
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。入会金を別途納入してください。◆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。◆表示の受講料等は消費税込みの金額です。

◉お友達紹介（8月20日～10月31日まで）
　商品券2,000 円進呈　紹介者は入会金半額で。

◉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
◉読売新聞購読の方、購読予定の方に入会金の特典が
　あります。（入会金無料の65歳以上の方には受講料割引券
　1,000 円分を進呈）

公式キャラクター

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10月期新設講座
2018年10月期募集 よみうりカルチャー川崎 検索検索

講 座 案 内

New

受付開始～9月末
（景品がなくなり次第、終了となります）

秋のお楽しみ抽選会
10月期定期講座の受講手続きをされた方

全　員（継続・新規）
◆ 3,000 円商品券
　　（410本・直営センター合計）

New New

New

New New

New

New

New

New

New

New
New

New

日本グルーデコ協会認定講師　渋谷  秀子
　特殊な接着粘土を使いキラキラ輝くスワロフ
スキーを埋め込んでハンドメイドとは思えない
上質なアクセサリー作りをしてみませんか。
◆第２金曜 10:30 ～ 12:30
◆６か月 6回 19,440 円
◆10/12 ～

豆本ドールハウス®作家
北野  有里子
　手のひらサイズの小さな本
を開くと、ドールハウスが現
れます。パーツはすべてカッ
ト済みで、折り線も入ってい
ますので、すぐに組み立てら
れます。
◆第４月曜 13:00 ～ 15:00
◆６か月 6回 16,848 円
◆10/22 ～

b-i STYLE 公認 b-i スタイリスト
リエコ
　気持ち良く体を伸ばしながら体型改善
を叶えます。ストレッチしたその日から
変化を感じることが出来る画期的なスト
レッチ法です。
◆第２・４火曜 10:00 ～ 11:00
◆３か月 6回 14,904 円
◆10/9 ～
   　　　　9/25

三田徳明雅楽研究会理事・雅楽瑞鳳会講師
鈴木  祥江
　龍笛は古来、天空を自由に駆け巡る
龍の声を表すと言われています。
◆第２・４火曜 19:00 ～ 20:30
◆３か月 5回 16,200 円
◆10/9 ～

三田徳明雅楽研究所主宰・雅楽瑞鳳会主席
三田  徳明
　今も寺社で奏される雅楽は元来、平安
貴族の「あそび」でした。わかり易い解
説と映像で雅楽の魅力を楽しむ90分。
雅楽が身近になり、古代の日本やアジア
にも想いを馳せるひと時です。
◆ 9/30（日）13:00 ～ 14:30
◆受講料：会員・一般ともに 2,160 円

松本清張研究家　北川  清
　書かれて半世紀以上が経つ今も、
なお読み継がれる松本清張の小説。
その魅力の原点を探り、それぞれの
作品について、より面白く深い読み
方と単に読者という傍観者の立場で
はなく、自らが作品世界に入り込む
方策「現場に立つ」愉しさを伝えます。
◆第３火曜 10:30 ～ 12:00
◆６か月 6回 16,848 円　◆10/16 ～

三田徳明雅楽研究会主宰・雅楽瑞鳳会主席
三田  徳明
　雅楽は古代シルクロード＝アジアの音楽や
舞踏の集大成と言える総合芸術です。篳篥が
雅楽の主旋律を奏でます。
◆第２・４火曜 19:00 ～ 20:30
◆３か月 5回 16,200 円
◆10/9 ～

立正大学（特任）講師　佐々木  一憲
　心をこめて経典の文字を筆写する写経をしてみませんか。
写経することの意義や経典の内容についても学びます。
◆第 3土曜 10:30 ～ 12:00
◆ 6か月 6回 15,552 円　◆10/20 ～
 　　　　  9/15

宗興寺住職　中野  重哉
　坐禅は、仏の智慧を感得し、自
己の生き方をあきらかにするため
のもの。坐禅と合わせて、道元が
著した『正法眼蔵』も講読をして
いきます。
◆第 2・4土曜 16:00 ～ 17:20
◆ 6か月 12回 25,920 円
◆10/13 ～

からくさ会彫刻科講師　高瀬  恒夫
　仏像彫刻のイロハから伝統技法までを指
導します。精魂込めて彫り上げた仏像は、
優しく美しいものです。
◆月曜 10:00 ～ 12:00（毎週クラス）
◆3か月 13回 39,312 円（毎週クラス）
◆第1・3月曜13:00～15:00（隔週クラス）
◆3か月 6回 20,088 円（隔週クラス）
◆10/1 ～
　 　　　  ９/3、10、17、24

画家　新井  光葦
　仏様の姿をうつしてみませんか。
初めての方には写仏からはじめます。
楽しくゆっくり進めます。
◆第 1・3火曜 13:15 ～ 15:15
◆ 3か月 6回 16,848 円
◆10/2 ～
 　　　　  ９/4、18

截金師　黒木  奈津子
　昔と同じ材料と道具によって、金
箔を線の形に切り出し、筆で描いた
かのように様々な文様で仏像を飾り
ます。
◆第 1・3・5火曜 19:00 ～ 21:30
◆ 3か月 6回 20,088 円
◆10/2 ～
　　　　　９/4、18

atelier AQUAIR 認定講師
かせだ  のりこ
　色鉛筆の手軽さと、水彩画の魅力
をもった水彩色鉛筆で自由に絵を楽
しみましょう。
◆第２・４水曜 10:30 ～ 12:30
◆10/10 ～
◆第２・４土曜 17:00 ～ 19:00
◆10/13 ～
◆各３か月 6回 19,440 円

ガラスモザイク作家　石原  新三
　モザイク状になった
イタリアの美しいガラ
スを使って、絵を描き
ます。置かれている場
所によって表情を変え
る存在感のある作品に
仕上がります。
◆第４火曜
　13:00 ～ 16:00
◆６か月 6回
　19,440 円
◆10/23 ～

画家　田中  敏晴
　日頃見慣れたものでも、絵を描
くことで今までとは違ったものに
見えてきます。絵筆を持ちモチー
フを見つめていると、新たな世界
が広がります。
◆第２・４日曜 13:30 ～ 15:30
◆３か月 6回 15,552 円
◆10/14 ～
   　　　　9/23

バーテンダー　山田  高史
　洋酒の基礎知識を学び、それぞれの
国の文化や造り手の想いを感じて頂き
ます。その洋酒を使った家庭でも作れ
るカクテルを学びます。
◆第 1土曜 15:00 ～ 16:30
◆ 6か月 6回 18,144円  ◆10/13～

fl owerdesign angelique主宰　高野  容子
　特殊なワイヤーや、パール、ビーズを
使ってキラキラと輝くオルネフラワー
と、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
◆10/25 ～
　　　　　9/27

刺しゅう作家　大隅  尚子
　ヨーロッパに古くから伝わるシュ
ヴァルム刺しゅう。白布に白糸で刺
し、清楚で上品な作品を作ります。
◆第 3火曜 13:00 ～ 15:00
◆ 6か月 6回 14,904 円
◆10/16 ～
 　　　　  9/18

刺しゅうデザイナー　中山  奈穂美
　裏と表の両面が同柄の幾何学模様の刺しゅう。豪華とは一味違う贅沢
さを感じるモロッコ。旅のエピ
ソードも交え、伝統の技法をな
まびませんか。
◆第 1月曜 18:30 ～ 20:30
　第 3月曜 13:30 ～ 15:30
◆6か月6回16,200 円（第１）
　6か月5回13,500 円（第 3）
◆10/1 ～   （第１）
　10/15 ～（第 3）
 　　　　  9/17

Y.Y 工房講師　倉橋  茂子
　方眼を印刷したダンボールに、織りた
い形を描き、指定の方向にたて糸を張り、
シャトルを使って独自の織り方で仕上げ
ます。
◆第１金曜 13:00 ～ 16:00
◆６か月 5回 20,250 円
◆10/5 ～

体験日

体験日

体験日

体験日

体験日
体験日

京都観光おもてなし大使　西川  影戀
　京都の文化の奥深さを 3回で学び、「京
都通」になっていただく講座です。案内

役は京都おもてなし大使
で、日本舞踊西川流師範、
茶道表千家講師などとし
て幅広く活動する西川影
戀さん。3回の座学後は、
講師の案内で京都を巡り、
旬の京料理などを楽しむ

“大人の遠足”にもでかけましょう。
◆第 3木曜 13:00 ～ 15:00
◆ 3か月 3回 9,720 円　◆ 10/18 ～（講座は恵比寿センターにて）

くるっと開くと
ドールハウスになる豆本

美しく体型改善するストレッチ法
美ラインストレッチ

雅楽入門・
龍笛を奏でる

雅楽入門・
篳篥（ひちりき）を奏でる

はじめての写経

土曜坐禅

仏像彫刻

仏画教室

截金（きりかね）を施す

解説と映像で知る雅楽の魅力

初心者大歓迎！
水彩色鉛筆の基礎からスケッチまで
はじめての水彩色鉛筆

世界の洋酒と
カクテル入門

体験日

グラスリッツェン はじめてのグルーデコ

体験日

公開
講座

松本清張を旅する

グラスリッツェンステュディオ主宰　宮崎  純子
　グラスリッツェンはドイツ語でガラスを
ひっかくという意味で、ガラス器に下絵を写
してダイヤモンド粒子付きのペンで手描きし
ていきます。
◆第３金曜 10:30 ～ 12:30
◆３か月 3回 9,720 円
◆10/19 ～

鎌倉彫後藤会師範　近藤  志円
　刀の研ぎ方、基礎刀法や古典手法を学び、
盆、手鏡などを製作していきます。また、現
代工芸としての鎌倉彫も目指し、個性的で自
由な創作も指導します。
◆第１・３水曜 12:30 ～ 15:00
◆初等科３か月 6回 15,552 円
　高等科３か月 6回 16,848 円
◆10/3 ～
　　　　   9/19

New
刺子学園講師　大森  芳子
　すべて自家製の本藍染・
草木染の布と糸を使い、直
線裁ちの手縫いで仕上げる
本格派の教室です。
◆第２木曜 10:30 ～ 12:30
◆６か月 6回 16,200 円
◆10/11 ～
　　　　　9/13

New

画家・銅版画家　三浦  康太郎
　銅版画は、古典的なモノ
クロームから色鮮やかなカ
ラーまで、表現方法が様々
です。繊細な線で表現する
銅版画の奥深さに触れて下
さい。
◆第１・３日曜
　10:00 ～ 12:00
◆３か月 6回 19,440 円
◆10/7 ～
　　　　　9/30

銅版画

体験日

簡単！男の料理

鎌倉彫

ボタニカルジュエリーデザイナー
鷲尾  直美
　きれいな生花を乾燥させ、
色や形がきれいに残っている
花びらを選んで透明な樹脂で
繰り返しコーティングします。
◆第 2火曜 13:00 ～ 15:00
◆6か月 6回 17,496 円
◆10/9 ～
 　　　　  9/11

はんなり京都塾

オルネフラワー＆
ルーチェフラワー

シュヴァルムの白糸刺しゅう
モロッコフェズ刺しゅう

ボード織

ベリーダンサー／ヨガインストラクター　メグマイヤ
　ベリーダンス独特の動きとヨガを融合させた新しい美容・健康法です。
主に腰回り、肩回りの筋肉を柔軟にして体のひずみを修正し、健康的に
楽しくシェイプアップを目指します。

◆第２・４木曜 11:00 ～ 12:15
◆３か月 6回 18,144 円　◆10/11 ～
　　　　　 9/27

表示の受講料等は消費税込みの金額です。
よみカル体験日 9月1日 　～30日 日土

期　間 受講料 1,080円
通常の半額程度

（詳細は中面をご覧ください）

60歳からのクレオパトラの美容体操

講師 Profi le
メグマイヤ（Meg Mayya）

　スペイン、メキシコ、エジプトで
の居住経験あり。学生時代に木村か
すみの元でベリーダンスに出会い、
10年以上バービーマコに師事。そ
の後独立し「ゴールドマイヤ」を設
立。アメリカのベリーダンスカンパ
ニー「ベリーダンスエボリューショ
ン（BDE）」のオーディションに合格
し、日本公演ツアーおよびアメリカ・
マイアミ公演に参加。エジプトのフェ
スティバル「アハランワサハラン」
で 3位入賞。「和 Xベリーダンス」の
コンペZipang The ONEで優勝。

体験日

体験日

New

体験日

ボタニカルジュエリー

水彩画の世界
アンティークガラス
モザイク絵画

体験日

仏教に触れる

手縫い仕立ての刺子

New

フードライター　山田  うに
　料理初心者でも安心。旬の
素材を用いて、酒の肴や晩の
おかずにもなる料理を毎回２
品作ります。（女性も参加で
きます）
◆第２火曜 14:00 ～ 16:00
◆６か月 6回 16,848 円
◆10/9 ～

体験日


