
◉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

◉表示の入会金、受講料等は消費税を含む金額です。

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2019年7月期募集 検索検索よみうりカルチャー川崎

◉読読売新聞購読の方、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

◉お友達紹介　紹介してくださった人には受講料割引券 1,000 円分を進呈。　
　　　　　　紹介された「お友達」は入会金半額（2,700 円）になります。

よみカル体験日

要予約 （詳細は裏面をご覧ください）

6月1日 ～30日土 日

通常の
半額程度1,080円受講料

期 間

メッシュジュエルバッグ

編みこもの

星と宇宙のふしぎ

木曜絵画教室

楽しく描こう点描画

家族の髪、思いのままに
ヘアカット〈３回コース〉

健康のための
明るいボイストレーニング

ソロで踊るフラダンス
（午後）

だれでも簡単！
「レクリナ」入門

漢字条幅

楽しく学ぶ『万葉集』

土曜朝の英会話レッスン

坂本龍馬とその時代 手作り点心教室

はじめての
アイシングクッキー

手打ちそば・うどん

季節を楽しむ台湾茶

観世流謡曲・仕舞 入門

沖縄三線

花柳流日本舞踊

韓流時代劇の人気作品が描く
歴史の真実がよくわかる！

韓国結び「メドゥプ」（午前）

磁器レースドール

カンフー

脳も体もスッキリ！
笑い体操

プロから学ぶ
元気な体づくり

メンズヨガ

サンデーガーデニング

天気予報から
危険を察知する能力を
身に付けよう

やさしい四柱推命

戸塚刺しゅう
資格取得講座

素敵な
チャイルドニット

好きな生地で作る
手作り日傘

パワーストーンジュエリー
お勤め帰りの
基礎からの手編みビーズ織り

楽しく作ろう
オリジナル手製本

かんな屑アート
木り絵

キッズ・チアダンス

こども空手

体育マスター教室

日曜クラシックバレエ

キッズ＆ジュニアバレエ

薬膳教室

手芸作家　成田　洋子
　輝きのあるテープを
ネットに通してバッグを
作ります。基本のバッ
グが出来るようになった
ら、付属小物を作ったり、
簡単な刺繍のデコレー
ションをしたりしてみま
せんか。持ち歩くと心躍
るあなただけのバッグが
出来上がります。　　
◆第２水曜
　10:30 ～ 12:30
◆３か月３回 9,720 円
◆ 7/10 ～

手芸作家　くわはら　けいこ
　コットン毛糸を使ってケーキや、フルーツ、動物など
の形をした小物入れを作ります。かぎ針編みが初めての
方も、安心して受講ください。　　
◆第１・３金曜 10:30 ～ 12:30
◆３か月６回 14,904 円　◆ 7/5 ～

　　　　　 6/21
教材費 1,800 円

メドゥプ講師
北里　多恵子
　韓国の飾り結び「メ
ドゥプ」の手法で、す
てきなアクセサリーや
日々を彩る日用品を作
ります。
◆第４金曜
　11:30 ～ 13:30
◆３か月３回9,720円
◆ 7/26 ～
　　　　　 6/28

キッズチアダンスインストラクター　Megu
　キラキラのポンポ
ンを持ち、笑顔と元
気いっぱいで踊るチ
アダンスのクラスで
す。チアダンスを通
じて、チームワーク
や思いやりの気持ち
を育みます。　　
◆火曜 16:00 ～ 17:00（4歳～小1）
◆火曜 17:10 ～ 18:10（小2～小6）
◆３か月 12回 25,920 円　◆ 7/2 ～
　　　　　 6/25

新井雅子バレエスタジオ所属
服部　寿香
三井　亜矢
　バレエの基礎
を通じて、リズ
ム感・情緒性・
豊かな感性を育
み、踊ること、
表現することの
楽しさを体得し
ます。　　
◆日曜 15:00 ～ 16:00（幼児）
◆３か月 11回 23,760 円（幼児）
◆日曜 15:00 ～ 16:10（小学生）
◆３か月 11回 24,948 円（小学生）
◆ 7/7 ～ 　　　　　 6/9、23

バー・アスティエ協会認定講師　野村　和夏子
　フランス生まれのバレエストレッチであるバー・アス
ティエを取り入れた子ども向けのバレエクラスです。　　
◆水曜 15:50 ～ 16:50（４歳～）
◆３か月 11回 27,324 円（４歳～）
◆水曜 17:00 ～ 18:15（小２～）
◆３か月 11回 27,324 円（小２～）
◆７/3～　　　　　　 6/5、12、19、26

国際松濤館空手道連盟総本部指導員
鈴木　隆昭
　強い体の育成
と共に礼儀作法
や集中力も習得
できる空手。男
女を問わず各自
のレベルに合わ
せて指導しま
す。　　
◆金曜 16:30 ～ 17:30（幼児）
◆金曜 17:30 ～ 18:30（小学生）
◆各３か月13回 29,484 円　◆ 7/5 ～
　　　　　 6/7、14、21、28

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　◆ 7/1 ～
　　　　　 6/3、10、17、24

国際薬膳師　北里   多恵子（月）
　　〃　　　森山　まゆこ（金）
　季節や体質を少しだけ考えて食事
をするだけで、体が喜びます。薬膳
茶とお菓子をとりながら、日常生活に
取り入れやすい薬膳のお話をします。
◆第４月曜 13:00 ～ 14:30
◆３か月３回 8,100 円（月曜クラス）
◆ 7/22（月）～
◆第４金曜 19:00 ～ 20:30
◆３か月３回 8,100 円（金曜クラス）
◆ 7/26（金）～

日本己書道場師範　河村　聡枝
　筆ペンで味のある文字が描けます。くせ字や
絵が苦手という悩みを解消！楽しく続けられる
書画教室です。　　
◆第１・３火曜 10:30 ～ 12:00
◆３か月６回 14,904 円　◆ 7/2 ～
　　　　　 6/18

かんな屑アーティスト　小河原　いづみ
　厚さ 0.1 ミリほどの「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
◆３か月３回 8,424 円
◆ 7/5 ～
　　　　　 6/7

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
◆ 7/11 ～

kys studio 講師　俳優
横井　寛典 /松浦　新　　　　　　　　　
　カンフーの型を中心としたトレーニ
ングで、瞬発力や柔軟性を鍛え、しな
やかな美しい体づくりを目指します。
素早い動きの型を覚え、動くことで、
脳の活性化にもつながります。　　
◆金曜 19:00 ～ 20:30
◆３か月 12回 31,104 円
◆ 7/5 ～
　　　　　 6/21

笑い体操管理士　河村　聡枝　　　　　　　　　
　ただ笑うだけでなく、脳トレーニングやリンパ
マッサージ等を取り入れた、脳も体もすっきりす
る教室です。　　
◆第１・３火曜 13:30 ～ 15:00
◆３か月６回 14,904 円　◆ 7/2 ～
　　　　　 6/18

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
が期待できるた
め、多くのアス
リートが取り入
れています。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　◆ 7/20 ～
　　　　　 6/15

ガーデンデザイナー　庄子　由紀　　　　　　　　　
　植物の知識や育て方、お庭やベランダの
作り方や管理方法も学びます。栽培を通じ
て、植物が生長する楽しさを感じてみま
しょう。　　
◆第４日曜 13:00 ～ 14:30
◆３か月３回 8,100 円　◆ 7/28 ～
　　　　　 6/23

気象予報士　佐々木　恭子　　　　　　　　　
　天気予報やインターネットか
ら提供される情報から、雨雲の
動きや危険度を把握して、自ら
身を守るための知識を身につけ
ませんか。　　
◆第１・３・５日曜 10:30 ～ 12:30
◆３か月６回 17,496 円　◆ 7/7 ～

日本・推運学会会長  日本占術協会常任理事　　　杉本　蘭華
日本・推運学会専務理事  日本占術協会常任理事　清水　誠
　自分の運勢を知って、開運方法を見つけることで、自
分や家族のことが分かり、人間関係がスムーズになり、
前向きに明るい人生が送れます。　　
◆第２・４火曜 19:00 ～ 20:30
◆３か月５回 12,960 円　◆ 7/9 ～
　　　　　 6/11、25

フィットネスインストラクター　野中 茂光　　　　　　　　　
「いつまでも自分の脚で歩
きたい」というのは誰もが願
うこと。元気なうちに筋力を
蓄え、楽しい老後に備えたい
と思いませんか。経験豊かな
講師より健康寿命を延ばす
ための正しいエクササイズ
を学んでいきましょう。　　
◆第木曜 15:15～16:30
◆３か月 12回 29,808 円　◆ 7/4 ～
　　　　　 6/27

戸塚刺しゅう協会講師　津下　洋子
　初級資格課題
作品を全 10 回
で学ぶクラスで
す。『初級資格合
格ガイドブック』
をテキストとし、
刺しゅう布の基
礎から正しいステッチの刺し方、ポイントをしっ
かりと学び、短期間で資格取得を目指します。　　
◆第 2・4木曜 13:00 ～ 15:00
◆7月期   3か月5回 16,200 円　◆ 7/11 ～
◆10月期  3か月5回 16,200 円　◆10/10 ～

日本編物文化協会・手あみ師範　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
たポシェットなど小物を
作ります。　　
◆第２・４月曜
　13:00 ～ 15:00
◆３か月5回 12,960 円
◆ 7/8 ～

ビーズ織り作家
杉本　千賀子
　織り機でデリカビー
ズを織って、絵や模様
の入ったオリジナルの
タペストリーやアクセサリーを作ります。　　
◆第３金曜 13:00 ～ 15:00
◆３か月３回 7,776 円　◆ 7/19 ～
　　　　　 6/21

あみぐるみ・ニット作家　横田　美奈
　手編み超初心者向けに、
編み針の持ち方からレッス
ンします。基本の編み方で
すてきなニット小物を作っ
てみませんか。　　
◆第３水曜 19:00 ～ 21:00
◆３か月３回 8,424 円
◆ 7/17 ～
　　　　　 6/19

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　◆ 8/2 ～

パワーストーンマイスター　松下　仁美
　パワーストーンの意
味を学び、チャートで
今のあなたにピッタリ
の石を選び、あなただ
けのオンリーワンのパ
ワーストーンジュエ
リーが作れます。　　

◆第１土曜 13:00 ～ 14:30
◆３か月３回 7,452 円　◆ 7/6 ～

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２土曜 13:00 ～ 15:00
◆３か月３回 9,396 円　◆ 7/13 ～

やましたひでこ公認断捨離®トレーナー
伊藤　京子
　モノを減らして、これからの人生を
もっと心地よく過ごしませんか。終活
にも役立ちます。　　
◆第１・３木曜 13:00 ～ 14:30
◆３か月６回 16,200 円　◆ 7/4 ～

ミクロモザイクインストラクター　石井　ゆみ
　18世紀頃のイタ
リア・ローマ発祥
の伝統工芸品です。
色とりどりのガラ
スのパーツをカッ
トし自由に並べて、
世界にひとつだけ
のガラスモザイク
アート・アクセサ
リーを作ります。　　
◆第１木曜
　13:00 ～ 15:00
◆３か月３回
　8,100 円
◆ 7/4 ～
　　　　　 6/20

元五島プラネタリウム解説員　金井　三男
　星空を毎晩見ていると、
時の流れを感じることがで
きます。星空は時の証人で
す。星と宇宙の魅力をたく
さんの宇宙映像と最新天体
情報とともにご案内します。　　
◆第２月曜 13:30 ～ 15:00
◆３か月３回 8,748 円
◆ 7/8 ～

画家　田中　敏晴
　油絵、水彩、色鉛筆など
画材は自由で絵画に親しん
でみませんか。　　
◆木曜 13:00 ～ 15:00
◆３か月 12回 31,104 円
　（毎週）
◆第1・３木曜13:00～15:00
　①③クラス
◆３か月6回 15,552 円
　（①③クラス）

◆第２・４木曜 13:00 ～ 15:00 ②④クラス
◆３か月6回 15,552 円（②④クラス）
◆ 7/4 ～

細密ペン画 画家　神谷　礼
　点描・線描での表現を使
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み
つけていきましょう。　　
◆第２・４土曜
　16:00 ～ 18:00
◆３か月６回 18,144 円
◆ 7/13 ～

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　◆ 7/10 ～
　　　　　 6/12

ボイストレーナー
五東　由衣
　肺いっぱいに息を吸い、大
きな声を出すことでいつまで
も元気で若々しく。健康に役
立つボイストレーニングを行
います。　　
◆第3火曜 11:00 ～ 12:15
◆３か月3回 8,100 円
◆ 7/16 ～

Hiwalani 主宰　Hiromi
　ソロで踊ってみたい方
のための表現力と見せ方
のポイントを学びます。　　
◆第１・３水曜
　15:30 ～ 16:40
◆３か月５回12,960円
◆ 7/3 ～

腰掛タップダンス®公式インストラクター
森村　安奈
　イス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　◆ 7/8 ～
　　　　　 6/24

点心マイスター 宮崎  美咲
　肉まんや餃子、月餅など
の点心を皮から手作りしま
す。具材や生地の作り方や
包み方をはじめ、仕上げ方
のコツをお教えします。女
性限定教室です。　　
◆第１火曜
　10:00 ～ 12:30
◆３か月３回 8,100 円
◆ 7/2 ～

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。
指を動かし音楽にのせて
脳の活性化も目指します。　　
◆第２・４木曜　15:00 ～ 16:30
◆３か月６回 16,200 円　◆ 7/11 ～
　　　　　 6/27

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
　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
◆３か月３回 9,072 円  ◆ 7/3 ～

国学院大学文学部非常勤講師　高見　寛孝
　季節の歌を収録している巻8を取り上げて、春・
夏・秋ごとに学びます。万葉人の季節感に触れて
みましょう。　　
◆第２金曜 10:30 ～ 12:00
◆３か月３回 7,776 円　◆ 7/12 ～

よみうりカルチャー講師　ケネス・ゴー
　基礎的な英会話を学ぶ初心者向けのクラスで
す。基礎力を身につけて、英語を話す楽しさを実
感してください。　　
◆第２・４土曜 10:30 ～ 12:00
◆３か月 5回 12,420 円　◆ 7/27 ～

元松陰大学教授　伊東　秀征
　坂本龍馬の生涯をわかりやすく解説すると共に、
同時代に活躍した人々についてもお話しします。
◆第２・４木曜 13:00 ～ 14:30
◆３か月６回 16,200 円　◆ 7/11 ～

稲城市花子茶屋藤田総本店代表　藤田　敏夫
　自ら打ったそばを
家族や友人に味わっ
てもらう喜びは格別
です。二八そば、そ
ば粉 100% の生粉
打ちそばの打ち方な
どを学びます。　　
◆第３日曜 13:30 ～ 16:00
◆３か月３回 8,100 円　◆ 7/21 ～
　　　　　 6/16

泡茶師　茉莉
　講師が現地で手に入
れた選りすぐりの台湾
茶を文化とともにご紹
介していきます。　　
◆第４金曜
　13:00 ～ 15:00
◆ 3か月３回 8,424 円　◆ 7/26 ～
　　　　　 6/28

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
ガーケーキなど、盛
りだくさんのレッス
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
◆３か月２回 5,400 円　◆ 7/28 ～
　　　　　 6/23

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」と思われている方
は、習う事が能を楽しむ一番の近
道かもしれません。『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3回 8,100 円（謡曲）
◆第２・４水曜 11:00 ～ 11:50（仕舞）
◆３か月3回 9,720 円（仕舞）
◆ 7/10 ～　　　　　　 6/12

クイチャーパラダイス代表
仲本　光正
　青い海、青い空。ゆったり
と流れる沖縄三線の音色・・・
心に響く島唄のメロディーを
ご一緒に楽しみましょう。　　
◆第２・４木曜
　19:00 ～ 20:30
◆３か月６回 15,552 円
◆ 7/11 ～

花柳い輔門下・花柳流師範・日本舞踊協会員
花柳　乃輔
　踊りのお稽古を
しながら、礼儀作
法や着物を着る楽
しさなど、和の心
を感じてみません
か。お三味線の音
色の中で楽しく体
を動かしましょう。　　
◆月曜 19:00 ～ 20:30
◆３か月 11回 27,324 円（月曜クラス）
◆ 7/1（月）～  　　　　　　 6/17、24（月）
◆第２・４金曜 13:00 ～ 14:30
◆３か月６回 14,904 円（金曜クラス）
◆ 7/12（金）～　　　　　　 6/14、28（金）

作家　康　熙奉（カン・ヒボン）
　テレビで放送された人気の韓
流時代劇の史実を解説します。
ドラマの理解が深まります。　　
◆第２水曜 13:30 ～ 15:00
◆３か月３回 8,748 円　◆ 7/10 ～

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
体験日

体験日体験日

体験日

体験日

体験日

体験日

50歳からの
断捨離®入門

腰掛タップダンス®

Junior

New

New

NewNew

New
New

New

New

New

New

NewNew

New

New

New

New

New
New

New

New

New

NewNew

New

New

New

New

New

New

New New

New

New

New

講 座 案 内

誰でもすぐ描ける
楽しい文字絵てがみ（己書）

イタリア伝統工芸品のガラスモザイク
ミクロモザイク


