
◉入会金 5,000 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10月期新設講座 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 2,000 円
の商品券を進呈。紹介された「お友達」
は入会金半額で
　8月20日～10月31日まで

1,000 円商品券が、

通常の
半額程度よみカル体験日

受講料

1,000円9月1日    ～30日
（詳細は裏面をご覧ください）要予約

期間 ふるふるストレッチ＆呼吸でトレーニング

心と身体をつなぐヨガ

カサハラ式足裏バランス改善法
【へバーデン編】

リンパセラピスト短期取得対策講座
　　　　　　　（６ケ月コース）

シニアミュージカルダンス

やさしいトウシューズ入門

ピラティスマットエクササイズ

護身術  イミ・クラヴマガ

楽しく学ぶ日本画

かわいいミニチュア
フード（基礎）

これから始める
大人の鍵盤ハーモニカ

戸塚刺しゅう（午後）

戸塚刺しゅう
資格取得講座

津軽三味線

編んで作るかわいい小物
羊毛フェルトで
愛犬（愛猫）を作ろう！

はじめての
タヒチアンキルト大久保蓉子の細方眼編み

張会斌の二胡

中島伸子の大人のための
ソルフェージュ（個人）

メッシュジュエルバッグ

ジャーマンデコパージュ

歌若・歌助の
実践落語教室

俳句入門

オペラの楽しみ方

明智光秀が生きた時代

暮らしを彩る
フルーツアート入門編

はじめての
アイシングクッキー

手打ちそば・うどん

楽しく学ぶ『万葉集』
はじめての四柱推命

英国式
フラワーアレンジメント

季節のリースいろいろ

いけばな小原流

モスプリウム
～苔を編む～

土曜朝の
英会話レッスン

阿波おどりの本場・徳島県で踊ろう
徳島・秋の阿波おどり講座

やさしい中国語★

Guten Tag!
はじめてのドイツ語★

1から学ぶハワイ語★

こどもクラシックバレエ

やさしい着付け
美しい姿勢と歩き方教室

鎌倉今昔散歩と
美味しいランチ

田園調布古墳群めぐり

四季の鎌倉自然散策 秋・多摩川の野草を愛でる

植物画（ボタニカルアート）右脳で描く似顔絵講座

ストレッチ講師　金刺  わたる
　体の余計な力みと歪みを調整し、芯を意識した健やかで
強靭な体づくりのサポートをいたします。　　
◆第 1・3木曜 10:00 ～ 11:30
◆３か月 6回
　15,000 円
◆10/3 ～

9/19

ピラティスムーブメントスペース所属トレーナー
　呼吸が自由にできると心身も楽に生きられます。ピラティスの
ムーブメントで日頃の悩みも解消し、体も軽く動くようになりま
す。すべての年代の方におすすめのクラスです。　　
◆土曜 10:00 ～ 11:00
◆３か月 12回 33,600 円
◆10/12 ～

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
やテーマパークダンス、ショーダンスなど魅せるダンス
を学びましょう。　　
◆第２・４日曜 15:00 ～ 16:00
◆３か月 6回 15,000 円　◆10/13 ～
　　　　　  9/22

ユキ・バレエアートアソシエーション　石井  あゆ
　憧れのトウシューズ。大人になってからでも、全く初めて
でも安心の、バーでのやさしいクラスです。　　
◆第１・３・５火曜 14:30 ～ 15:30
◆３か月 7回 16,100 円　◆10/1 ～
◆第２・４火曜 14:30 ～ 15:30
◆３か月 6回 13,800 円　◆10/8 ～

武道家　佐藤  駿介
　イスラエルの武道で、
誰にでも出来るシンプル
な護身術です。　　
◆木曜 19:30 ～ 20:30
◆３か月 13回 29,900 円
◆10/3 ～

ヨガインストラクター　miwo
　初心者の方も安心して参加で
きるクラスです。　　
◆第２・４火曜 10:30 ～ 11:30
◆３か月 6回 13,800 円
◆10/8 ～
　　　　　  9/24

カサハラ式専属講師　三浦  たけし
　現代人に激増する「外反内反」「浮き指」
「アーチ不足」。足裏のバランスを整えるこ
とで、足・ひざ・腰・首の痛みや不調も自
分で改善できます。　　
◆第４火曜 13:30 ～ 15:00
◆３か月 3回 7,500 円　◆10/29 ～

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
得試験が有ります。（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11回 29,700 円  ◆10/2 ～

真打　桂  歌助（監修）
真打　桂  歌若（講師）
　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型
講座です。　　
◆第２・４月曜 14:30 ～ 16:00
◆３か月 6回 15,600 円
◆10/14 ～
　　　　　  9/23

桂  歌助

桂  歌若

公開
講座

公開
講座

俳人協会会員　パティオ俳句会主宰　環  順子
　俳句は日本人が培ってきた心
の文学です。しかも自然と季節
を大切にしてきた言葉の結晶を、
五七五の定型とリズム（調べ）で
表現します。俳句を始める前の
心構えや約束、歴史、表現方法
などを楽しく分かりやすく学んでいきます。　　
◆第４火曜 13:00 ～ 15:00
◆６か月 6回 13,800 円　◆10/22 ～

イタリア国立ボローニャ音楽院／声楽家
野見山  裕子
　「初めてのオペラ鑑賞」をどの
ように楽しむか。初心者向けの
オペラガイド講座です。　　
◆第２日曜 10:30 ～ 12:00
◆６か月 6回 15,000 円　◆10/13 ～

元松蔭大学教授　伊東  秀征
来年の大河ドラマの主人公・明智光秀の生涯

について、時代背景を踏まえつつわかりやすく
解説します。　　
◆第２・４木曜 13:00 ～ 14:30
◆３か月 5回 12,500 円　◆10/24 ～

日本フルーツアートデザイナー協会認定講師
身近なフルーツをぺ

ティナイフ１本で大変
身させます。　　
◆第１木曜
　13:00 ～ 15:00
◆６か月 6回 18,000 円
◆10/3 ～

全日本和装協会常任理事
戸村  房子
浴衣の着付けから、訪問着、

振袖などに進みます。身のこ
なし方や日本礼法などにも慣
れていただきます。　　
◆第２・４水曜 15:30～17:30
◆３か月 6回 15,000 円　◆10/9 ～
　　　　　  9/11、25

MAUVE COLLEGE 代表
イメージコンサルタント
三宅  紀子
プロから学ぶ正しい歩き方で、

体のバランスを整えながら、い
つまでも歩ける健康で美しい体
を作っていきましょう。　　
◆第１土曜 19:00 ～ 20:30
◆６か月 5回 13,500 円
◆10/5 ～
　　　　　  9/7

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 12,500 円　◆11/24 ～
　　　　　  9/22

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
◆６か月 6回 15,000 円　◆10/20 ～

国学院大学文学部非常勤講師  博士〈民俗学〉
高見  寛孝
　新元号「令和」の典拠となった『万葉集』を
読んで、日本の歴史と文化をもういちど学んで
みませんか。　　
◆第２金曜 10:30 ～ 12:00
◆６か月 6回 14,400 円　◆10/11 ～
　　　　　  9/27

日本・推運学会会長・日本占術協会相談役
杉本  蘭華（監修）
日本・推運学会専務理事・日本占術協会相談役
清水  誠（講師）
　生年月日から干支を配列して、
性格、運勢、相性、適職、結婚運、
仕事運などを推察することがで
きます。　　
◆第２・４火曜 19:00 ～ 20:30
◆３か月 6回 14,400 円
◆10/8 ～

国際ブリザーブドフラワー協会認定講師
島田  詠美子
　アーティフィシャルフラ
ワー、ドライフラワー、プリ
ザーブドフラワーを贅沢に
使った、季節折々のリース作
りをお楽しみいただけます。　　
◆第４木曜13:00～15:00
◆６か月 6回 14,400 円　◆10/24 ～
　　　　　  9/26

小原流東京支部
川﨑  鴻春
　盛花を創始した小
原流は、写景から色
彩、造形まで、幅広い
指導を時代に即した
カリキュラムによっ
て進めます。　　

◆第１火曜 15:30 ～ 17:30
◆第１火曜 18:00 ～ 20:00
◆各３か月3回 6,900円ほか　◆10/1 ～

オフィシーナ・リリアム主宰
フラワーコーディネーター　原  里香

　本場英国仕込みの花あ
しらいを初歩からわかり
やすくレッスンします。
生花を中心にハーブやフ
ルーツ、ドライフラワー、
プリザーブドフラワー等
も取り入れた豊富な花材
で、初等科（一年）で基

礎を、高等科（一年）で応用を学びます。　　
◆第１・３火曜 10:30 ～ 12:30
◆３か月 6回 14,400 円ほか　◆10/1 ～
　　　　　  9/3、17

モスプリウム主宰　網野 妙子
　取り扱いが難
しい生苔をブリ
ザーブドにして、
MAFDAMINO オ
リジナルのモスプ
リウムを提案しま
す。ブリザーブド
にすることで簡単にアレンジを楽しむことがで
きるようになりました。　　
◆第２木曜 10:15 ～ 12:15
◆６か月 6回 13,800 円　◆10/10 ～

香司・かほり紫主宰　西島  紫
　気軽に日帰り
旅ができる「鎌
倉」を散策し、
ランチを楽しみ
ます。小さなお
土産も作りま
す。（現地集散）　　
◆第1木曜 10:15 ～ 15:30  ◆10/3 ～
◆第３木曜 10:15 ～ 15:30  ◆10/17 ～
◆各６か月4回10,800 円
◆集合場所：鎌倉駅東口・観光案内所付近

大田区立郷土博物館学芸員　斎藤　あや
　考古学の専門家の案
内で、都市化の波を乗
り越えて、往事の姿を
とどめている亀甲山古
墳と宝萊山古墳、多摩
川台公園古墳展示室を
巡ります。（現地集散）　　
◆10/24（木）
　10:30 ～ 12:00
◆受講料：会員・一般ともに 1,200 円
◆教材費：200円
◆集合場所：東急多摩川線「多摩川駅」改札口（10:15）

アーバン・ナチュラリスト協会主宰
森林インストラクター　吉田  夏生
　森林インス
トラクターの
やさしく楽し
くちょっと深
い解説で、見過
ごしていた鎌
倉のもうひと
つの魅力を発見します。（現地集散）　　
◆第２土曜 10:00 ～ 12:30
◆６か月 6回 16,200 円　◆10/12 ～
◆集合場所：鎌倉駅東口・観光案内所前

多摩川野草会主宰・野草愛好家
365 日野草生活  のん
　多摩川の河川敷で野草を
観察して採取。その後、自
由が丘センターの料理教室
でムカゴの炊き込みご飯、
ムカゴ芋煮風などを作りま
す。（現地集散）　　
◆10/27（日）10:00～13:00
◆受講料：会員・一般ともに 2,600 円
◆教材費：1,200 円
◆集合場所：東横線「新丸子駅」改札口

日本画家　創画会所属
長谷川  誠
　日本人の美意識が
育ててきた日本画を
基礎から学べます。　　
◆第２・４金曜
　10:00 ～ 12:30
◆３か月5回
　13,500円
◆ 10/11 ～
　　　　　  9/27

日本ミニチュアフード協会認定講師
　樹脂粘土で作る
キュートなミニチュ
アフードの数々。粘
土の扱いや成型の仕
方から自分のアイ
ディアをを生かした
作品作りまでしっか
りと学べます。　　
◆第１日曜 14:30 ～ 16:00
◆６か月 6回 16,200 円　◆10/6 ～

鍵盤ハーモニカ認定講師
日比野  綾子
　豊かな表現力をもつ鍵
盤ハーモニカは、楽器の
経験のない方、楽譜の読
めない方でもすぐに始め
られます。　　
◆第２・４月曜
　12:45 ～ 14:00
◆３か月 5回 12,500 円
◆10/28 ～
　　　　　  9/30

戸塚刺しゅう協会講師　加藤  勝子
　ステッチを豊かに
組み合わせた、立体
感のある美しい色彩
の作品。これが戸塚
刺しゅうの特徴で
す。基本的なステッ
チをやさしく、てい
ねいに指導します。　　
◆第２・４水曜13:30～15:30
◆３か月 6回 13,800 円　◆10/9 ～
　　　　　  9/25

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１・３水曜10:00～ 12:00
◆6か月10回 30,000 円　◆10/2 ～

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
応じて楽しく進めて参ります。
◆第１・３月曜15:30～ 16:30
◆３か月 6回 18,000 円　◆10/7
　　　　　  9/2、16

手芸作家
くわはら けいこ
　コットン糸を
使って、ケーキ
やフルーツの小
物入れや、動物
などを作ります。
かぎ針編みが初
めての方も、安

心してご受講ください。　　
◆第１・３金曜10:30～ 12:30
◆３か月 6回 13,800 円　◆10/4 ～

中山みどり認定講師　安藤  須美／裕美子（火）
　　　　　　　　　　永峰 理絵子（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
◆６か月 5回 19,000 円　◆10/15 ～
◆第１日曜10:30～ 13:30
◆６か月 5回 19,000 円　◆10/6 ～

ハワイアンキルターズクラブカオヒナニ公認
インストラクター　朝野  千秋
　暑い国タ
ヒ チ で は
キルト芯の
入っていな
いキルトを
「ティファイ
ファイ」と
言 い ま す。
タヒチの植物などを大胆で美しく、オリジナル
デザインで表現します。　　
◆第４金曜13:00～ 15:00
◆６か月 6回 15,600 円　◆10/25 ～
　　　　　  9/27

日本手芸普及協会師範　田野  準子
　大久保蓉子先
生考案の「細方
眼編み」は細編
みと鎖編みを交
互に繰り返して
編むかぎ針編み
です。伸縮性に
富み着心地の良
い作品が出来上
がります。　　
◆第１・３金曜
　13:30～ 15:30
◆３か月 6回 13,800 円
◆10/4 ～
　　　　　  9/20

張会斌二胡アカデミー講師　牧  宮子
　演奏方法、楽譜の読み
方など基礎を大切にし
て、中国民族音楽を中心
に日本、西洋の音楽を幅
広く勉強します。
◆第２・４木曜
　10:00 ～ 11:00
◆３か月 6回 17,400 円　
◆10/10 ～

桐朋学園大学卒、元桐朋学園大学附属音教講師
中島  伸子
　全く初めての楽譜を
見た時、歌えるように
なるよう、音程をとる
練習をします。（20分
の個人レッスン）　　
◆第２・４月曜 13:40 ～ 18:00
◆３か月 6回 18,000 円　◆10/14 ～

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
単な刺しゅうのデコレー
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 9,000 円　◆10/9 ～

デコパージュ教室 Bonbons 横浜主宰　
田中  記代子
　ドイツのペーパー
ナプキンをカット
し、日用品やバッグ
などに貼り美しく仕
上げます。　　
◆第１・３月曜
　13:00 ～ 15:30
◆３か月 6回 13,800 円　◆10/7 ～
　　　　　  9/16

よみうりカルチャー講師　ケネス・エン
　基本的な英会話を学ぶ初心者向けのクラス
です。
◆第２・４土曜 10:30 ～ 12:00
◆３か月 5回 11,500 円　◆10/12 ～

よみうりカルチャー講師　楊  敏
　中国語を初めて学ぶ方向け
の入門クラスです。まずは
「ニーハオ！（こんにちは）」
から始めてみませんか。
◆第１・３・５木曜 19:00 ～ 20:30
◆３か月 6回 15,000 円  ◆10/17 ～

東京藝術大学非常勤講師　三好  鮎子
　イラストつきの楽しいテキストを使い、ド
イツ語の文法の基礎と会話を学ぶ講座です。
◆第２・４土曜 12:30 ～ 14:00
◆３か月5回 12,500 円  ◆10/12 ～

高円寺阿波おどり連協会所属 吹鼓連　折居  美果 ほか
　「ヤットサー」、「ヤットヤット」などの掛け声で、踊る阿波おどり。
とびきりに輝く笑顔で、あなたも楽しく踊ってみませんか。男性、女性、
年齢に制限なくどなたでもご受講できます。全４回で基本動作を学びま
す。本場、徳島県で開催される「秋の阿波おどり」のステージで踊る発
表会のステージもご用意いたします。みんなで楽しく踊りましょう。
※徳島県東京本部受託講座　※11/3「秋の阿波おどり」出演
【会場】よみうりカルチャー横浜
◆日曜 11:00 ～ 12:30
◆ 4回 4,000 円  ◆10/6 ～

プアラニ・フラ・スタジオ主宰
川島  ふじ子
　ハワイのちょっとした日常
会話等を楽しく学んでいきま
す。ハワイ旅行やフラがより
一層楽しくなります。
◆第４木曜 11:00 ～ 12:10
◆６か月 6回 14,400 円　◆10/24 ～
　　　　　  9/26

鈴木延子バレエスタジオ　金崎  里香 
　美しくしなやかな体と、豊かな感性を育むバ
レエ。基礎が自然にしっかり身につくよう指導
します。（A:4 歳～、B: 小学生）
◆火曜（A）16:00 ～ 17:00
◆火曜（B）17:15 ～ 18:30
◆各３か月 12回 25,200 円 ◆10/1 ～
　　　　　  9/3、10、17、24　　　　　  

画家
ますだ  おみよ
　似顔絵にとってい
ちばん大事なのは目、
鼻、口の配置、顔と
いう空間をいかに把
握するかです。" 右脳
で描く " ことで、短時
間で上達できます。　　
◆第１・３土曜
　13:00 ～ 15:00

◆３か月6回 15,000 円　◆10/5 ～
　　　　　  9/7、21

植物画家
安井  亜代子
　草花を描きながら「い
のち」を実感できるの
は、とても感動的なこと
です。アクリルまたは透
明水彩絵具で、わかりや
すく基本から本画制作へ
と段階的に指導します。　　
◆第２・４水曜
13:00 ～ 15:00

◆３か月 6回 14,400 円　◆ 10/9 ～
　　　　　  9/11、25

●受付開始～9月末
　（景品がなくなり次第終了となります）
●10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。

1,000 円商品券が、

合計 1,200 本

秋のお楽しみ抽選会
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※大田区立郷土博物館提供
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