
◉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

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4月期
新設講座2019年4月期募集 検索検索よみうりカルチャー川崎

◉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

◉お友だち紹介特典
商品券 2,000 円進呈　紹介者は入会金半額で。2月20日～ 4月30日まで

●受付開始～3月末（景品がなくなり次第終了となります）
●4月期定期講座の受講手続き（継続・新規）をされた方
　全員が抽選できます。
●1,200本は直営センターの合計です。

春のお楽しみ抽選会
1,000 円商品券が、

よみカル体験日
受講料

通常の
半額程度1,080円3月1日    ～ 31日

（詳細は裏面をご覧ください）要予約

期間

読売書法会理事・審査員　謙慎書道会常任理事・審査員　尾﨑　静鳳

彫金天然木の食器をつくろう

観世流謡曲・仕舞 入門

かんな屑アート
木り絵

磁器レースドール

楽しく作ろう
オリジナル手製本

ステンドグラス

はじめての細密ペン画
絵手紙

ナチュラル
アーティフィシャルフラワー

はじめてさんのための
手ごねパン講座

雅楽入門・篳篥
（ひちりき）を奏でる

漢字条幅 漢字条幅と書の歴史

シナリオの書き方

大人の哲学入門

腰掛タップダンス®

ジャズダンス（入門）

カンボジア舞踊

Let'sミュージカルダンス

歌若・歌助の実践落語教室

韓流時代劇の理解が深まる
朝鮮半島二千年の歴史解説

夜の集中韓国語★

やさしいスペイン語★

雅楽入門・龍笛を奏でる

はじめての
アイシングクッキー

オカリナのような不思議な楽器
だれでも簡単「レクリナ」入門

手回しオルゴールの曲作り 素敵な
チャイルドニット

手縫い仕立ての刺子絽刺し

おしゃれなつけ襟

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

キッズ
ミュージカルダンス

プログラミング講座
ベーシッククラス2年コース体育マスター教室

羊毛フェルトで
愛犬（愛猫）を作ろう！

囲碁教室入門

ストレッチーズ

フラフィット

護身術
イミ・クラヴマガ

すぐに役立つ護身術

60歳からの
クレオパトラの美容体操

メンズヨガ

リンパセラピスト短期取得対策講座（６か月コース）

はじめての
インテリア盆栽

カサハラ式
足と健康との関係

みんなが輝く！
合唱講座

癒しの楽器ライアー

おしゃれ帽子

彫金作家　田中　健介
　ジュエリー作家の講師が、彫金の基
礎をはじめ、上達につながる作品を提
案しながら指導に当たります。　　
◆第３木曜 13:00 ～ 15:30
◆３か月３回 9,720 円　◆ 4/18 ～
　　　　　 3/28

木工作家　志村　誠
　木の食器は温かみがあります。桜やウォールナット
などの広葉樹の木片から形成し、その後クルミオイル
や、ビーズワックスを塗って仕上げます。3回講座です。　　
◆第４土曜 13:00 ～ 15:00
◆３か月３回 8,424 円　◆ 4/27 ～

かんな屑アーティスト　小河原　いづみ
　厚さ 0.2 ミリに満たない薄い「かんな屑」
は光を通し、美しい木目を浮かび上がらせ
ます。木の香りに包まれながら、木目の複
雑な模様を楽しむ新しいアートです。　　
◆第１金曜 10:30 ～ 12:30
◆ 6か月 6回 16,848 円　◆ 4/5 ～
　　　　　 3/29

Atelier Mariya
勝間田　摩里耶
　本物のレースや布
に土を染み込ませて
高温で焼くと、レー
スは焼けて無くなり、
繊細な風合いを残し
た磁器のドレスが出
来上がります。　　
◆第２・４木曜
　10:00 ～ 12:00
◆３か月６回
　18,144 円
◆ 4/11 ～

本づくり協会認定ワークショップ講師　神谷　礼
　専用の道具や身近
な道具を使い、手製
で一冊一冊本を作成
します。生活の中の
楽しみとして自分だ
けのオリジナル手製
本を作りませんか。　　
◆第１月曜
　10:30 ～ 12:30
◆６か月６回 18,792 円　◆ 4/1 ～

Contemporary Stained Glass Art 代表理事
ガラス工房ジーラソーレ主宰　大浦　容紫子
　クラシカルなランプ
シェードから実用的なイン
テリア小物まで自由に制作
することができます。　　
◆第１・３金曜
　14:00 ～ 16:00
◆３か月４回 12,960 円　
◆ 4/19 ～
　　　　　 3/29

細密ペン画　画家　神谷　礼
　線描・点描での表現を使
い、猫や犬をはじめ、身近
なモチーフで描いていき
ます。個性あふれる世界を
見つけていきましょう。　　
◆第２・４金曜 10:30 ～ 12:30
◆３か月６回 18,144 円　◆ 4/12 ～

日本絵手紙協会公認講師　宮野　登茂恵
　パソコン全盛いま、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６回 15,552 円
◆ 4/9 ～
　　　　　 3/26

日本花資格協会アーティフィシャル認定講師
柳谷　陽代
　バリエーションが豊
富でディスプレイやイ
ンテリアとしても人気
です。　　
◆第２金曜
　13:00 ～ 15:00
◆３か月３回 8,100 円　◆4/12 ～
　　　　　 3/8体験日

パン教室主宰　三谷　良子
　初めてパンを作る
人向けの、基礎から
のレッスンです。材料
の選び方、こね方、基
本の成型方法が学べま
す。講師が作ったパン
を試食していただき、

ご自分でこねた生地はお持ち帰りできます。　　
◆第４火曜 10:00 ～ 12:00
◆６か月６回 16,200 円　◆ 4/23 ～

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
言える東洋の総合芸
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６回 19,440 円　◆ 4/9 ～

　漢字だけの条幅作品に取り組みた
い人のクラスです。漢字の歴史や、
変遷に触れながら、詩の読み方や意
味を理解して、楷・行・草・隷書の
条幅作品を仕上げる講座です。　　
◆第１水曜 10:30 ～ 12:30
◆6か月６回 18,144 円
◆4/3 ～

　漢字の歴史、書の起源と変遷に
触れながら、条幅書作品を書く講
座です。中国古代の甲骨文字から、
金文、石文、それに続く隷書、草書、
行書、楷書など、各時代ごとの文
字を学びます。　　
◆第２木曜 10:30 ～ 12:30
◆6か月６回 16,848 円
◆4/11 ～

脚本家　安倍　照雄
　簡単なルールさえ覚えれば、すぐ
にシナリオを書くことが出来ます。　　
◆第１金曜 19:00 ～ 20:30
◆３か月 3回 9,072 円　◆ 4/5 ～
　　　　　 3/1、15、29

学習院大学文学部非常勤講師　小川　文子
　「人は何のために生きるのか」「他
人の気持ちを知ることはできるの
か」などのテーマを哲学的に考える
90 分。知的なエッセンスをあなた
の日常に取り入れてみませんか。　　
◆第１・３・5日曜 13:30 ～ 15:00
◆３か月６回 17,496 円  ◆ 4/7 ～

腰掛タップダンス®公式インストラクター
森村　安奈
　椅子に腰掛けたままのタップダンスなので、転
倒の心配もなくシニア世代にピッタリ！足首、太
腿を中心に無理なく下半身全体の筋肉を鍛えるこ
とが可能です。　　
◆第２・４月曜 11:30 ～ 12:30
◆３か月６回 16,200 円　◆ 4/8 ～
　　　　　 3/25

ダンスインストラクター
窪田　友美子
ジャズダンスの基本から学

び、音楽に合わせ楽しく踊り
ましょう。柔軟性を高め、体
幹も鍛えられます。　　
◆第１・３水曜 15:30 ～ 16:30
◆３か月 6回 14,904 円
◆ 4/3 ～

カンボジア古典舞踊家　山中　ひとみ
アンコールワットに伝わる神秘的でゆっくりし

た踊りと、ヨーガと体操を加えた全身運動のクラ
ス。あらゆる年代の方に気
軽に楽しんでいただきなが
ら、認知症予防や転倒防止
を含め、脳と体を健やかに
美しくします。　　
◆第２・４金曜
　15:00 ～ 16:10
◆３か月６回 14,904 円
◆ 4/12 ～
　　　　　 3/22

元劇団四季団員・
RIEBODYSTYLE 代表　RIE
　ジャズダンスの基礎をベース
に、ミュージカルダンス、テー
マパークダンス、ショーダンス
など魅せるダンスを学びます。
初めての方も大歓迎です。　　
◆第１・３木曜 10:00 ～ 11:30
◆３か月 6回 16,200 円
◆ 4/4 ～
　　　　　 3/21

真打　桂　歌助（監修）/真打　桂　歌若
　心地よいテンポ、そして奥深い味わいを持つ落語の世界。
初心者から上級者まで短い噺から長い演目までお教えする実
践講座です。　　
◆第２・４月曜 14:30 ～ 16:00
◆３か月６回 16,848 円　◆ 4/8 ～
　　　　　 3/25

作家　康 熙奉（カン・ヒボン）
　韓流時代劇の主人公たちを登場さ
せながら、古代から朝鮮王朝までの歴
史をわかりやすく解説していきます。　　
◆第２水曜 13:30 ～ 15:00
◆３か月３回 8,748 円   ◆ 4/10 ～

よみうりカルチャー講師  魚　拿慇 
　音楽やドラマ、料理等、とても身近になってきた
お隣の国・韓国。是非この機会に韓国語を始めてみ
ませんか。文字の書き方、発音から始める入門クラ
スです。（1年間の集中講座です）　　
◆月曜 18:30 ～ 19:30
◆３か月 13回 35,100 円   ◆ 4/1 ～

よみうりカルチャー講師  グスタボ・アトチェ 
　初めてスペイン語を学ぶ方、または以前ちょっと
勉強したけれど、もう一度勉強してみたいという方
におすすめの入門クラスです。　　
◆第２・４土曜 10:30 ～ 12:00
◆３か月５回 12,960 円   ◆ 4/27 ～

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６回 19,440 円　◆ 4/9 ～

重要無形文化財総合指定保持者・観世流能楽師　長山　桂三
　「能の見方が分からない」「鑑賞しても難しい
と」と思われている方は、習う事が能を楽しむ
一番の近道かも知れません。『謡曲』教室では能
楽の台本を謡うお稽古を、『仕舞』教室では能の
見どころを謡と舞とで学んでいきましょう。　　
◆第２・４水曜 10:00 ～ 10:50（謡曲）
◆３か月５回 13,500 円（謡曲）
◆第２・４水曜 11:00 ～ 11:50（仕舞）
◆３か月５回 16,200 円（仕舞）
◆ 4/10 ～

東日本アイシングクッキー協会代表　田中　弥生
　アイシングクッキーを主体として、カップケー
キやシュガーケーキ等、盛り沢山のレッスンで
す。世界に一つだけの愛らしく美しいスイーツ
達をご一緒に作りましょう。　　
◆第４日曜 13:30 ～ 15:30
◆６か月 5回 13,500 円　◆ 4/28 ～
　　　　　 3/31体験日

日本音楽レ・クリエーション指導協会講師　原　由香
　不思議な形の楽器「レクリナ」は、楽譜が読めなくても、大
きな数字と簡単な運指表ですぐに曲が吹けるようになります。　　
◆第２・４木曜 13:00 ～ 14:30
◆３か月 6回 16,200 円　◆ 4/11 ～
　　　　　 3/21

日本編物文化協会・手編み師範　
播田　順子
　棒針やかぎ針を
使った手編みのワ
ンピースやボレロ、
お揃いの糸を使っ
たポシェットなど
の小物を作ります。　　
◆第２・４月曜
　13:00 ～ 15:00
◆３か月６回
　15,552 円
◆ 4/8 ～

刺子学園講師
大森　芳子
　草木染の布と糸
を使い、直線縫い
で仕上げる本格派
の教室です。　　
◆第２・4木曜
　10:30 ～ 12:30
◆３か月６回 16,200 円（②④クラス）
◆第２木曜 10:30 ～ 12:30
◆６か月６回 16,200 円（②クラス）
◆ 4/11 ～
　　　　　 3/14

「花と絽刺し」主宰・日本手工芸指導協会理事
黒川　朋子
　平安時代から続
く日本伝統の刺
しゅうです。絽布
に絹糸を垂直に刺
して仕上げた文様
を、額絵にしたり、
バッグやアクセサ

リーにして楽しみます。　　
◆第３月曜 10:30 ～ 12:30
◆６か月６回 20,088 円　◆ 4/15 ～
　　　　　 3/18

手芸作家　くわはら けいこ
　フェルトに
ビーズを縫い付
けておしゃれな
つけ襟を手づく
りしてみましょ
う。普段のお洋
服をお出掛け服
に変身させることが出来ます。　　
◆第１・３金曜 10:30 ～ 12:30
◆３か月 5回 12,420 円 ◆ 4/5 ～

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　◆ 4/10 ～
　　　　　 3/13

元劇団四季団員・RIEBODYSTYLE 代表　RIE
　ミュージカルの要素いっぱ
いの歌・ダンス・お芝居の基
本を楽しむクラスです。特に、
ダンスを踊ることをメインに
表現力を身につけます。　　
◆第２・４日曜
　13:40 ～ 14:40

◆３か月６回 12,960 円　◆ 4/14 ～
　　　　　 3/24

（株）イノビオット講師　千葉 教生
　考える力・伝える力を養
い、成功体験を積み重ねて
いくレッスンを行います。
低学年から多くの先端的
な体験をすることで感性
が磨かれ、成功体験を積み
重ねることで自信も持てるようになります。　　
◆第２・４土曜 10:30 ～ 12:00
◆６か月 6回 28,836 円　◆ 4/13 ～
　　　　　 3/23

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 1金曜 13:30 ～ 16:30
◆３か月２回 6,912 円　◆ 4/5 ～

中山みどり認定講師
安藤 すみよ（火）
永峰 理恵子（日）
　世界でたったひとつ
のかわいい「うちのこ」
を、楽しく作ってみま
しょう。　　
◆第３火曜 10:30 ～ 13:30　◆ 4/16 ～
◆第１日曜 10:30 ～ 13:30 ◆ 4/7 ～
◆各６か月５回 20,520 円　

日本棋院アマ７段・日本棋院普及指導員 宮島　和夫
　囲碁のルールは簡単で、
すぐにでも対局できるよう
になります。基本のテク
ニックを繰り返し練習する
とともに、実際の対局での
使い方を解説します。　　
◆第１・３・５水曜 18:30 ～ 20:30
◆３か月 6回 15,552 円 ◆ 4/3 ～

健康運動指導士・フィットネスインストラクター
北井　美紀
　肌触りの良い布に包
まれながら行うエクサ
サイズです。包まれる
だけで、からだの緊張
をほぐし、美しい姿勢
をつくることができま
す。新感覚のエクササ

イズを、一緒に楽しみましょう。　　
◆第１・３火曜 11:00 ～ 12:00
◆３か月６回 14,904 円 ◆ 4/2 ～
　　　　　 3/19

元プロボクサー
佐藤　駿介
世界中に色々な種類の

ある護身術。イミ・クラ
ヴマガはイスラエルの武
道で誰でもできるシンプ
ルな護身術です。　　

◆木曜 19:30 ～ 20:30
◆３か月 13回 32,292 円　◆ 4/4 ～
　　　　　 3/28

リンパセラピーアドバイザー　桑田 安子
全身に張り巡らされているリンパにやさしくセラピーし、自然治癒力を高めます。初心者の方からプ

ロとして活躍できるよう指導します。最終日に取得試験があります（別途受験料・認定料が必要です）。
◆第１・３水曜 12:45 ～ 14:15
◆６か月 12回 34,992 円　◆ 4/3 ～

護身術３段・日子流初段
豊島 壽和
　現役の警備員が身を守る方
法を伝授。女性でも分かりやす
く護身術が身に付けられます。　　
◆第１・３日曜 12:00 ～ 13:30
◆３か月５回 12,420 円　
◆ 4/7 ～
　　　　　 3/17

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　◆ 4/11 ～
　　　　　 3/28

ヨガインストラクター
岩崎　かおり
ヨガは体幹を鍛

えるだけでなく、
ストレス解消にも
つながりリラック
ス効果が期待できます。男性限定のクラスです。　　
◆第３土曜 16:30 ～ 17:45
◆３か月３回 7,452 円　◆ 4/20 ～
　　　　　 3/30

園芸研究家・野口美知子インテリアフラワーズ
佐々木　久満
　盆栽の基礎からゆっ
くり学べる内容で、現
代のインテリアにあう
モダン盆栽を創り、飾
り、育て、日本の四季
を楽しみましょう。　　

◆第４金曜 11:00 ～ 12:30
◆６か月６回 18,792 円 ◆ 4/26 ～

カサハラ式専属講師　三浦　雄
外反内反・浮き指・アーチ不

足を整えて、足裏から全身を重
力とのバランスをとって健康寿
命を延ばしましょう。　　
◆第４火曜 13:30 ～ 15:00
◆３か月３回 8,100 円　◆ 4/23 ～

二期会・オペラ準会員・ミュージカル女優
織田　彩耶子
　一人ひとりの声の長所を生
かし、基礎的な発声から音楽表
現まで、そのレベルに合わせて
指導をしていきます。クラシッ
クからミュージカル、ポップス
や童謡、唱歌まで、さまざまな
曲に挑戦していきます。　　
◆第 1・3火曜 10:30 ～ 12:00
◆３か月 6回 15,552 円　◆ 4/2 ～

ライアー奏者　光枝　康子
　ライアーは膝の上に乗せ
て弾く小さな竪琴。「千と千
尋の神隠し」のエンディン
グテーマの弾き語りにも使
われました。楽器の貸出し
もあります。　　
◆第１・３・５金曜
　10:30 ～ 12:00

◆第１・３・５金曜 12:30 ～ 14:00
◆各３か月６回 23,328 円　◆ 4/5 ～
　　　　　 3/29

帽子の学校スダシャポー学院手縫い帽子講師正会員
内山　邦子
　オリジナルのすてき
な布の帽子を作ってみ
ませんか。手縫いなら
ではの味わいのある帽
子が出来上がります。　　
◆第２・４金曜 13:00 ～ 15:00
◆３か月６回 15,552 円　◆ 4/12 ～
　　　　　 3/8、22

オルゴール演奏家・編曲家　宮本　由利子

　紙製のカードにパンチして穴をあけて曲カード
を作り、「オルガニート」という手回しオルゴー
ルに差し込んで、演奏して楽しみましょう。
◆第１金曜 13:00 ～ 14:30
◆３か月３回 8,100 円　◆ 4/5 ～

体験日

体験日

体験日

体験日

体験日

フラ・セレDFC   フラフィットインストラクター
皿井　優貴美
健康を保つ運動を、フラの要

素を使って進めます。ストレッ
チから始まるプログラムをレベ
ルに応じて組み合わせ、繰り返
して行うことで踊りも自然と身
につきます。　　
◆火曜 10:30 ～ 11:30
◆３か月 12回 29,808 円　◆ 4/2 ～
　　　　　 3/26体験日

体験日

体験日

体験日

体験日

体験日

体験日

体験日
体験日

体験日

ドリームスポーツ専任講師
鉄棒、跳び箱、マット運動、なわとびなど

学校体育を中心に敏捷性ト
レーニング、ジャンプトレー
ニング、かけっこなどを行い
ます。　　
◆月曜 16:00～ 16:50（幼児）
　月曜 17:00～ 17:50（小学生）
◆ 3か月 12回 25,920 円
◆ 4/1 ～
　　　　　 3/25体験日 体験日
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