
◉入会金 5,500 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。
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）

検索検索よみうりカルチャー川崎

◉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（購読の方
　で、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（2,750 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）

12月1日 ～28日 土日

通常の
半額程度1,100円受講料

は1月期新設講座

2020年1月期募集
期
間

月期募集

ミャンマーストーンジュエリー
誤嚥性肺炎予防トレーニング
食べて、飲んで、声を出して
みんなで楽しくごっくん！

むせるって！歳のせい？

はじめてさんの
手編み靴下

癒やしのぬり絵タロット

ウェディング
準備講座和服地の簡単リメイク

伊勢型紙を彫ろう

大久保蓉子の細方眼編み練り切り和菓子

季節のお花で楽しむ
フラワーアレンジメント

ミクロモザイク

ドールBagチャーム
ルルベちゃん

手編み
～かぎ針・棒針～

はじめてのインテリア盆栽
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２金曜 13:30 ～ 15:00
◆３か月３回 9,570 円　◆ 1/10 ～

オルゴール演奏家・編曲家　宮本  由利子
　「オルガニート」
は 1 台で何曲も奏
でられる手回しオル
ゴールです。専用の
紙に穴をあけて曲
カードを作り、演奏
を楽しみましょう。　　
◆第４土曜 10:30 ～ 12:00
◆３か月３回 8,250 円　◆ 1/25 ～

ジャズヴォーカリスト　坪井  紀美江
　気軽にスウィングしながら、スタンダードな

ジャズナンバーを歌ってみませ
んか。誰でも知っている名曲を
選んでレッスンします。　　
◆第２・４土曜 14:30 ～ 16:30
◆３か月 6回 16,500 円
◆ 1/11 ～
　　　　　 12/14、28

櫻川流江戸芸かっぽれ師範　櫻川  梅縄
美容と健康に

はもちろんのこ
と、踊って楽し
く、見て美しい
粋な踊りが江戸
芸かっぽれです。
お座敷踊りの隠
し芸としても大
変人気でどこでも手軽に踊れる伝統芸です。　　
◆火曜 10:30 ～ 12:00
◆３か月 10回 27,500 円　◆ 1/21 ～
◆事前体験会 1/14

童謡歌手　坂入姉妹
（姉・恵美   妹・真紀）
誰もが口ずさんだことの

ある「懐かしの童謡唱歌」
を中心に「昭和歌謡」の名
曲など毎回 15 曲程度を、
ピアノ伴奏でみんなで一緒
に歌います。　　

◆第１木曜 10:30 ～ 12:00
◆３か月２回 5,720 円　◆ 2/6 ～
◆事前体験会 1/30

舞踊家
藤枝  智津政
おなじみの曲に合

せて体を動かします。
若々しく、美しく健
康のためにもみなさ
ま一緒に楽しく踊り
ましょう。
◆第２・４水曜 10:30 ～ 12:00
◆３か月 5回 11,550 円　◆ 1/22 ～
◆事前体験会 1/8

ピラティスムーブメントスペース所属トレーナー
自分の体の内側に目を向けてイメージし、気づ

き、感じることから入ります。体の芯（しん）か
ら動くことで、しなやかで
柔軟かつ、ストロン
グな体になります。　　
◆土曜
　10:00 ～ 11:00
◆３か月 12回
　36,960 円
◆ 1/11 ～

エゴスキュージャパン協会認定
Ｅサイズトレーナー　白石  和子
エゴスキューはアメリカ生まれ

の歪み・腰痛改善メソッドを基に
した簡単な体
操です。「無理
をしない、頑
張らない」が
ルール。運動
が苦手な人に
も最適です。　　
◆第１・３火曜 13:00 ～ 14:30
◆３か月 6回 15,840 円　◆ 1/7 ～
◆事前体験会 12/17

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・5木曜 10:00 ～ 11:30
◆３か月 5回 13,750 円　◆ 1/30 ～
◆事前体験会 1/16

腰掛タップダンス® 公認インストラクター
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
もも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 16,500 円　◆ 1/13 ～
　　　　　12/23

日本スポーツウェルネス吹矢協会公認指導員
野村  俊明
腹式呼吸で

的へめがけて
一気に矢を飛
ばします。血
液循環や肺や
腸などの器官の活性化に効果があります。　　
◆第２・４土曜 16:30 ～ 18:30
◆３か月 6回 15,180 円　◆ 1/11 ～
  　　　　  12/14、28

ヨガインストラクター  miwo
初心者でも安心してでき

るクラスです。ご自身が気持
ちいいポジションを探して
無理せずに行っていきます。　　
◆第２・４火曜 10:30～11:30
◆３か月 6回 15,180 円
◆ 1/14 ～
  　　　　  12/10、24

Ballroom Dancing Rondo　三浦  悟
一流のプロフェッ

ショナルが世界で通用
するダンスを指導します。　　
◆木曜 12:45 ～ 14:00
◆３か月 12回 3,1680 円　◆ 1/9 ～
  　　　　  12/5、12、26

花柳い輔門下・花柳流師範
日本舞踊協会会員　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 10回 25,300 円　◆ 1/6 ～
  　　　　  12/2、9、16

キングレコード専属民謡歌手　武花  烈子
ビクター専属民謡歌手　　　　武花  千草
民謡は日本人の心の

ふるさとです。はじめは
合唱でお稽古して、仕
上げは一人ずつ。一曲
ずつ仕上げていきます。　　
◆第１・２・３月曜
　10:00 ～ 12:00
◆３か月 9回 23,760 円　◆ 1/13 ～
  　　　　  12/2、9、16

日本大正琴協会理事
小林  絃容
大正琴は誰でも気軽に始

められる楽器です。琴の置
き方やピックの持ち方など
本当のはじめの 1歩からス
タートし、ご自身で音を出
す楽しさを感じて頂きます。　　
◆第２・４火曜 10:30 ～ 12:00
◆３か月 6回 14,520 円　◆ 1/14 ～
  　　　  12/10、24

日本体育協会公認スポーツ指導者
北野  知恵
軽やかなリズムに乗って行う体操と

ストレッチで、自分のペースでできる
体に無理のないプログラムです。　　
◆木曜 15:30 ～ 16:45
◆３か月12回 30,360 円
◆ 1/9 ～
  　　　　  12/5、12、19

矢山式気功講師　神山  由美子
体を使ってエネルギーをコント

ロールすることを気功法といいま
す。簡単な動作で気をコントロー
ルすることにより免疫力を高め健
康体へ導いていきます。　　
◆第１・３日曜 12:00 ～ 13:15
◆３か月 5回 12,650 円
◆ 1/19 ～

カサハラフットケア整体  横浜本院・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 8,250 円　◆ 1/28 ～

vanille ヴァニーユ主宰　井手  靖子
　針と糸を使わず、かわいいドール Bag
チャームを作ります。１回のレッスンで１
作品作ります。限定 6名様です。　　
◆第１火曜 10:30 ～ 12:30
◆３か月 3回 7,590 円　◆ 1/7 ～

ジュエリーコーディネーター
クルムティオジュエリーアカデミー講師
谷  恭子
　宝石の国ミャンマーの約 480 種の
オリエンタルパワーの天然石でオリ
ジナルジュエリーを作りましょう。
◆第２火曜 13:00 ～ 14:30
◆３か月 3回 9,900 円　◆1/14 ～

編み物作家　三好  鮎子
　カラフルで履き心地の良
い暖かな靴下を編んでみま
せんか。基本の編み方から
丁寧にレクチャーします。
◆第２・４土曜 10:00 ～ 12:00
◆３か月 6回 15,180 円　◆1/11 ～

声楽家
嚥下トレーニング協会認定講師 岡本  直樹
　喉の上げ方とは、ごっくん筋はどこ、生涯
おいしく食事をするには。専門家の医師とオ
ペラ歌手が、『将来誤嚥性肺炎を予防したい』
と考える人へ考案したトレーニングです。
◆12/24（火）13:00 ～ 14:30
◆会員・一般ともに 2,750 円

手芸作家
くわはら けいこ
　結婚式で使うリン
グピローや、披露宴
でゲストをお迎えす
るウェルカムボード
など全５点を作りま
す。（4回コース）
◆第１・３金曜
　10:30 ～ 12:30
◆３か月 4回 10,120 円　◆1/17 ～

『宙花 sorahana」オーナーフローリスト　戸部  秀介
　お花を触るのが初めて
の方でも、『不器用だか
ら』、『センスがないから』
と思っている方でも大丈
夫。お花の扱い方から丁
寧にレッスンします。
◆第２金曜
　13:00 ～ 14:30
◆３か月 3回 8,250 円　◆1/10 ～

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
マ発祥の伝統工芸です。色とり
どりのガラスパーツをカット
し、自由に並べて、世界に一つ
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3木曜 13:00 ～ 15:00
◆３か月2回 5,500 円  ◆1/16 ～
　　　　　 12/5

（公財）日本手芸普及協会手あみ師範
オザワ トモコ
楽しく技術

を身に付けな
がら、ステキ
な手編みの作
品 を 作 り ま
しょう。

◆第１・３火曜 10:00 ～ 12:00
◆３か月 6回 16,500 円　◆1/7 ～
◆第３土曜 13:00 ～ 15:00
◆３か月 2回 5,500 円　◆2/15 ～

リメイク工房「茶風鈴」主宰
下田  弘子
思い出のつまった着物を楽

しくリメイクして蘇らせま
しょう。着物地の一巾を基本
にした、洋裁仕立てとはひと
味違う簡単リメイクです。
◆第２土曜 10:00 ～ 13:00
◆３か月 3回 12,540 円
◆1/11 ～ 
  　　　　  12/14

（公財）日本手芸普及協会手あみ師範
細方眼編み協会師範　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 15,180 円　◆1/17 ～
　　　　　 12/6、20

日本サロネーゼ協会練り切りアート認定講師
的場  万里
日本の伝統的な和菓子、その中でも季節の

移ろいを感じる練り切りを楽しむ講座です。
◆第４土曜 10:30 ～ 12:30
◆３か月 3回 9,570 円　◆1/25 ～

12/28

タロット・占星術師　榊  その
タロットに彩色し、

自分のカードを作っ
てみませんか。不思
議な絵柄のタロット
を彩色するうちに自
分を発見し啓発され、
自分力が高まります。
◆第１・３・５火曜　13:00 ～ 14:30
◆３か月 6回 16,500 円　◆1/7 ～
  　　　　  12/3、17

小原流一級家元教授・研修士　山岸  直子
500有余年の歴史を

もつ季節の植物を器に
いけて楽しむ「いけば
な」は日本の伝統文化
です。その「いけばな」
を日常の暮らしの中に
取り入れ四季の移ろい
を感じてみましょう。

◆第１・３・５土曜 13:00 ～ 15:00
◆３か月 6回 15,180 円　◆1/18 ～

プロジャグラー　しんのすけ
ボールや棒を自在に

操ってみませんか。ジャ
グリングは見るよりも操
るほうがもっと楽しいも
のです。
◆第２・４水曜
　19:30 ～ 21:00
◆３か月６回
　16,500 円
◆1/8 ～
  　　　　  12/25

稲城市花子茶屋藤田総本店代表　藤田  敏夫
そば打ちは奥が

深いものです。そ
して自ら打ったそ
ばを家族や友人に
味わってもらう喜
びはまた格別です。
本格的なそば作り
をうどんも交えな
がら指導します。

◆第３日曜 13:30 ～ 16:00
◆３か月 3回 8,250 円　◆1/19 ～画家　阿曽沼  明

週末、金曜日の
夜７時に気分転換
に絵を描き、上達
させてみません
か。デッサン、水
彩画、パステル画、
色鉛筆画と自由に選択して学べる講座です。
◆第２・４金曜 19:00 ～ 21:00
◆３か月 6回 15,840 円　◆1/10 ～
◆事前体験会 12/13

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
から学びます。
◆第２・４金曜
　10:00 ～ 12:30
◆３か月6回17,820 円
◆1/10 ～
◆事前体験会 12/13

日本藝術書道院・同人講師　九里  采邑
お勤め帰りや学校の

帰りなど、忙しい方も
通える月 2 回の夜の
書道教室です。漢字・
かな・ペン字など個人
の希望にそって指導し
ていきます。

◆第１・３月曜 19:00 ～ 20:30
◆３か月 6回 16,500 円　◆1/6 ～
  　　　　  12/2、16

笑い文字普及協会トレーナー　宮前  周子
誰でもすぐに書けるよう
になるのが『笑い文字』の
魅力。感謝の気持ちやメッ
セージをすぐその場で書け
るとても素敵なコミュニ
ケーションツールです。
◆第１・３・５月曜
　12:30 ～ 14:00
◆３か月 6回 16,500 円　◆1/6 ～

ダンスインストラクター　尾嵜  聡美
バレエ、ジャズ、ヒップホップを

取り入れ楽しくレッスン。ダンスの基礎と共に
リズム感や柔軟性も養います。（ A: 年長～小学
3 年生／ B: 小学 4 年生～
6年生対象）
◆土曜 10:00 ～ 11:00（A）
　　　 11:00 ～ 12:00（B）
◆３か月 12回 27,720 円
　（A・B共通）
◆1/11 ～
  　　　　  12/7、14、21、28

全国珠算教育連盟検定試験委員　深見  大成
そろばんは計算

力はもちろん、学
力向上の基礎力を
つけ、脳のベースを
鍛えるもの。小学生
にとって最適です。
◆土曜
　16:00 ～ 17:00
◆３か月 12回 14,520 円　◆1/11 ～

国立音楽大学卒　西岡  美千代
楽しく、長く続けられるピアノ！を

モットーに基礎に加えてクラシック、
ポップス、アニメなど色々なジャンルか
ら選曲し、好きな曲がステキに楽しく
弾けるようになるためのレッスンを行
います（お一人 30分の個人レッスン）。

◆第２・４金曜 15:00 ～ 20:30
◆３か月 6回 19,800 円　◆1/10 ～
  　　　　  12/13、27

日本美術連盟会員・横浜美術協会理事  品川  成明
日本画の材料を創作の中で理解し、現代日本画

の認識と見識をもてるように学びます。
◆第１・３・５水曜 13:00 ～ 15:00
◆３か月 6回 17,160 円　◆1/15 ～
◆事前体験会 12/18

日本美術連盟会員・横浜美術協会理事  品川  成明
花や果物、野菜など身近

にあるものを題材に写生か
ら始めて、水彩色鉛筆画の
描き方を学びます。
◆第１・３・５水曜
　13:00 ～ 15:00
◆３か月 6回 17,160 円
◆1/15 ～
◆事前体験会 12/18

一閑張りを楽しむ会主宰
鏡原  利子
竹や木の籠などに和紙を

貼り重ね、柿渋を塗り丈夫
な作りに。伝統工芸として昔
から日常生活の壊れたカゴ
などの補修技術として用いられてきた技術です。
◆第２火曜 10:30 ～ 12:30
◆３か月 3回 9,900 円　◆1/14 ～
  　　　　  12/10

おりがみ会館講師　大原  サキ子
おりがみを暮らしに取り

入れてみませんか。季節の
訪れを表現したり、実用品
として使ったり、四季折々
の行事やイベントに活かす
など、楽しみが広がります。
◆第４金曜 13:00 ～ 15:00
◆３か月 3回 8,250 円　◆1/24 ～
  　　　　  12/27

漆伝承の会主宰（監修）  栗原  蘇秀
漆伝承の会認定講師　    高松  節子
こわれた陶磁器

の割れた部分を継
ぎ、欠けた部品を
成形して、その部
分に金や銀の化粧
を施します。
◆第１金曜　
　10:00 ～ 13:00
◆３か月 3回 10,560 円　◆1/31 ～
  　　　　  12/6

OES 表現技法研究所講師　 小口  優子
声の出し方や、意味の取りやすい

区切り（間）、メリハリの付け方など
の表現方法を学んでいきます。
◆第２・４日曜 10:30 ～ 12:00
◆３か月 6回 16,500 円　◆1/12 ～
  　　　　  12/8、22 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。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
◆３か月 3回 7,590 円　◆1/28 ～
  　　　　  12/24 　  

暁書法学院講師　 野上  由美子
筆ペンとボールペンを同時に学ぶことで、相乗効果により上達できます。

◆第１・３土曜 10:00 ～ 12:00
◆３か月 5回 13,200 円　◆1/18 ～ 　  　　　　  12/7、21　  

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 15,180 円　◆1/7 ～
　　　　  12/3、17

文部科学省硬筆検定一級・毛筆検定一級
三木  みゆき
文字は書いた人の

人柄を表し、相手に
心を伝えます。美し
く読みやすい字を習
得し、生活に彩を添
えましょう。

◆第２・４火曜 10:00 ～ 12:00
◆３か月 6回 15,840 円　◆1/14 ～
  　　　　  12/10、24

野画工房主宰  田部  久美子
和紙を柿渋で加工した独

特の型地紙に、彫刻刀で図
柄を彫り抜いていきます。
◆第３火曜 10:30 ～ 12:30
◆３か月 3回 9,900 円
◆1/21 ～
　　　　　 12/17

YK エンタープライズ代表　横尾  淑子
外国人に話しかけられて慌ててしまった経験

はありませんか。その場に相応しい表現を分か
りやすく解説いたします。
◆第１・３日曜 10:30 ～ 12:00
◆３か月 5回 13,200 円　◆1/19 ～

よみうりカルチャー講師 　スレーダー唯子
昔学校で習った語彙や文法を思い出しなが

ら、やさしい日常会話を学ぶクラスです。ま
ずは声に出し、英語のリズムに
慣れていきましょう。
◆月曜 19:00 ～ 20:30
◆３か月 12回 31,680 円
◆1/6 ～
  　　　　  12/2、9、16、23

よみうりカルチャー講師　スレーダー唯子
英会話の基礎力を習得するクラスです。明る

い人柄のネイティブ講師がやさしく指導します。
◆金曜 19:00 ～ 20:30
◆３か月 11回 29,040 円　◆1/10 ～
  　　　　  12/6、13、20、27

ハッチ横浜英語教師　山田  よしえ
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
実感して下さい。
◆第２・４土曜 10:30 ～ 12:00
◆３か月 6回 15,180 円　◆1/11 ～

よみうりカルチャー講師
ファン・カスティーヨ
Hello のあいさつからスター

トしてさまざまな場面に応じた
役立つ会話表現を学ぶ初心者向
けクラスです。
◆第２・４木曜 15:00 ～ 16:30
◆３か月 6回 15,840 円　◆1/9 ～

手回しオルゴールの
曲作り

みんなで輪踊り
（盆踊り）

ピラティスマット
エクササイズ

カサハラ式足裏バランス
改善法【実践編】

気持ちも体も軽くなる
痛み解消体操エゴスキュー

ストレッチ＆呼吸で
筋力アップ

気功＆
ストレッチ

ジャズヴォーカル

かっぽれ踊り

みんなで歌おう♪
もう一度歌いたい！
懐かしの童謡・愛唱歌

いけばな小原流

はじめてのジャグリング

日曜のおもてなし＆
接客英会話

土曜朝の
英会話レッスン

午後の英会話サロン
入門編

夜の英会話入門★

はじめよう英会話★

手打ちそば・うどん

週末・夜の絵画教室

楽しく学ぶ日本画
大人のための書道

笑顔が広がる「笑い文字」

日本画

楽しく描こう
水彩色鉛筆画

一閑張りを楽しむ

楽しいおりがみ

金継ぎと蒔絵（金）

朗読認識法・初めの一歩

俳句入門
楽しい文字絵てがみ（己書）

スポーツウェルネス吹矢

腰掛タップダンス®

心と体をつなぐヨガ はじめての社交ダンス入門
初級

花柳流日本舞踊（月）
楽しい民謡教室

大正琴を楽しもう（初等科）

中高年のストレッチ＆
音楽体操（木）

ペン字・筆ペン（火）

キッズ・ダンシング そろばんで
脳力アップ！

こどものための
ピアノレッスン（個人）

筆ペン・ボールペンが同時に学べる講座
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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。
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