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◆出演　藤原紀香　葛山信吾
　　　　高橋惠子　松平 健　他
◆2/11（金・祝）11:00開演
◆13,000円（会員12,500円）

　国民的人気作『サザエさん』の舞
台化第２弾。今回の舞台ではアニメ
の10数年後の世界を描きます。サ
ザエさん一家の変わらぬ温かな日
常を、豪華キャストを迎え、舞台版オ
リジナルストーリーでお贈りします。

■お食事付き明治座公演
舞台「サザエさん」

◆2/15(火)18:00開演、事前レクチャー17:00～
◆7,500円（会員7,000円）

　観劇の前に技芸
員によるレクチャー
が付いたお得な講
座です。初めて文楽
に触れる方、改めて
基本を知りたい方
におすすめです。

■事前レクチャー付き観劇
国立劇場　2月文楽公演
「平家女護島（鬼界が島の段）／釣女」

◆出演  鹿賀丈史  市村正親  他
◆3/16（水）13:00時開演
◆3/29（火）13:00時開演
◆13,000円（会員12.500円）

　最強コンビ・鹿賀丈史＆市村正親
が帰ってくる！ 南フランスのナイト
クラブを舞台に、ゲイカップルと、そ
の一人息子を巡って巻き起こる騒
動から＜愛＞の尊さ、温かさをハー
トフルに描いた傑作ミュージカル。

■日生劇場公演
ミュージカル「ラ・カージュ・オ・フォール」

 会場：読売新聞東京本社3階「新聞教室」

　人気コラムニストでタレ
ントの小原ブラスさんと
大手小町編集長の対談。
ロシア生まれ、関西育ち。
YouTubeで「ピロシキー
ズ」としても活躍するブラ
スさんの体験談を交えて
語ります。

　日本刀が文化史や美術史
の上でどのような役割を果
たしてきたのかを解説いた
します。

　琵琶の生演奏と
共に、平家物語の世
界を鑑賞します。現
代にも息づく、幽玄
な琵琶の音色をお
楽しみください。

　世界の美術を彩り続けた「美と愛と豊穣
の女神ヴィーナス」の歴史をボッティチェリ
の絵画やミロのヴィーナスなど華麗な美術
作品でたどります。

京都国立博物館　主任研究員　末兼 俊彦 琵琶奏者　田原 順子

美術評論家　NPO美術教育支援協会理事長
　谷岡 清

◆12/18（土）
　13：30～15：00
◆会場 2,750円
　オンライン（Zoomウェビナー） 1,650円

◆1/8（土）、2/5（土）、
　3/19（土）
　11:00~12:30もしくは
　14:00～15:30
◆3か月3回9,900円

◆2/11（金・祝）
　13:00～14:30
◆3,850円（会員3,300円）

◆2/12（土）13：00～14：30
◆3,630円（会員3,080円）

大手小町ラボ　
2021年小原ブラスとトークで厄払い

刀剣マスター末兼俊彦の
日本刀講座1.2.3.

琵琶と楽しむ
「平家物語」の世界

美術作品でたどる『美神ヴィーナスの変遷』
～美と愛と豊穣の歴史～

新作

2022年1月29日 ～2月13日

葛山信吾葛山信吾
2019年、明治座にて、豪華キャストを迎え舞台『サザエさん』を上演いたしました。

10年の時を経て、少しずつ変化のあったサザエさん一家の日常を描き大好評を得ました。
そして2022年2月、待望の舞台化第2弾が決定！
物語は10年後…からさらに数年後！？

舞台版オリジナルストーリーでお贈りする、舞台『サザエさん』にご期待ください。

2019年、明治座にて、豪華キャストを迎え舞台『サザエさん』を上演いたしました。
10年の時を経て、少しずつ変化のあったサザエさん一家の日常を描き大好評を得ました。

そして2022年2月、待望の舞台化第2弾が決定！
物語は10年後…からさらに数年後！？

舞台版オリジナルストーリーでお贈りする、舞台『サザエさん』にご期待ください。
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©長谷川町子美術館
主催：フジテレビジョン・明治座

●入会金 5,500円。70歳以上と小学生以下のお子様は入会金無料。
　読売新聞購読または購読予定の方には特典があります。70歳以上で読
売新聞購読または購読予定の方は、入会金が無料になるほか、受講料割
引券 1,000円分を進呈します。

●受講料のほか維持費がかかります。維持費は新型コロナウイルス感染防
止に必要な消耗品等の調達、オンライン講座の実施環境整備、野外講
座の運営、施設や道具の修繕などにあてさせていただきます。教材費、
保険料等が必要な講座もあります。

●表示の入会金、受講料等は消費税を含む金額です。
　会員料金の表示がない場合は、統一料金です。

JR川崎駅ビル アトレ川崎5階のカルチャースクール

JR 川崎駅

アトレ川崎

5F
受付 午前 9時30分～午後8時（日曜は午後4時30分まで）

よみうりカルチャー川崎 検索検索

体験日

体験日

体験日

日本民踊鳳蝶流助教師　　　
橋本  美靭成
　民謡をはじめ、昭和歌謡、
J-POP など楽しく踊りましょ
う。
◆第2・4木曜10:30～12:00
◆３か月6回 20,625円
◆1/13 ～
　　　　　  12/9、23

パリテイストフラワー

楊名時八段錦太極拳 （土）ソロで踊るフラ（初級）

楽しいウクレレ（個人）

人気花屋さんが教える
「フラワーアレンジメント」

お出汁教室

宝塚＆ミュージカル
ソングを歌おう

ミクロモザイク
～動物シリーズ～

ワイン基礎講座
フランス産地めぐりと話題のワイン

若冲と琳派から学ぶ
水墨画

ホッと癒やしの
神社めぐり

アンチエイジング・フラ

組紐アクセサリー

伝承のちりめん細工
つるし飾りと細工物

基礎からの色鉛筆

やさしいパステル画

楽しく歌う
ハワイアンソング

古布で作るがま口とバッグ

みんなで盆踊り

はじめての写経

テーマパークダンス

初めての大人のK-POP基礎から学ぶ株式投資と経済

yoga&ストレッチ

楽しい「大人の塗り絵」
膝への負担が少ない
チェアヨガ

正調安来節
どじょうすくい踊り

紫派藤間流日本舞踊

尺八教室（個人）

琉球舞踊

手作りドール服

愛のカンツォーネ&
イタリアンソング

楽しく Pops
バンド・アンサンブル

ゼロから始める
「いけばな雪舟流」

心で読む「古事記」

短歌をたのしむ

俳句でつながる

季節の和菓子を愉しむ
～春の便り～

ガヌテルアート楽しく描く似顔絵教室

クラフトバンドで作る
かごとバッグ

筆ペン・ボールペンが
同時に学べる講座

日本画家・美術家
西野  正望 
　伊藤若冲の筋目描
き、琳派（俵屋宗達、
尾形光琳）などの垂ら
し込み技法や彫り塗り
技法を用いた作品を入
口に日本の水墨画を学
びます。最初は模本か
ら始め、好きなモチー
フで描くことにも挑戦
していきます。
◆第1・3・5金曜
　15:30 ～ 17:30
◆3か月6回23,760 円
◆1/7 ～

元國學院大學神道文化学部教授　三橋  健 
　神社の祭神や由
緒、本殿や拝殿な
どの様式を知り参
拝します。この時
期は疫病退散の祈
願をしたいと思い
ます。
◆第４金曜10:30～12:30
◆３か月3回11,088円 ◆1/28 ～

Hiwalani 主宰　Hiromi 
　ハワイアン・ミュージック
に癒されながら、体感と深層
筋を鍛え、身体の芯から美し
くなりましょう。
◆第２・４火曜19:00～ 20:20
◆３か月6回 19,800円
◆1/11～
◆事前体験会 12/28

組紐細工士　高橋  美登里 
　色彩豊かな津久井紐を材料
にして、道具を使わずに手だ
けで組み上げていきます。
◆第２・４金曜10:00～11:30
◆３か月6回 21,450円 ◆1/14 ～
◆事前体験会 12/10　体験料 1,100 円

日本玩具博物館講師
松井  七重 
　江戸時代から続く伝
承手芸です。手の技を
生かして花や人形、動
物、袋物等を作ります。
◆第1・3火曜
13:00～15:00

◆３か月4回 14,080 円
◆2/1 ～
◆事前体験会 1/18

現代色鉛筆画協会委員　長岡  由季 
　削ったり、ぼかしたり
色々なテクニックを習得す
ると、色鉛筆で描いた絵な
の？と思うほどの作品に仕
上がります。
◆第1・3・5火曜
　10:30 ～ 12:30 
◆３か月6回 17,820円
◆1/18 ～

画家　鈴木  伸子 
　明るく鮮やか
な色彩が持ち味
です。ぼかしや
グラデーション
を学び、魅力あ
る絵を描きま
しょう。
◆第1・3・5木曜 10:00 ～ 12:00
◆3か月7回 23,100円　1/6 ～
◆第 4土曜 10:00 ～ 12:00 
◆3か月3回10,230円　1/22 ～

ハワイアンミュージシャン
レイモア エリア ヤング 
　本場ハワイ生まれの講師
が正しい発音や言葉の意味
をお教えします。歌を通し
てハワイの風を感じてみま
せんか。
◆第2・4金曜13:00～14:30
◆３か月6回 20,460円
◆1/14 ～

布作家 sova*　イシカワ  カオル 
　美しくモダンな古布を使
い、がま口や布小物・バッ
グを作ります。布合わせを
楽しみながら一緒に作って
いきましょう。
◆第1土曜 13:00～16:00
◆３か月3回 11,550円
◆1/8 ～

立正大学（特任）講師　佐々木  一憲
　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
◆３か月3回9,504円
◆1/15 ～
　　　　　  12/18

ダンスインストラクター　Etsuko
　役柄や情景を表現するダンス。
ダンスが初めての方、お芝居や
ミュージカルに興味がある方も大
歓迎です。
◆第１・３・５土曜 12:00 ～ 13:30
◆３か月6回18,480円 ◆1/15 ～
　　　　　  12/4、18

ダンスインストラクター　尾嵜  聡美
　一つ一つの動きを確認しながら
進めます。ダンス初心者の方も安
心してご参加下さい。
◆第2・4木曜19:00～20:30
◆３か月6回18,480 円  ◆1/13 ～
　　　　　  12/9、23

株式・為替の実践型投資スクール経営  川田  英利
　株式投資での成功者が使用し
ている投資法を会社四季報や経
済新聞を使って分かりやすく解
説します。
◆第2・4木曜 13:30 ～ 15:00
◆３か月６回19,800 円  ◆1/13 ～

Rinlax 主宰ヨガインストラクター
平岡  里奈
　身体のバランスを整え
ることで代謝を高め筋力、
持久力を向上させます。
◆火曜 18:30 ～ 19:40
◆３か月10回 31,900 円
◆1/11 ～
◆第 1・3火曜18:30～19:40
◆３か月5回15,950円 ◆1/18 ～
◆第 2・4火曜18:30～19:40
◆３か月4回12,760円 ◆1/11 ～

サクラクレパス大人の塗り絵認定講師　藤岡 敬三 
　花や風景から名画まで手本は
様々。好みの絵と画材を選んで
創作を楽しみましょう。
◆第3木曜13:30 ～15:30
◆3か月3回10,230 円 ◆1/20～
◆事前体験会 12/16
　体験料 1,100 円

ヨガインストラクター　窪田  友美子 
　椅子を用いて
座ったまま行え
るヨガのことで
す。無理なく全
身運動ができま
す。
◆第2・4金曜
　10:30～11:30
◆3か月6回
　18,480円 ◆1/14 ～

カサハラフットケア整体　横浜本院・専属講師
みうら たけし 
　足・ひざ・腰・
首の痛みや不調
（未病）を自分で
改善することを
目指します。
◆第４火曜13:30～ 15:00
◆３か月3回10,560円 ◆1/25 ～

琉球舞踊藤の会関東支部教師
西原  佐代子
　芸能の島沖縄。琉球三味線
の音色に合わせて沖縄の文化
に触れてみませんか。
◆第2・4火曜 11:00 ～ 12:15
◆3か月6回24,750円  ◆1/11 ～

安来節保存会　男踊り師範　金子  誠一
　軽快な安来節の三味線のリ
ズムに合わせてユーモアたっ
ぷりにおどります。
◆第２・４土曜 12:10～13:40
◆３か月6回18,480円
◆1/8 ～
　　　　　  12/11、25

（公社）日本舞踊協会委員　藤間  掬穂
　　　　　　　　　　　　  藤間  掬美奈

　歌舞伎風の舞踊が特徴です。
◆第１・３・５金曜
　19:00～21:00
◆３か月6回19,734円  ◆1/7 ～
　　　　　  12/3、17

琴古流尺八奏者　小濱  明人
　流派・ジャンル問わずご希望
に応じてレッスンいたします。
◆第２・４水曜 14:15～18:45
◆３か月6回21,450円
◆1/12 ～

アートマスターズスクール衣装学科主任講師
河津  明美 
　お気に入りのお人形にぴった
りサイズの衣装を作ります。球
体関節人形、アンティークドー
ル、テディベアなど、どんなお
人形でもOKです。
◆第 1・3日曜 10:30～12:30
◆３か月5回18,150円 ◆1/16 ～

日本オペラ協会会員
声楽家（ソプラノ）小林  悦子 
　イタリア歌曲とともに発声から
始めます。曲の内容を理解しイタ
リア語に親しみながら歌います。
◆第2・４木曜 12:30 ～ 14:00
◆３か月6回 21,120円  ◆1/13 ～
◆事前体験会12/23  体験料 1,100円

トキワミュージック代表　常盤  正徳 
　好きな楽器を持
ち寄り、合奏を楽し
みましょう。
◆第 1・3・5日曜
　10:30～12:30
◆３か月6回 23,100円 ◆1/16 ～
　　　　　  12/5、19

いけばな雪舟流次期家元　増野  光晴 
◆第４日曜
　13:00～15:00
◆３か月3回
　9,570円
◆1/23 ～
　　　　　  12/26 

元國學院大學神道文化学部教授　三橋  健 
　日本で最も古く最も新しい本、「古事記」を
学びます。
◆第４火曜10:00～11:30
◆３か月3回9,867円 ◆1/25 ～

NHK学園短歌講座選任講師
「未来」短歌会編集委員・選者　中川  佐和子 
　自分らしい短歌を作る力を基
本から楽しく身につけていきま
しょう。
◆第３木曜13:00～15:00
◆３か月3回10,246 円  ◆1/20 ～
　　　　　  12/16

「秋麗」「磁石」同人　俳人協会会員　石地  まゆみ 
　経験は問いません。俳句の作
り方、ルール、コツ、ポイント
をやさしく丁寧にお話しします。
◆第1月曜10:30～12:30
◆３か月3回9,240円  ◆1/17 ～
　　　　　  12/6

英会話講師  ジェームズ・ ファーナー 
　日常会話をドラマのワンシー
ンのように楽しみながら学びま
せんか。
◆第1・2・3水曜 14:00～15:10
◆３か月8回 25,520円  ◆1/12 ～

和菓子ライフプロデューサー・デザイナー
毎日が和菓子日和主宰　梅田 なお実 
　全国の和菓子屋さんを訪ね、その土地を感じ
て味わった和菓子の魅力をお伝えします。毎回
その時期ならではのお菓子を、おすすめのお茶
と共にほっこりと五感で味わいませんか。お菓
子にまつわるストーリーも学びます。
◆第3金曜 13:30 ～15:30（日中クラス）
　　　　 19:00～21:00（夜クラス）
◆3か月3回 9,240円 ◆1/21 ～

Yumi ガヌテルアート協会認定講師
平田  真理 
　マルタ共和国に伝わる
工芸です。刺しゅう糸と
ワイヤーを使って立体的
なお花やリーフを作りま
す。
◆第２金曜
　10:15 ～ 12:15
◆３か月3回 9,900 円
◆1/14 ～
◆事前体験会 12/17
体験料 1,100 円

クラフトバンドエコロジー協会認定講師
酒井 千賀子 
　クラフトバン
ドという国産の
再生紙からでき
た素材で編む手
芸です。
◆第3水曜
　10:30～12:30
◆3か月3回 10,230円 ◆1/19 ～
　　　　　  12/15
◆第 1木曜 14:00 ～ 16:00
◆3か月3回 10,230円 ◆1/6 ～
　　　　　  12/2

暁書法学院講師　野上  由美子 
　調和のとれた美しい
文字が書けるよう指導
いたします。
◆第１・３土曜
　10:00 ～ 12:00
　13:00 ～ 15:00
◆3か月5回 16,500 円 ◆1/15 ～

fl owerdesign angelique 主宰
フラワー装飾技能士
高野  容子 
　「上品な可愛らし
さ」を追求し、珍し
く美しい花材を使っ
たアレンジメントで
す。 
◆第１木曜
　13:00～15:30
◆３か月3回
　9,570円
◆1/6 ～

揚名時八段錦・太極拳　師範
上村  マリ子 
　正しい姿勢を保ちながら、
ゆっくりしなやかに体を動か
すことで、体の歪みや癖を整
えます。 
◆第2・4土曜
　10:30～12:00
◆3か月6回 17,820円
◆1/8 ～

Hiwalani 主宰 Hiromi  
　ソロで舞うための表
現力を身につけて、自
分らしく想いを伝える
舞いを披露してみませ
んか？ 
◆第 1・3水曜
　11:50 ～ 13:00
◆３か月6回 19,800円
◆1/5 ～
◆事前体験会 12/15

トキワミュージック代表 常盤  正徳 
　ソロ弾きや講師とのア
ンサンブルなど、希望に
合わせて学べる 30分の
個人レッスン。弾き語り
の歌の指導も可能です。 
◆第 2・4木曜
　13:30 ～ 15:30
◆3か月6回19,800円
◆1/13 ～

野口美知子インテリアフラワーズ
メゾンフルーリーチーフデザイナー 佐々木  久満 
　雑誌「花時間」な
どで活躍中の講師
が、和洋を問わず暮
らしにあった花の扱
い方を指導します。 
◆第２金曜
　13:30 ～ 15:00
◆３か月3回
　10,725円
◆1/14 ～

だしソムリエ認定講師 山根  正充 
　お出汁の本当
の美味しさを学
びます。さまざ
まな出汁素材を
使って、お料理
をワンランク上
にアップさせま
しょう。 
◆第３日曜10:30 ～ 12:00
◆３か月3回9,900 円 ◆1/16 ～

舞台女優、ヴォイストレーナー
南  かりん 
　憧れの宝塚、ミュージカ
ルの歌を、発声から、音取
り、暗譜、簡単な振りをつ
けて、世界観を楽しみます。 
◆第 1・3日曜
　12:00～ 13:30
◆３か月5回 16,500円
◆1/30 ～
◆事前体験会 1/16　体験料 1,100 円

日本似顔絵検定協会公認似顔絵師 吉村  眞由美 
　人に興味があ
り、人を楽しま
せることが好き
なら大丈夫。似
せるコツを描き
ながら覚えてい
きます。 
◆第１・３木曜
　15:00～ 16:30
◆３か月6回 19,140円 ◆1/6 ～
　　　　　  12/2、16 

オシャレで素敵な
かんたんバッグ
CHIC FLIC® インストラクター 田中  利恵 
　エレガントなバッグを作り
ましょう。ファーとツイード
の糸を使い、お好きな色で作
ります。 
◆第１・３火曜10:00 ～ 12:00
◆３か月5回 19,250円
◆1/18 ～

日本ミクロモザイク協会指定講師 石井  ゆみ 
　イタリアの伝統工芸
「ミクロモザイク」の
技法で、可愛い動物の
モザイクを作ります。 
◆第３木曜
　10:30～12:30
◆３か月3回 10,230円
◆1/20 ～
◆無料説明会
　ガラスパーツのカット体験をします。
12/16　11:00 ～ 12:00

Salon de C tamagawa主宰 松井  千尋 
　フランスの代表的な産
地を、毎回 3 本のワイ
ンをテイスティングしな
がら紹介します。同郷の
チーズもご一緒に。オレ
ンジ、グリーンなど話題
のワインもご紹介。 
◆第４土曜
　13:30 ～ 15:00
◆３か月 3回 9,570 円
◆1/22 ～

は1月期新設講座

よみカル体験日 受講料

1,100円
詳細は裏面を
ご覧ください12月1日    ～28日水 火
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期間 要予約

鎌倉水彩画塾塾長　矢野 元晴 
　光と影を印象的に表現した、空気感のある
画風が人気の講師。実演を交えながら１工程
ずつ描き進めていきます。初心者から絵の表
現を広げたい経験者まで、古都の趣を感じさ
せる風景を教室で描いてみませんか。
◆1/29（土）10:00 ～ 12:30
◆3,850 円

実演で魅せる
鎌倉の水彩風景

公 開
講 座

公 開
講 座

　環境指標になる野鳥
たち…今、どんな鳥が
増えているのか？減っ
ているのか？を解説
し、野鳥保護最前線と
して絶滅危惧種シマフ
クロウの保護の現場、
北海道からオンライン
中継もあります。野鳥
や自然保護に関心のあ
る方、必見！
◆1/13（木）
　13:00 ～ 15:00
◆3,575円
◆教材費：110円

～シマフクロウの森から学ぶ～
増えた鳥、減った鳥…野鳥保護の最前線お釈迦様の教えは不滅です

奈良薬師寺管主　加藤  朝胤
お釈迦様は多くの

人々の幸せを願って布
教されました。その教
えは文字として残され
たのではなく、お釈迦
様が随時随所で必要に
応じてお説きになりま
した。その教えが後世
になり文字化されたものが経典です。
　お釈迦様の教えは、2500年の長きに亘り私
たちの心の拠り所となり、生活の道標となり光
を放ち続けています。その心理を学びます。
◆3/13（日）14:00 ～ 15:30
◆3,300 円（会員 2,750 円）

ジェームズ先生の
英会話レッスンNew

立礼席の茶の湯
江戸千家　グループウェイブ代表　井上  皓心 
　椅子席でお手前を学びます。
◆第２金曜13:00～15:00
◆３か月3回 9,900円 ◆1/14 ～
　　　　　  12/10 体験日

[ 足・ひざ・腰・首 ]
あなたの足大丈夫ですか？
足から未病対策

はじめてさんの
着付け講座 

きものコンサルタント
高橋  美登里 
　じっくりと着付けのコツ、きも
のの魅力をお伝えします。
◆第２・４金曜 12:00～14:00
◆３か月6回21,120円  ◆1/14～ 
◆事前体験会 12/10　体験料 1,100 円

New

New

公開講座

シマフクロウ（撮影：日本野鳥の会）　

日本野鳥の会 主席研究員　安西  英明

シマフクロウは北海道に生息する全長70㎝、翼を広げると約180㎝の世界最大
級のフクロウ。生息数は約160羽で絶滅のおそれが最も高い絶滅危惧種のひと
つにも指定されている。

英語で歌おう青春のポップス
オフィスVMC講師　隅川  真里 
　ヴォイストレーニングから始
め、曲の背景から歌い方のポイ
ントを学びます。
◆第２・４金曜 10:30 ～ 12:00
◆３か月6回 19,800 円
◆1/14 ～
　　　　　 12/10、24
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