
講座のご予約はお早目に、先着順で受け付けます。◆会員制です。別途入会金がかかります。65歳以上の方と小学生以下のお子様は無料です。◆講座案内の金額は受講料です。このほかに設備維持費、教材費などがかかります。

JR 川崎駅

アトレ川崎

5F

JR 川崎駅ビル　アトレ川崎 5階のカルチャースクール

044-221-5590
受付 午前 9時 30分～午後8時（日曜は午後4時30分まで）

は7月期
新設講座表示の受講料等は消費税込みの金額です。 2018年7月期募集

よみカル体験日
◉入会金 5,400 円
◉65歳以上の方と小学生以下のお子様は入会金無料
◉読売新聞購読者（購読予定も含め）
　入会金の特典があります。
　65歳以上の購読者には受講料割引券1,000円分を進呈。

公式キャラクター

検索検索よみうりカルチャー川崎
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おいしくたのしく健康生活
塩の使いこなし術
からだにやさしい適塩生活

幸せを呼ぶ「花文字」

睡眠を知り健康で美しくあるために
女性の睡眠講座

季節を楽しむ
3色パステルアート

中高年のための
体幹トレーニング

油彩・水彩・パステルetc.
1から始める絵画教室

絵手紙

365日・
誕生日の花を描こう

はじめよう！
ジャズダンス

いきいき健康体操

寝ヨガ

韓国舞踊（基礎）美味しい
フラワーゼリー

簡単かわいいラテアート

手話教室＜入門＞

水彩しま専科

ドイツ＆パリスタイル
フローラルデザイン

オルネフラワー＆
ルーチェフラワー

シャドーボックス

クラシックキルト 韓流時代劇を飾る
朝鮮王朝の歴史を解説！

若葉マークのフランス語

お勤め帰りのこぎん刺し

羊毛フェルトの
わんぱくシェフ津軽三味線

家族の髪、思いのままに
ヘアカット＜３回コース＞

好きな生地で作る
手作り日傘

モロッコフェズ刺しゅう

ナチュラルアーティ
フィシャルフラワー

クラフトバンドで作る
カゴとバッグ

ステンドグラス調アート
ディンプルアート

本多厚美とステージに！
歌おうキッズ

キッズ・チアダンス

ユニークな発想＆表現が身につく !!
考え～る！作文書け～る！！

竹田純の『床バレエ』ワークショップ

要予約 （詳細は裏面をご覧ください）

受講料

6月1日    ～30日期  間 金 土

1,080円 通常の半額程度

おちゃっぴ公認講師
有川　依子
　色鮮やかなオリジナ
ル粘土を使って「犬の
掛け時計」を作ります。
好きなわんちゃんねこ
ちゃんでも作れます。
◆7/21（土）13:30 ～ 15:30
◆受講料：こども 2,160 円（会員・一般）
　　　　　大人 2,484 円（会員）2,808 円（一般）
◆教材費：1,000 円

日本万華鏡博物館館長
大熊　進一
　A：手のひらサイズの
かわいい万華鏡と B：偏
光板で光の色を見る万華
鏡。Aか Bを選んで作れ
ます。

◆8/6（月）10:30 ～ 12:00
◆受講料：2,376 円（会員）、2,700 円（一般）
◆教材費：（A）2,000 円（B）7,000 円

NPR 公認ディンプルアートインストラクター
石川　恵美子
　下絵となる黒い縁取り線
の中を絵の具で色付けして
乾燥させるだけでステンド
グラス調の絵が仕上がりま
す。（対象：小学生）
◆8/7（火）
　13:30 ～ 15:30
◆受講料：1,620 円（会員・一般）
◆教材費：648円

書団「神融」講師
上田　文江
　好きな文字を墨で
書いて自分だけのう
ちわを作ってみよ
う。（対象：小学生）
◆7/30（月）
　13:30 ～ 15:30
◆受講料：1,080 円（会員・一般）
◆教材費：500円

スダプランニング代表
須田　芳己
　乾燥したひょうたんに
竹串やハンドドリル等で
穴を開け、好みのデザイ
ンで世界に一つのオリジ
ナルライトを作ります。
（対象：小学生～）

◆7/29（日）10:30 ～ 12:30
◆受講料：1,080 円（会員・一般）
◆教材費：1,500 円

アトリエ吉田町こどもアートクラス講師
阿部　道子
　骨組みの材料とタイヤを
組み立て、電池で動く車を
作ります。最後に自由に飾
り付けをしましょう。
◆8/1（水）13:30 ～ 15:30
◆受講料：1,080 円（会員・一般）
◆教材費：1,080 円

日本ソルトコーディネーター協会代表理事
青山　志穂
　沖縄県の海水を使って塩づくりを
します。塩ができあがる過程を調べ、
できた塩で塩おにぎりの味比べなどの体験もします。
◆7/31( 火）10:30 ～ 12:30
◆受講料：親子で 2,916 円（会員・一般）
◆教材費：1,500 円

CLUB WAD代表
梁取　弘明
　リンク機構を使っ
て角を動かしながら
歩くカブトムシロ
ボットを作ろう！
（対象：小学生～）
◆7/30（月）15:00 ～ 18:00
◆受講料：2,484 円（会員）、2,808 円（一般）
◆教材費：3,240 円

学研科学実験教室専任講師
　身のまわりには、
電気が流れるものと
電気が流れないもの
があります。どんな
ものに電気が流れる
のか予想してから、
実際に実験して確かめましょう。
◆7/22（日）10:30 ～ 12:00
◆受講料：1,080 円（会員・一般）
◆教材費：1,296 円

好きなわんちゃんねこちゃんでも作れる
犬の掛け時計

子どもも大人も楽しめる
不思議で美しい万華鏡

夏休みの宿題にも最適
ディンプルアートのミニ額好きな文字でマイうちわ

夏休みロボット教室
カブトムシロボット・
ビックホーン Jrを作ろう

自由研究のヒントになる！
電池作りに挑戦しよう！

ひょうたんライトを作ろう

電池で動くクルマを作ろう

海水からの塩づくり体験＆
塩おにぎりを握る

「床バレエ」協会認定インストラクター
MAIKO
　「床バレエ」は、ストレッチや筋肉トレーニ
ングを床の上で行うエクササイズです。年齢
や性別は問いません、寝転がったまま、あな
たも美ボディを目指しましょう。
◆第１・３水曜 11:00 ～ 12:00　　
◆３か月６回 16,848 円　◆ 7/4 ～

日本花文字の会公認講師・作家　椛

　縁起の良い吉祥絵柄を組み合わせて、願いを込
めて文字を作り上げていく「花文字」。一緒に描
いてみませんか。
◆第1・3金曜10:30～12:00　　
◆３か月６回 16,200 円
◆ 7/6 ～
　　　　　 6/15

グリーンベリー認定講師
　たった３色のパステルアートは誰
でも簡単に描けて、右脳活性化にも
役立つアートです。
◆第２土曜 10:30 ～ 12:00　　
◆３か月３回 7,452 円　◆ 7/14 ～

独立美術協会会員　大原　修一
　油彩・水彩・
パステル etc..
画材はお好き
なもので、と
りあえず絵を
描いてみたい
という方にも、
わかりやすく
指導します。

◆第１・３・５金曜 13:30 ～ 15:30　　
◆３か月７回 19,656 円　◆ 7/6 ～

日本絵手紙協会公
認講師・評議員　
鎌田　美鈴
　パソコンが全
盛のいま、日本
古来の筆を使っ
て個性のある温
かい愛情をかけ
た絵手紙がかけるよう指導します。
◆第２・４火曜 10:30 ～ 12:30　　
◆３か月５回 12,960 円　◆ 7/10 ～
　　　　　 6/26

悠美会国際美術展理事長　増田　孝機
　365 日の誕生日の花
の絵を“ぬり絵”で描
きます。ご本人、ご家
族、ご友人などへ手づ
くりでぬくもりのある
絵を、贈り物にしてみ
ませんか。
◆第４日曜
　10:30 ～ 12:00　　
◆３か月３回7,452円　
◆ 7/22 ～

元宝塚歌劇団員　鳴上　順
　いろいろなジャンルの曲
に合わせてステップを踏み
ましょう。健康のためで
も、ダンサーを夢みる方で
も。さぁ、一緒に始めませ
んか？ 
◆第２・４水曜
　11:00 ～ 12:30　　
◆３か月５回 12,960 円
◆ 7/11 ～

元宝塚歌劇団員　鳴上　順
　ダンスのエクササイズを取り入れた体操で健康
づくりをしませんか。若々しく、笑顔の日々のた
めに体をコンディショニング。 
◆第２・４月曜 11:00 ～ 12:30　　
◆３か月 5回 12,960 円　◆ 7/9 ～

ヨガインストラクター　窪田　有美子
　寝ながらの体勢でヨガのポーズを行っていきま
す。ヨガが初めての方、運動が苦手な方も大丈夫
です。 
◆第１・３・５金曜 10:30 ～ 11:30　　
◆３か月７回 17,388 円　◆ 7/6 ～
　　　　　 6/29

手話通訳士　前田　美枝子
　初めて手話を学ぶ方向け
のクラスです。耳が聞こえ
ないろう者の手話を読み取
るコツを覚えると、コミュ
ニケーションの楽しさが倍
増します。 
◆第２・４火曜 19:00 ～ 20:30　　
◆３か月 5回 12,960 円　◆ 7/10 ～

韓国舞踊家　南　冨用（ナン・プヨン）
　韓国の伝統
的な曲や音楽
に合わせて踊
りましょう。
ストレッチな
ども交えて無
理なくすすめ
ます。
 

◆第１・３月曜 15:00 ～ 16:30　　
◆３か月６回 18,144 円　◆ 7/2 ～

JLA フラワーゼリー認定講師　的場　万里
　南米ペルーが
発祥の華やかで
美味しいフラ
ワーゼリー。ゼ
リーの中に美し
くかわいいお花
を咲かせること
が出来ます。 

◆第 2木曜 10:30 ～ 12:00　　
◆３か月3回 9,396 円　◆ 7/12 ～

PlathomeCoff ee 代表　小田島　由佳
　カフェに出てくるようなラ
テアートを自分で作ってみま
せんか。動物や花などをチョ
コレートソースやキャラメル
ソースで描きます。 
◆第３月曜 10:00 ～ 12:00　　

◆３か月３回 8,424 円　◆ 7/16 ～

指針整体師・三日月ストレッチ教室主宰　上田　恭子
　立ったり、座ったりの日常動作
に重要な体幹をトレーニングしま
す。腹筋、背筋、胸筋を鍛えなが
ら、無駄な脂肪を落とし、ぽっこ
りお腹や慢性の腰痛や肩こりを解
消しましょう。 
◆第２・４木曜 10:45 ～ 11:45　　
◆３か月 6回 14,904 円
◆ 7/12 ～　　　　　　 6/14

快眠コンシェルジュ　ヨシダ　ヨウコ
　眠くなるから寝るというのはもっ
たいない、積極的に睡眠をとること
で、健康や美も手に入れましょう。 
◆第４火曜 10:30 ～ 11:30　　
◆３か月３回 8,748 円　◆ 7/24 ～

日本美術家連盟会員
岡崎　利和
　絵は誰にでも描け
ます。表現力（技術）
の裏づけのある水彩
作品が描けるように
指導します。
◆第１・３・５金曜
　10:15 ～ 12:15　　
◆３か月６回
　15,552 円
◆ 7/6 ～

fl owerdesign angelique 主宰　高野　容子
　パリのエス
プリを感じる
「上品なかわ
いらしさ」を
追求し、珍し
く、美しい花
材をたっぷり
と使ったアレ
ンジメントを
作りましょ
う。
◆第４木曜 10:30 ～ 12:30　　
◆３か月３回 8,100 円
◆ 7/26 ～
　　　　　6/28

fl owerdesign angelique 主宰  高野　容子
　特殊なワイヤー、
パール、ビーズを
使ってキラキラと輝
くオルネフラワー
を、専用シートを立
体造形しておしゃれ
なルーチェフラワー
を作ります。　　
◆第４木曜
　13:00 ～ 15:00
◆３か月３回 9,720 円
◆ 7/26 ～
　　　　　6/28

戸塚刺しゅう協会講師　加藤　勝子
　パステルカラー
の糸でかわいらし
い少女やかれんな
お花を描く、人気
のプチ刺しゅうで
す。　　
◆第２・４水曜
　13:30～15:30
◆３か月６回
　14,904 円
◆ 7/11 ～

アトリエサンアート主宰　　　関口　美知子
アトリエサンアート認定講師   石塚　玲子
　アメリカで大流行
の立体ペーパークラ
フトです。３Ｄアー
トとも呼ばれ深さの
ある額に入れて飾り
ます。　　
◆第２・４金曜
　10:30 ～ 12:30
◆３か月６回　16,200 円
◆ 7/13 ～
　　　　　 6/22

キルト作家　篠原　利江
　基本を学びながら、配色に
気を使い、美しい作品に仕上
げます。　　
◆第１・３木曜
　13:00 ～ 15:00
◆３か月６回
　20,088 円
◆ 7/5 ～
　　　　　 6/21

作家　康　熙奉（カン・ヒボン）
　 最近はテレビで韓流時代劇が次々

に放送されており、主な作品の舞
台となった朝鮮王朝の歴史を解説
します。　　
◆第２水曜 13:30 ～ 15:00

◆３か月３回 8,748 円　◆ 7/11 ～

よみうりカルチャー講師
ヴァンサン・シャードンロー
　フランス語を初めて学ぶ方向けの入門クラスで
す。日本語の上手なフランス人男性講師がやさし
く手ほどきします。　　
◆第２・４木曜 15:30 ～ 17:00
◆３か月６回 16,200 円　◆ 7/12 ～

桐原春子ハーブの会認定講師
日本メディカルハーブ協会認定
ハーバルセラピスト
シェアー真穂
　季節を感じながら、ハー
ブのある生活を楽しみま
しょう。　　
◆第３金曜13:00～14:30
◆３か月３回 9,072 円　◆ 7/6 ～

日本健康麻将協会認定レッスンプロ　石原　秀晃
　マージャンは年齢に関係なく楽しめる健康的なすばらしい知的ゲー
ムです。初めての方でも初歩から丁寧に指導します。　　
◆第１・３・５金曜 13:00 ～ 15:30
◆３か月６回 15,552 円  ◆ 7/6 ～    　　　　  6/1、6/15、6/29

幸せ住空間セラピスト  古堅　純子
　捨てるよりまず分けるが正
解！片づけ体質になる暮らし方
を伝授。　　
◆第３火曜 10:30 ～ 12:00
◆３か月３回 9,720 円
◆ 7/17 ～

ギタリスト　石尾　敏之
　70～80 年代のフォークソングを中心に
歌い、演奏します。ギターの持ち込みも大
歓迎です。歌い方や演奏の仕方を学ぶこと
で、知っている歌がより一層興味深くなり
ます。　　
◆第１・３日曜 10:30 ～ 12:00
◆３か月６回 16,200 円　◆ 7/1 ～

武蔵野音大卒・声楽家　市川　洋子
　懐かしい童謡や唱歌がで
きるまでの秘話や作家のこ
となどを聞きながら一緒に
歌いましょう。　　
◆第１・３・５火曜
　10:30 ～ 12:00
◆３か月６回 16,200 円
◆ 7/3 ～

MITTSU DO MADENI デザイナー
藤本　真紀子
　古典模様「モドコ」を大
切にしながら、色や素材は
バリエーションを加え、自
分だけの「こぎん刺し」を
つくります。　　
◆第２金曜 18:45 ～ 20:45
◆３か月３回 8,100 円
◆ 7/13 ～

佐々木流家元・「小若」主宰
佐々木　壯明
　「津軽じょんがら節」の
演奏完成をめざして、各自
の進行状況に応じて楽しく
進めます。　　
◆月曜 17:00 ～ 18:00
◆３か月 12回 38,880 円
◆ 7/2 ～
　　　　　 6/18、6/25

マザーズホームケア代表
稲垣　俊彦
　家族の髪をおしゃれ
にカットしたい方のた
めに、失敗しないヘア
カット法を専用のマネ
キンを使ってプロが基礎から伝授します。　　
◆第２水曜 19:00 ～ 20:30
◆３か月３回 8,748 円　◆ 7/11 ～
　　　　　 6/13

刺繍デザイナー　中山　奈穂美
　伝統的なアラベスク
模様の刺しゅう。表と
裏の両面が同じ柄にな
るのが特徴です。アク
セサリーやインテリア
グッズを作ります。　　
◆第 1月曜
　18:30 ～ 20:30
◆３か月３回 8,100 円　◆ 7/2 ～
　　　　　 6/18

日傘作家　和多田　裕子
　自分好みの生地や思い
出の着物生地を日傘に仕
立ててみませんか？世界
にたった一つの自分だけ
の日傘が作れます。　　
◆第４火曜
　10:30 ～ 12:30・13:00 ～ 15:30
◆３か月３回 8,100 円　◆ 7/24 ～

日本花資格協会アーティフィシャル認定講師
柳谷　陽代
　生花にない美しさを表現
しているアーティフィシャ
ルフラワー。バリエーショ
ンも豊富でディスプレイや
ウエディングブーケとして
も人気です。　　
◆第１水曜 19:00 ～ 21:00
◆３か月３回 8,100 円　◆ 7/4 ～
　　　　　 6/20

手芸作家　吉川　雅子
　羊毛フェルトを専用
ニードル（針）で刺して元
気な表情のお人形と真っ
赤なトマトを作ります。　　
◆第３土曜
　13:00 ～ 15:00
◆３か月２回 6,048 円
◆ 7/21 ～

クラフトバンドエコロジー協会認定講師
酒井　千賀子
　国産の再生
紙からできた
素材で編みま
す。カラーも
豊富で好みの
形や大きさに
作ることがで
き、軽くてとても丈夫です。
◆第３水曜 10:30 ～ 12:30　　
◆３か月２回 5,400 円　◆ 7/18 ～

NPR 公認ディンプルアートインストラクター
石川　恵美子
　自動車の廃材から
作られたエコな絵の
具でステンドグラス
調の絵を描きます。
◆第１火曜
   10:30 ～ 12:30
◆３か月３回
　8,100 円
◆ 7/3 ～
　　　　　 6/19

オペラ歌手・インターナショナル
ヴォイスコーチ　本多　厚美
　欧米で30年以上活躍してきたアーティ
ストとともに英語で楽しく歌いながら、グローバルな
表現力を養います。みなとみらい小ホールで 11月28
日（水）に開かれる演奏会の舞台に立つことを目標にレッ
スンします。（対象：小・中学生）
◆第３水曜 17:00 ～ 18:00
◆６か月５回 13,500 円　◆ 7/18 ～

放送作家　相川　真紀
　テレビで活躍する放送作家が教える作文教
室。ユニークな発想や表現力が身につきます。
◆第２日曜 10:30 ～ 12:00
◆３か月３回 7,452 円　◆ 7/8 ～

チアラテ代表　井之上　由美ほか
　ポンポンを持って、リズムに合わせて体を動かすチア
ダンス。子どもたちの心身の育成をお手伝いします。
（A：幼児 B：小学生）
◆火曜 16:00 ～ 17:00（A）17:00 ～ 18:00（B）
◆３か月12回 28,512 円  ◆ 7/3 ～
  　　　　  6/5、6/12、6/19、6/26

日本ソルトコーディネーター協会代表理事
青山　志穂
　今や日本だけでも4000種類を超える塩が流通し、
その質も味わいも選べる時代になりました。お持ち

帰りできるオリジナ
ルの塩調味料を作り
ながら適塩生活を目
指してみませんか。
◆第３月曜
　10:30 ～ 12:00　　
◆３か月３回
　8,748 円
◆ 7/16 ～

「床バレエ」協会代表理事　竹田　純
　テレビや雑誌等のメディアでも「美尻王子」として有名な「床バレ
エ」創案者で「床バレエ」協会代表理事の竹田純さんが特別に行うワー
クショップです。
◆ 6/17（日）12:30 ～ 13:30　　
◆受講料：3,240 円（会員）、3,564 円（一般）
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ハーブクラフト&
ハーブティー

懐メロ・フォーク
ソングを歌おう

みんなで歌おう
童謡・唱歌・
日本の歌

レディース麻雀

古堅式！
スッキリ暮らす
片付けのルール

髙木裕子のこぎん刺し

書道
陶芸教室

こぎん刺し木曜会　髙木　裕子（代表）/高来　敦子
　こぎん刺しは、藍地に綿糸で独特の幾何学模様を刺し上げてゆく津軽地方に
伝わる伝統の技です。北国の女性の知恵を体験してみませんか。　　
◆第１・３火曜 10:00 ～ 12:00
◆３か月６回 17,496 円　◆ 7/3 ～　　　　　　 6/5、6/19

読売書法会理事
謙慎書道会常任理事
川口　流坡
　初めて筆を持つ方や基礎
から毛筆を勉強したい方な
ど、個人のペースに合わせ
てやさしく指導します。　　

◆火曜 14:00 ～ 15:30
◆３か月 11回 28,512 円　◆ 7/3 ～
　　　　　 6/5、6/12、6/19、6/26

かんだ手づくり工房
神田　寛
　碗、皿、鉢、鍋など日常の
器やオブジェを、自分の思い
で作陶してみませんか。　　
◆第２・４木曜 10:30 ～ 12:30
◆３か月６回 19,440 円　◆ 7/12 ～
　　　　　 6/14、6/28
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夏休み特集

Junior

キラキラエレガントクラフト協会　荒木　陽江
　手にするだけでワクワ
クするような素敵なオリ
ジナルバッグや、チャー
ムをジュエルのように光
る糸で作ります。
◆第２金曜
　18:30 ～ 20:30
◆３か月 3回 9,720 円　◆ 7/13 ～
　　　　　 6/29

お勤め帰りの
キラキラジュエル
ワイヤーバッグ
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