　程：フランス、イタリア9日間
　　　　3／18（水）～3／26（木）
　　　　羽田空港集合
旅行代金：会員488,040円　一般498,000円
旅行社：朝日旅行

オルセー美術館　ⓒAST

ボルゲーゼ美術館貸切見学＆ラファエロ展
フィレンツェからローマへ　美術鑑賞の旅

フィレンツェ、ペルージャ、ローマに
それぞれ連泊しながら、いくつもの
美術館を見学します。シエナ、アッシ
ジもめぐり、ローマではラファエロ展
と、ボルゲーゼ美術館を朝日旅行の
お客様だけで貸切見学します。

日　程：イタリア10日間
　　　　3／17（火）～3／26（木）
　　　　成田空港集合
旅行代金：会員507,640円　一般518,000円
旅行社：朝日旅行

シエナ・プブリコ宮殿　シモーネ・マルティーニ「マエスタ」　ⓒWikimedia Commons

美の旅　世界の美術館
ミラノ・フィレンツェ美術館めぐり

ミラノとフィレンツェにそれぞれ3連
泊。ミラノでは、主要美術館に加え、ダ・
ヴィンチ「最後の晩餐」、ミケランジェ
ロ「ピエタ」を鑑賞。途中、ボローニャ
絵画館にも立ち寄ります。

日　程：イタリア8日間
　　　　3／30（月）～4／6（月）
　　　　成田または羽田空港集合
旅行代金：会員458,640円　一般468,000円
旅行社：朝日旅行

フラ・アンジェリコ「受胎告知」（フィレンツェ・サン・マルコ美術館）　ⓒWikimedia Commons

美の旅
キプロス究極の美を訪ねて

早春の花満開のキプロス島をめぐり
ます。トロードス山中に残るビザン
ティンの聖堂群を丁寧に見学します。
グリーンラインを越えて北キプロスも
訪れます。

日　程：キプロス10日間
　　　　3／16（月）～3／25（水）
　　　　成田または羽田空港集合
旅行代金：会員488,040円　一般498,000円
旅行社：朝日旅行

パナギア・フォルヴィオティッサ聖堂　ⓒAST

ボルゲーゼ美術館貸切見学＆ラファエロ展
ナポリ・ローマ美術三昧の旅

ナポリに3連泊し、カポディモンテ美
術館、考古学博物館、カゼルタ王宮
などを見学。ローマでは、ボルゲー
ゼ美術館貸切見学のほか、ドリア・
パンフィーリ、バティカン美術館など
をめぐります。

日　程：イタリア9日間
　　　　3／19（木）～3／27（金）
　　　　成田空港集合
旅行代金：会員488,040円　一般498,000円
旅行社：朝日旅行

ナポリ・サンタ・キアラ教会回廊　ⓒWikimedia Commons

海外旅行
海外の歴史文化の理解を深めるイチ押しの旅！
お申込・お問合せ：
☎03-6858-9822（朝日旅行・海外）
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ライブ・音楽の旅
華麗なるイタリア・オペラ紀行

～ミラノ・トリノ・ローマ～
ミラノスカラ座にてオペラ『サロメ』、
トリノテアトロレッジョ歌劇場で『ラ・
ボエーム』、ローマ歌劇場にて『トゥー
ランドット』を鑑賞します。またボル
ゲーゼ美術館貸切見学とラファエロ
展の美術鑑賞にもご案内します。

日　程：イタリア8日間
　　　　3／20（金）～3／27（金）
　　　　成田空港集合
旅行代金：会員684,040円　一般698,000円
旅行社：朝日旅行

華麗なスカラ座内部　ⓒBrescia Amisano

ライブ・音楽の旅
日本航空プレミアムエコノミー利用
メトロポリタン歌劇場・オペラ三昧

日本航空プレミアムエコノミークラス
利用で、「ヒルトンニューヨークミッド
タウン」に5連泊します。メトロポリ
タン歌劇場でオペラ『コジファントゥッ
テ』『チェネレントラ』『椿姫』の3演
目を鑑賞します。

日　程：ニューヨーク7日間
　　　　3／10（火）～3／16（月）
　　　　羽田または成田空港集合
旅行代金：会員782,040円　一般798,000円
旅行社：朝日旅行

メトロポリタン歌劇場　ⓒWikimedia Commons

ライブ・音楽の旅
日本航空ビジネスクラス利用　心に響く・ベルリン

日本航空ビジネスクラス利用（日本～
欧州間往復）で行くベルリン。ベルリ
ンフィルハーモニー管弦楽団演奏会、
ドイツェオパーでオペラ『トスカ』、ベ
ルリン国立歌劇場『セヴィリアの理髪
師』鑑賞。

日　程：ドイツ7日間
　　　　1／21（火）～1／27（月）
　　　　成田空港集合
旅行代金：会員684,040円　一般698,000円
旅行社：朝日旅行

日本航空ビジネスクラス（イメージ）　ⓒ日本航空

ライブ・音楽の旅
ショパンの調べ・ポーランド

ときに哀しく、美しく響くショパンの
調べ。その原点を訪ねるポーランド、
ショパン生誕記念日に合わせた出発
日で記念コンサートを鑑賞します。
シャファルニアも訪問します。

日　程：ポーランド7日間
　　　　2／26（水）～3／3（火）
　　　　成田空港集合
旅行代金：会員360,640円　一般368,000円
旅行社：朝日旅行

ワルシャワの街並み　ⓒポーランド政府観光局

ライブ・音楽の旅
芸術の都ウィーン国立歌劇場オペラ3演目

ウィーンに5連泊して国立歌劇場に
てオペラ『トゥーランドット』『マノン』

『蝶々夫人』の3演目を鑑賞します。

日　程：オーストリア7日間
　　　　2／26（水）～3／3（火）
　　　　成田空港集合
旅行代金：会員488,040円　一般498,000円
旅行社：朝日旅行

ウィーン国立歌劇場　©osterreich Werbung/Julius Silver

ライブ・音楽の旅
冬の愉しみ　ベルリン・フィル＆ウィーン・フィル

キリル・ペトレンコ指揮のベルリンフィ
ルハーモニー管弦楽団演奏会、ウィー
ンコンツェルトハウスではウィーン交
響楽団演奏会、楽友協会ホールでは
ゲルギエフ指揮のウィーンフィルハー
モニー管弦楽団演奏会。

日　程：ドイツ・オーストリア8日間
　　　　1／7（火）～1／14（火）
　　　　成田空港集合
旅行代金：会員635,040円　一般648,000円
旅行社：朝日旅行

ベルリンフィルハーモニー　©Berliner Philharmoniker

ライブ・音楽の旅
モーツァルト週間を旅する

ザルツブルクでモーツァルトの誕生日
前後に行われる「モーツァルト週間」。
5ツ星ホテル「ラディソンブル・アルト
シュタット」に連泊して4つの演奏会
を鑑賞します。

日　程：オーストリア6日間
　　　　1／24（金）～1／29（水）
　　　　羽田空港集合
旅行代金：会員527,240円　一般538,000円
旅行社：朝日旅行

モーツァルテウムのコンサート（イメージ）　©Mozarteum Tourismus-Salzburg-GmbH

ベルリンフィルホール　©Archiv Berliner Philharmoniker

ライブ・音楽の旅
心に響く・ベルリン

ラトル指揮のベルリンフィルハーモ
ニー管弦楽団演奏会、ベルリン歌劇
場でオペラ『カルメン』、ドイツェオパー
でオペラ『魔笛』を鑑賞します。

日　程：ドイツ7日間
　　　　3／10（火）～3／16（月）
　　　　成田空港集合
旅行代金：会員488,040円　一般498,000円
旅行社：朝日旅行

海外旅行
海外の歴史文化の理解を深めるイチ押しの旅！

お申込・お問合せ：
☎03-6858-9822（朝日旅行・海外）
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朝日移動教室　第1回　西インド編
華麗なるインド文明の基層をさぐる旅

インド各地の史跡・遺跡をめぐり、当地に
おける人類の歴史を概観する中で、華麗
なるインド文明の基層を探る旅です。第
1回は西インド。
講　師：京都大学大学院客員准教授
　　　　　　　　　　　小茄子川歩
日　程：インド10日間
　　　　1／27（月）～2／5（水）
　　　　成田空港集合
旅行代金：会員492,000円　一般498,000円
旅行社：朝日旅行

エローラ石窟　カイラーサナータ寺院　©Konasukawa　Ayumu

朝日移動教室
アーモンドの花咲く早春のシチリア周遊旅

地中海の十字路シチリア島。古代フィニ
キアより、中世ノルマン、近世のサヴォイ
ア家に至る史跡を訪ね歩きます。この時
期はアーモンドの薄桃色の花が咲き、合
わせて独特の食も楽しみます。
講　師：イタリア史研究家　小森谷慶子
日　程：イタリア10日間
　　　　2／13（木）～2／22（土）
　　　　成田空港集合
旅行代金：会員592,000円　一般598,000円
旅行社：朝日旅行

アグリジェント　神殿の谷　©Ast

朝日移動教室
Studiamo l'italiano a Roma！　ローマでイタリア語

初心者から上級者までイタリア語を学び
ながらローマ滞在を楽しみます。授業後
に入江先生が補習授業を行い、ローマの
街歩きや郊外への遠足も楽しみます。

講　師：外務省研修所講師　入江たまよ
日　程：イタリア11日間
　　　　3／15（日）～3／25（水）
　　　　成田空港集合
旅行代金：会員552,000円　一般558,000円
旅行社：朝日旅行

授業風景　©Dilit International House

朝日移動教室
ローマのラファエロ展と中部イタリア美術の旅

ボルゲーゼ美術館貸切見学とラファエロ
展を鑑賞後、イタリア中部にルネサンス
の巨匠たちの足跡を訪ね歩き、アッシジ
に至る旅です。

講　師：明治学院大学講師　塚本　博
日　程：イタリア9日間
　　　　3／21（土）～3／29（日）
　　　　成田空港集合
旅行代金：会員592,000円　一般598,000円
旅行社：朝日旅行

ウルビーノ　マルケ国立美術館　©Ast

朝日移動教室
知られざるクロアチア探訪の旅

風光明媚なクロアチア。古代ローマ、中
世ヴェネチア、そしてオスマントルコの影
響を色濃く残す史跡をめぐり、景色だけ
ではないクロアチアの深い魅力を探訪し
ます。
講　師：東京造形大学名誉教授　越村　勲
日　程：クロアチア10日間
　　　　3／26（木）～4／4（土）
　　　　成田空港集合
旅行代金：会員552,000円　一般558,000円
旅行社：朝日旅行

スプリットの全景　©WikimediaCommons

朝日移動教室　第2回　ミャンマー
ビルマのバガン～『五千塔』巡礼の旅～

3,000近くの仏塔や寺院が密集するバガ
ンに5連泊して、年間でも最も過しやす
い時期に、世界でも類稀な祈りの空間を
たっぷり見学します。

講　師：仏教美術史家　伊東照司
日　程：ミャンマー8日間
　　　　2／5（水）～2／12（水）
　　　　成田空港集合
旅行代金：会員389,000円　一般395,000円
旅行社：朝日旅行

バガンの仏塔　©WikimediaCommons

朝日移動教室
4大仏跡巡礼　インド仏跡と博物館をじっくり訪ねて

釈尊ゆかりの4大聖跡と4つの重要な仏
跡を巡ります。また、主要な博物館の仏
像などを始めとした優れた美術品を鑑賞
し、インド仏教美術をじっくり学ぶ旅です。

講　師：京都造形芸術大学教授　金子典正
日　程：インド10日間
　　　　2／18（火）～2／27（木）
　　　　成田空港集合
旅行代金：会員482,000円　一般488,000円
旅行社：朝日旅行

ナーランダー僧院　©WikimediaCommons

朝日移動教室
早春の南フランス美術館めぐり

多くの芸術家を惹きつけてきた南フラン
ス。セザンヌやゴッホ、ピカソのゆかり
の地を訪ねると共に、美術作品を個性豊
かな美術館で鑑賞する旅です。

講　師：作家　太田治子
日　程：フランス9日間
　　　　3／20（金）～3／28（土）
　　　　成田もしくは羽田空港集合
旅行代金：会員692,000円　一般698,000円
旅行社：朝日旅行

ニース　シャガール美術館　©Ast

朝日移動教室
ローマ・カンパーニア・中世ロマネスク探訪

ローマ滞在中に、ボルゲーゼ美術館貸切
見学とラファエロ展を鑑賞後、初期キリ
スト教から後期ロマネスクの教会群を堪
能します。また、ナポリ周辺では必見の
ロマネスク教会にご案内します。
講　師：美術史家　池田健二
日　程：イタリア10日間
　　　　3／22（日）～3／31（火）
　　　　成田空港集合
旅行代金：会員589,000円　一般595,000円
旅行社：朝日旅行

サンタンジェロ・イン・フォルミス教会壁画　©Ikeda Kenji

朝日移動教室
ロシア史の旅と美の殿堂エルミタージュ美術

姜先生と行く「世界史の舞台を訪ねる旅」の
第三回はロシア。ロシア帝国から革命、第
二次大戦を経て冷戦に至る足跡を訪ねると
共に、美の殿堂エルミタージュ美術館とプー
シキン美術館で名画の鑑賞を楽しみます。
講　師：東京大学名誉教授　姜　尚中
日　程：ロシア9日間
　　　　5／19（火）～5／27（水）
　　　　成田空港集合
旅行代金：会員592,000円　一般598,000円
旅行社：朝日旅行

モスクワ　スターリンの核シェルター　©WikimediaCommons

海外旅行
海外の歴史文化の理解を深めるイチ押しの旅！
お申込・お問合せ：
☎03-6858-9822（朝日旅行・海外）
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渡来人の足跡
近畿に残る渡来人の足跡を訪ねて

-大阪・京都南部・近江編-
今回は百済・高句麗からの渡来人と
関わる場所めぐります。百済滅亡後、
亡命百済人が大阪の百済郡に住まわ
され、八世紀半ばに交野に移ります。
また高句麗からの渡来人は京都府南
部が住んでいました。
講　師：滋賀県立大学名誉教授　田中俊明
日　程：大阪・京都・滋賀　3日間
　　　　12／21（土）～12／23（月）
　　　　東京駅集合
旅行代金：会員147,000円　一般149,000円
旅行社：朝日旅行

四天王寺

野鳥を探して
ロウバイ咲く宝登山で野鳥観察

薄く透ける様な花弁が初春の光に輝
く姿が人気のロウバイ。シーズンには
3,000本が咲き乱れる宝登山で、淡
く風に漂う香りとともに野鳥観察を楽
しみます。

講　師：日本野鳥の会　高橋新一
日　程：埼玉　日帰り
　　　　2／26（水）
　　　　東京駅丸ビル前集合
旅行代金：会員14,510円　一般14,800円
旅行社：朝日旅行

ヤマガラ

音楽・観劇の旅
感動のジルヴェスター・コンサートと

京都で過ごすお正月
毎年恒例、会場が一体となって新年
を迎えるカウントダウンコンサート。
湖畔に佇むびわ湖ホールで音楽に包
まれた華やかな年越しをお楽しみい
ただきます。新年は古都で白味噌雑
煮や京懐石を味わいます。

日　程：京都・滋賀　3日間
　　　　12／31（火）～1／2（木）
　　　　東京駅集合
旅行代金：会員194,040円　一般198,000円
旅行社：朝日旅行

音楽・観劇の旅
東京楽所・新春の雅楽公演と鯛めし会席

千数百年の伝統を誇り、宮内庁式部
職楽部で今なお受け継がれる「雅楽」。
そのメンバーを中心に結成されたわ
が国最大規模の雅楽団体である東京
楽所（とうきょうがくそ）の定期公演を
満喫します。

日　程：東京　日帰り
　　　　1／19（日）
　　　　横浜駅西口　東京駅丸ビル前集合
旅行代金：会員19,410円　一般19,800円
旅行社：朝日旅行

東京楽所・打球楽

野鳥を探して
水仙咲き乱れる嵯峨山で野鳥観察

房総半島・鋸南町の保田は江戸時代
よりスイセンの産地として有名です。
毎年この時期にはたくさんのスイセン
が咲き乱れます。甘い芳香漂う素朴
な山里で野鳥観察を楽しみます。

講　師：日本野鳥の会　高橋新一
日　程：千葉　日帰り
　　　　1／15（水）
　　　　東京駅丸ビル前集合
旅行代金：会員16,470円　一般16,800円
旅行社：朝日旅行

アトリ

音楽・観劇の旅
港町横濱のクリスマスと「第九」

各国のクリスマス装飾が施された山
手西洋館を訪ね、名クラシックホテル

「ホテルニューグランド」でクリスマス
ランチを味わいます。午後は神奈川
フィルハーモニー管弦楽団による「第
九」を鑑賞します。

日　程：東京　日帰り
　　　　12／21（土）
　　　　東京駅集合
旅行代金：会員19,410円　一般19,800円
旅行社：朝日旅行

音楽・観劇の旅
東京フィルハーモニー交響楽団
ニューイヤーコンサート2020

新年に相応しい選曲と、楽しいイベン
トが盛りだくさんで大人気の東京フィ
ルハーモニー交響楽団ニューイヤーコ
ンサートを鑑賞。インターコンチネン
タル東京ベイホテルの人気ブッフェで
ランチも楽しみます。

日　程：東京　日帰り
　　　　1／3（金）
　　　　横浜駅西口　東京駅丸ビル前集合
旅行代金：会員19,410円　一般19,800円
旅行社：朝日旅行

音楽・観劇の旅
感動の神韻2020日本公演と
GINZA沁馥園の創作中華

研ぎ澄まされた技や息を呑む美しさ
を誇る、世界最高峰の中国古典舞踊
が再び来日。毎年一新される舞台が
感動の嵐を巻き起こします。公演前
にはフカヒレと鮑の贅沢コース料理を
味わいます。

日　程：東京　日帰り
　　　　1／29（水）
　　　　横浜駅西口　東京駅丸ビル前集合
旅行代金：会員29,210円　一般29,800円
旅行社：朝日旅行

国内旅行
講師の解説で日本再発見！
お申込・お問合せ：
☎03-6858-9811（朝日旅行・国内）
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※入会と同時に講座を申し込まれた場合に限ります。
期間中の新規ご入会で、通常 5,000円（税別）の入会金が半額
冬のお得なキャンペーン

70歳以上／18歳以下入会金無料 　　　 会員の紹介／大学生入会金半額

対象期間：11/19（火）～12/28（土）

TEL.03-3344-2041
10:30～17:30（日祝・冬季休業12/29～1/4は除く）

詳細はインターネットでどうぞ

www.asahiculture.jp/shinjuku
お問い合わせ・お申し込みは
プロジェクト事業本部へ

ホームページからのお申し込みは、一部の講座を除き、クレジットカードでのお支払いになります。
クレジットカード以外のお支払いをご希望の方は、直接窓口へお越しいただくか、お電話でお問い合わせください。

ご注意
①講座の開講が近い場合は窓口でのお支払いをお願いすることがあります。
②ご予約を取り消される場合は、必ずご連絡ください。講座により取り消し期限やキャンセル料が異なります。

お
申
し
込
み

お
支
払
い
・
受
講

受講のお申し込み方法は３通り

ホームページで

朝日カルチャー　新宿 検索

www.asahiculture.jp/shinjuku

●クレジットカードで
①お申し込みからお支払いまでホームページ上で
　出来ます。
　お支払いはクレジットカードのみです。

＜ご利用いただけるカード＞
VISA、Master Card、JCB、American Express、
Diners Clubのロゴのついたクレジットカード。
②お申し込み完了メールが受講券の代わりになります。
会員証は郵送します。
＊通信講座など一部の講座を除きます
＊詳しくはホームページをご覧ください

窓口で

現金のほか、クレジットカード、デビット
カードもお使いいただけます。

　

電話で

①ロビー備え付けの申込書にご記入の
　うえ、入会金、受講料等を添えて
　お申し込みください。
   （一般は入会金不要）
②受講券・会員証はその場でお渡し
　します。

新宿住友ビル10F
９：30～19：00（土曜18:30）
＊日曜・一部の祝日・冬季休業を除きます。 ＊日曜・祝日・冬季休業を除きます。

03-3344-2041
10：30～ 17：30

●コンビニエンスストアで
①ご予約承り書と払込用紙をお送り　
します。
②入会金、受講料等を所定の用紙で　
1週間以内にお支払いください。
  （払込手数料は当社負担）
③払込受領証を①のご予約承り書に
貼付のうえ、当日お持ちください。
④会員証は郵送します。


