
読売巨人軍公式
マスコットガール
「ヴィーナス」のダ
ンススクールです。
現役や元ヴィーナ
スが直接指導。東
京ドームの公式戦ではグランドに立って踊り
ます。未経験者大歓迎。まずは体験にお越しく
ださい。※別途スクール登録料がかかります。

若手演歌歌手が、
曲ごとのポイント
を押さえて上手く
歌えるコツを伝授
します。

●第2・4木曜
　17:30～21:00
●7/9～3か月6回
　21,120円

演歌・歌謡曲の歌唱レッスン
(個人30分)

演歌歌手　

こうすけ

NEW

体験 7/9 3,740円

講師手作りのマジック
グッズで、すぐに披露して
盛り上がる手品を習得し
ます。惜しみなく種明かし！
●第4月曜10:00～11:30
●7/27～3か月3回8,250円

あっと驚く無敵のマジック
異色のプロマジシャン　ミスター・モロー

NEW

【爆笑マジックショー】
6/29 10:30～11:00 1,408円

文房具や画用紙・パンフ
レット・トランプを使った
マジックグッズを作り、
あっと驚く手品を覚えます。
（小3以下、保護者同伴）

●7/27（月）15:30～17:00
●2,618円 教材費1,100円　

～ようこそ不思議の世界へ～
自分でタネを作ってマジック

マージャンが初め
ての方に、面倒な
点数計算などを分
かりやすく指導し
ます。
●第1・3火曜
   10:30～12:15
●7/7～3か月
   6回15,180円

女性のための
健康麻雀

日本プロ麻雀連盟所属五段　斎藤 桂史

NEW

パパーンと張り扇
をたたいてお江戸
のお遊び、粋、意気
を楽しみましょう。
自分の声と言葉に
自信がつきます。
●第1・3火曜
　16:00～17:30
●7/7～3か月5回
　16,500円

神田香織の講談サロン
講談師　

神田 香織

NEW

体験 7/7 3,476円

俳句は五七五音の美しい
詩です。四季折々、日常の中
の心に止まったささいな事
を表現していきましょう。

●第4金曜13:00～15:00
●8/28～3か月2回4,840円

レッツ俳句！
「炎環」同人　現代俳句協会会員　

中嶋 憲武

NEW

基本をマスターし
て、ポップスやブ
ルース、ジャズ、ク
ラシックなど幅広
く演奏しましょう。
講師はNHK連続
テ レ ビ 小 説 の
「エール」でハーモ
ニカ指導。

●第2・4木曜18:00～19:30
●7/9～3か月6回17,160円

楽しくマスターしよう
ハーモニカ

全日本ハーモニカ連盟
常任理事　

大竹 英二

NEW

期に数回近辺のスケッチに出かけます。身近な
モチーフや旅先などで心ひかれた一コマを作
品にしてください。

●第3月曜13:00～15:00
●7/20～3か月2回5,280円

午後のやさしい絵の時間
画家　大橋 ふみのり

NEW 人間を観察し、本来の隠れ
た才能を見いだし、個性を発
揮するための人間鑑定法を
学んでいきます。占いと心理
学の両方のジャンルにまた
がる内容です。
●第1土曜10:30～12:00
●7/4～3か月3回7,920円

人間リアル鑑定術
～心理手相術～

文学博士・人体科学会学術会員　岡田 人篤

NEW

体験 7/4 2,816円 教材費100円

もう一度基礎から
しっかり学びたいと
いう方のための初級
クラスです。

●第1・2・3月曜
   13:00～14:30
●7/6～3か月
   8回22,000円

月曜のやさしい英会話
よみうりカルチャー講師 ルイス アンドレ―ド

NEW

体験 7/20 2,816円 教材費220円

椅子に座り、ヨガポーズで体
をほぐします。体が硬い人や
運動初心者の方でも、安全
に取り組むことができます。
柔軟性を高めケガをしにく
い体を作りましょう。
●第1・3火曜10:00～11:20
●7/21～3か月5回12,100円

ゆる楽椅子（チェア）ヨガ
チェアヨガ　顔ヨガインストラクター　Michiko

NEW

7/7

皆様のリクエストにお
応えしながら自分だ
けのオリジナルカリ
キュラムで学びます。

●第2・4日曜10:00～15:45
●7/12～3か月6回33,000円

はじめてのパソコン／
スキルアップパソコン（個人45分）

よみうりカルチャー講師　

山田 潤子

NEW

6/28

●第1・3月曜
　10:30～12:00
●7/6～3か月4回
　12,760円

英語で歌う・スタンダードポップス
劇団四季出身・ボーカリスト　

広瀬 真弓

7/6

●第3月曜10:30～12:00
●7/20～3か月2回
　7,700円

ズバリ鑑定！お宝骨董品
東京美術商協組合会員　

佐々木 一

6/15

楽しく歌うことをモットー
に、基礎から呼吸法、発声、
リズム感を学びます。
●第1・3月曜16:30～17:15
●7/20～3か月5回12,100円

キッズヴォーカル＆
ショークワイア

プレンティ・ミュージック・スタジオインストラクター　

宇山 美智子

NEW

NEW

7/6

上手く書けるようになるに
は書に興味をもつことが大
切です。一つの作品を丁寧に
仕上げるように指導します。
●第2・4火曜17:30～19:30
●7/14～3か月5回12,100円

上達できるこども書道
（フリータイム60分)

日展会友 毎日書道展審査会員　近藤 北濤

NEW

6/23

やわらかホイップと
可愛いお菓子のパー
ツでミラー、小物入
れ、ストラップの
ハート3点セットを
作ります。
●7/25（土）10:30～12:30
●（一般）2,508円 （会員）2,178円 教材費2,530円

日本エレガントデコ協会　陣内 美香

ロボットクリエーター高
橋智隆が監修・アドバイ
スするロボット教室。

●第2・4金曜
　16:30～18:00
●月謝制10,802円
　初回ロボットキット代31,350円別途

ヒューマンアカデミーロボット教室
ヒューマンアカデミー
ロボット教室インストラクター

オリジナルのフォトフレー
ムで夏休みの思い出を飾り
ましょう。タイルを選んでお
好みのデザインにすること
ができます。
（小2以下、保護者同伴）
●8/1（土）14:00～16:00
●2,948円 教材費1,320円　

東京藝術大学大学院壁画研究室修了　山内 麻美

ボーカルの発音に必要なテ
クニックなどトータルで指
導します。
●第1・3金曜17:00～20:00
●7/3～3か月5回19,250円

エンジョイ! ジュニア
ヴォイストレーニング(個人30分）

NPO法人Vocalise総合芸術振興協会 理事長　

清水 由香

NEW

体験 7/3 4,070円 教材費他100円

自由に楽しくプログラ
ミングを学びながら、
自発的な学習へと繋
げましょう。

●金曜Ⓐ16:30～18:00
　　　Ⓑ18:30～20:00
●7/3～3か月11回33,880円

TENTOジュニアプログラミング教室
ジュニアプログラミングスクール
TENTO講師

オリジナルキットで竜巻のヒミ
ツを学びます。気圧の変化を目
で確認する実験も。
●7/30（木）16:30～18:00
●（一般）2,728円 （会員）2,398円 教材費500円

日本気象予報士会　　

サニーエンジェルス

美しく反射する専用の鏡を
使って本格的なキットを組み
立てます。鏡の反射について学
びながら、自分だけの“花アー
ト”の世界をつくりましょう。
●8/4(火)14:00～15:30
●2,618円 教材費2,500円　

日本万華鏡博物館　館長　大熊 進一

ダンス、クラシックの
基礎を学びながらバ
レエを楽しみます。バ
レエのスキップから
始めましょう。
●第1・3日曜 Ⓐ10:00～11:00 Ⓑ11:00～12:30
●7/5～3か月5回11,000円

大胡しづ子のバレエ教室
松山バレエ学校校長 大胡 しづ子

同講師 星山 朱奈

できる喜びを自信につなげ
ていくよう、個々のペースに
合わせて進めます。

水曜こどもピアノ（個人30分）
国立音楽院認定講師　

西牧 幸恵

天体望遠鏡の仕組みにつ
いて学習し、キットを使っ
て実際に作ります。

●8/9（日）13:00～14:30
●2,398円 教材費1,925円　

元五島プラネタリウム解説員　

金井 三男
ダンボールでお金を入れる
とレール上をコロコロ転
がって行く貯金箱を作ります。
●8/2（日）Ⓐ10:30～12:00
               Ⓑ13:00～14:30
●（一般）2,728円 （会員）2,398円 教材費1,320円

ペーパークラフト作家　

雪下 正明

ピアノに慣れ親しみ、個性を
大切しながら、音感やリズ
ム感が身につきます。
●第2・4土曜14:00～16:00
●7/11～3か月6回15,840円

ピアノ奏者　佐藤 智子

6/27

古代エジプト人になりきって埋葬に対する考
えを探り、ワークシートを完成させよう！

●8/2（日）Ⓐ11:00～12:00 Ⓑ13:30～14:30
●2,948円　教材費1,320円 

古代オリエント博物館教育普及員 髙見 妙
 同研究員 田澤 恵子

モーターと歯車を利用し
てあごを動かしながら歩
くクワガタロボット。工具
を使ってのロボット作り
にチャレンジしよう！
●8/1（土）14:00～17:00
●（一般）2,948円 （会員）2,618円 教材費3,300円

ＣＬＵＢ ＷＡＤ代表　

梁取 弘明

1/150スケール・Nゲー
ジ鉄道模型の本格的な
ジオラマ製作を親子で
体験しよう。カッターや
ナイフは使いません。
●7/27（月）16:30～18:00
●（一般）3,058円 （会員）2,728円 教材費1,980円

模型作家　宮澤 雅文

リズミカルな動きでリ
ボン、フープを使い楽
しむ美しい世界です。
●金曜16:45～17:55
●7/3～3か月11回
　24,200円

ジュニア新体操
新体操インストラクター　湯澤 美樹

年少～中学生

小1～中3

Ⓐ3歳～年長
Ⓑ小1～小4

●土曜 17:00～18:00 (小学生)
●7/4～3か月12回 26,400円
●土曜 19:00～20:30(中高生)
●7/4～3か月12回33,000円

ジャイアンツ
ヴィーナスダンススクール
ヴィーナスダンス専任講師  三品 優李

小1～高3

年中～高3
小3～高3

小学生

小学生

NEW

運動の基礎である、走る・投げる・跳ぶ・蹴る・
リズムを中心に体の基本的な使い方を指導
します。（保護者同伴）
●金曜15:00～15:40　●月謝制6,600円 諸費用別途

幼児運動基礎
プログラム

エデュケーショングリーンスポーツインストラクター

2歳～年少
サタデーピアノ(個人30分）

小学生 小学生

年少～中学生

小学生

小学生

小学生

小学生

親子（小１～小3）

親子（小3～小6）

小4～中3

小4～高3
回折格子や偏光顕微鏡
で光はどんな色からで
きているか体験します。
教室が魔法のように虹
色に変身します。
●8/4（火）16:00～17:40
●2,398円 教材費3,500円

マイナス50℃の南極の嵐
を実体験！顕微鏡をマス
ターして、美しい結晶の世
界も観察します。
●7/22（水）16:30～18:10
●2,398円 教材費3,500円

アインシュタインラボ代表
サイエンスクリエイター 北原 淳

小学生

小学生

小3～小6

●水曜13:00～19:00
●7/1～3か月12回31,680円

6/24

小学生

6/25フェア

7/17フェア

フェアフェア

フェア

フェアフェア

フェア

6/19フェア6/21フェア

フェア

フェア

無料体験・説明会　7/4 19:00～（中高生）
★新規入会特典★ オリジナルグッズプレゼント！

公式ホームページ
自由が丘ジュニアスクール

検索

女性
限定

Ⓐ年少～年長
Ⓑ年長～小2
Ⓒ小2～小6

たった3か月で運動能力がアップ！「走る」「跳ぶ」
「投げる」「打つ」など運動神経の礎をつくります。
●金曜 Ⓐ15:45～16:35
 Ⓑ16:45～17:35
 Ⓒ17:45～18:35

忍者ナイン
専任インストラクター

忍者ナイン

お問い合わせ
お申し込みは http://www.ninja9.jp/0120-923-997

●月謝制6,600円
　諸費用別途

公開

公開

公開

公開

公開

公開

公開

公開

公開

公開

公開

こどもホイップ・デコ

タイルモザイクで思い出を
フォトフレームに

ミニ竜巻発生装置を作って
観察しよう！

オリジナル万華鏡作り

手作り天体望遠鏡

コロコロ貯金箱

～人形を使って～
古代エジプトのミイラづくり体験

クワガタロボットを作ろう！
鉄道情景ジオラマを作ろう

色と光の魔法

南極たんけん
～南極の嵐と結晶の世界～

早く走るコツとスタートダッ
シュの方法を伝授します。
●7/26（日） Ⓐ13:30～14:20
 Ⓑ14:30～15:20
 Ⓒ15:30～16:20
●1,100円

忍者ナイン専任インストラクター

年中～小6
公開 忍者ナイン　かけっこスペシャル

公開

※　　は入会金不要の公開講座です（要予約）。公開

●第1・3月曜
   13:00～15:30 
●7/6～3か月
   6回15,180円

月曜日の裏千家
淡交会常任幹事 

荻村 宗有NEW

●第1・3土曜
　15:00～16:30
●7/18～3か月4回
　11,000円

殺陣
～武士の心の強さを学ぶ～

林流総合武術　最高師範　

山野 亜紀（女 邦史郎）

7/4

●第4木曜
　13:00～15:00
●8/27～3か月2回
　6,600円

季節を感じる
アイシングクッキー

一般社団法人ALAアイシングクッキー認定教室
アトリエミニヨン主宰　

髙江 智子

フェア

NEW

●金曜13:00～14:30
●7/3～3か月
　11回27,830円

チャーミング・フラ
プアラニ・フラ・スタジオ主宰　

川島 ふじ子

6/26フェア

Twitterフォローは
こちら

@yncjiyugaoka

公式ホームページ
よみうりカルチャー自由が丘

検 索

お申し込み お問い合わせ

☎03-3723-7100
※受講には事前のご予約が必要です。詳しくはお問い合わせください。
（土曜10：00～19：00 日曜10：00～15：00）

受付時間 10：00～20：00

よみうりカルチャー創業40年
講座やイベント　集う６万人
未来へ紡ぐストーリー
チャチャ丸も応援中！

自由が丘駅南口 魚菜ビル3階2020年7月期

自由が丘

掲載している講座は、新型コロナウイルスの影響で、
休講または延期する場合があります。ご了承ください。

「 　　　 0/0 」の対象日は通常よりお得
な1,100円で体験できます。別途教材
費が必要な講座もあります。要予約。 

フェア


