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よみうりカルチャー川崎 検索

［オンライン］Zoom

フォトライブ～極北の美しい大自然～フォトライブ～極北の美しい大自然～

アラスカ・オーロラ紀行アラスカ・オーロラ紀行
公 開
講 座

講師プロフィル
1972 年愛媛県生まれ。アラスカ大学卒業。写真家星野道夫さんの
作品を観て感銘を受け、写真家を志す。著書に「原野行」、「オーロ
ラの向こうに」「アラスカ無人島だより」など。

沖縄三線入門

基礎から学ぶ
株式投資と経済

歌がうまくなる！
歌声教室（午前）

オシャレで素敵な
かんたんバッグ

日曜写真教室

楽しい折り紙

イキモノたちの
ビーズ刺繍ブローチ

（土曜クラス）

筆ペンでも描ける
おしゃれなプチ水墨

歌わない声枯れ防止発声エクササイズ
誤えん防止ボイスサイズ ® 

3か月痩せ活ダイエット

多肉植物の
かわいい寄せ植え

植木鉢に作る小さな
イングリッシュガーデン

コケテラリウムと
季節の草花小さな盆栽

もっと好きになる
台湾中国語（超入門）★

韓国語・超入門
（全 12 回・前半）

青春の愛唱歌を歌う

韓国語・初級

リボンクラフト

沖縄三線音楽奏者
眞境名  幸輝 
　青い空青い海。独自の文
化を育んだ中から生まれた
沖縄三線。島唄のメロディー
を弾いてみましょう。
◆第 1・3 木曜 10:30 ～ 12:00
◆３か月6 回 22,275 円
◆10/6 ～
◆事前体験 9/15

株式・為替の実践型投資スクール経営　川田  英利 
　初心者の方でも安心して学べ
る株式投資の講座です。NISA や
投資信託、個人年金運用につい
て学べます。
◆第 2・4 木曜 13:30 ～ 15:00
◆３か月6回 19,800円　◆10/13 ～

テノール歌手、声楽家　河野  浩亮 
　腹式呼吸、声
帯の使い方など
発声のコツを覚
え、今よりもっ
と楽に、美しく
歌えるようにな
りましょう。
◆第 2・4 木曜
　10:30 ～ 12:30
◆３か月6 回 19,800 円　◆10/13 ～

CHIC FLIC® インストラクター　田中  利恵
　エレガントで高級感あふれるバッグを作りま
しょう。オシャレなのはもちろん、軽くて実用
的なバッグです。
◆第 2・4 火曜 10:00 ～ 12:00
◆3回 11,500円
◆トートバッグ 10/11、10/25、11/8
◆チュールバッグ 11/22、12/13、12/27

おりがみ会館講師
巽  照美 
　四季折々の花や果物、伝
承的な物から進化した作品
まで美しく作り上げていき
ます。
◆第４金曜 13:00 ～ 15:00
◆６か月 6 回 19,800 円
◆10/28 ～
◆事前体験 9/23

プロカメラマン　松本  曉 
　光や構図
などの基本
からSNSへ
のアップま
で学びます。
あなたの感
性を作品に
しましょう。
◆第１・３
　日曜 10:30 ～ 12:30
◆３か月5回 16,500円　◆10/2 ～
◆事前体験 9/4、18

ビーズ刺繍作家　金沢  ミチヨ 
　ビーズ刺繍の基本の刺し方を学びながら、動
物たちのブローチを作りましょう。
◆第2土曜 10:30 ～ 12:30
◆6か月6回 21,120円　◆10/8 ～

国際墨友会 小林東雲監修
国際墨友会講師 一次審査員　三木  東幸 
　水墨画の技法を取り入れながら可愛いおしゃれな絵
を描きましょう。季節のおたよりに添えたり、お家に
飾っても素敵です。
本格的な水墨画学
習への入口として
も始めて頂けます。
◆第 4 火曜
　13:00 ～ 15:00
◆6か月6回
　20,460円
◆10/25 ～
◆事前体験 9/20

ボイスサイズ ® 講師　森下  邦太
　　　　　　　　　村治  亜斗夢
　喉トレ、肺トレを組み合わせた
発声エクササイズです。声がかす
れる、こもりがち、食べ物が飲み
込みづらくなった、などでお悩み
の方にぴったりの講座です。
◆第 1・3 火曜 10:30 ～ 11:30
◆３か月6回 19,800円　◆10/4 ～　◆事前体験 9/20

日本ダイエット健康協会認定インストラクター
横山  あや 
　目標を決め、正しい知識に基づい
た痩せ技で座学やエクササイズを
通してダイエットに取り組みます。
◆第2・4 水曜 10:30 ～ 11:30
◆3か月6回 19,800円
◆10/12 ～

Salon de C tamagawa 主宰　松井  千尋 
　ワインが好き、学んでみたい
と思われる方のための講座です。
季節に合ったテーマで基本的な
知識を学び、3 種類のワインを
ティスティングします。
◆第４土曜 13:30 ～ 15:00
◆６か月6回 19,140円
◆10/22 ～
◆事前体験 9/24

ガーデナー　平野  純子 
　種類が豊富で個性豊かな多肉植物を身近な小
物などを使って可愛く寄せ植えしてみませんか。
基本の植え付け方や季節ごとの管理の仕方など
も解説します。
◆第１土曜 10:30 ～ 12:00
◆６か月6回 19,800円　◆10/1 ～

園芸研究家　大野 好弘 
　日本で栽培し易い種
類を吟味し寄せ植えを
造ります。
◆第３火曜
　13:30 ～ 15:00
◆３か月3回 9,900円
◆10/18 ～

園芸研究家　大野 好弘 
　簡単で長持ちするコケを
使いグリーンインテリアや
季節を感じる山野草との寄
せ植えを造ります。
◆第３金曜 13:30 ～ 15:00
◆３か月3回 9,900円　◆10/21 ～
◆事前体験 9/16

澪樹園園主、日本小品盆栽組合員、盆栽家
内田  佐智子 
　盆栽をはじめたい方に
楽しく学んでいただける
優しい基礎講座です。
◆第２土曜
　13:00 ～ 15:00
◆６か月6回 22,440円　◆10/8 ～

台北大学卒　張  文馨 
　台湾人女性講師が、台湾の習慣や
文化紹介も交えながら台湾中国語の
基礎をやさしく手ほどきします。
◆第 2・4 金曜 10:30 ～ 12:00
◆３か月6回 20,592円　◆10/14 ～
◆事前体験 9/23

通訳案内士　高  光振 
　講師オリジナルテキストで、
ハングルの正しい書き方や読み
方をゼロから学びます（全 12
回の前半）。
◆第 1・3 火曜 11:45 ～ 12:45
◆３か月6回 17,820円◆10/4 ～
◆ミニ体験 9/20（無料）

日本声楽発声学会正会員・元音羽ゆりかご会
柴田 美嘉
　明治時代から昭和の名曲の
数々を、懐かしいお話を交え
ながらピアノ伴奏に合わせて
歌いましょう。
◆第 2・4 火曜 10:30 ～ 12:00
◆３か月6回 19,800円　◆10/11 ～

　ハングルの読み・書きができる方で、これ
から文法を始めたい方、ゼロからやり直した
い方にピッタリです。
◆第 1・３土曜 15:30 ～ 16:30
◆３か月 6 回 17,820 円　◆10/1 ～

リボンクラフト協会　　　　　安藤  れい子監修
リボンクラフト協会認定講師　村上  千昭 

は10月期新設講座

　色彩豊かで美しいフランスリボンに、アロマ
オイルやハーブの香りを加え、サシェや小箱、
バッグチャームなどの日常で使える小物を作り
ます。
◆第 1 水曜 10:00 ～ 12:30
◆6か月6回 21,780円　◆10/5 ～

やさしいワインレッスン

公 開
講 座 タブレット純の
昭和歌謡案内

歌手・芸人
タブレット純  
　昭和の名曲の
ディープな知識
をレクチャーし
ます。独唱を交
えながら、昭和
歌謡の系譜、曲
にまつわるエピ
ソードなどを解
説します。
◆ 9/19（月）
　13:00 ～ 14:30
◆ 4,180 円

撮影：御堂義乘

トートバッグ チュールバッグ

倉嶋紀和子の古典酒場部

ねこ。ネコ。猫

古典酒場編集長  倉嶋  紀和子 
　酒場を楽しみ尽くすための
コツを一緒に体感しましょう。
◆第１土曜 16:00 ～ 17:30
◆６か月6回 19,800円
◆10/1 ～

猫専門獣医師　服部　幸 
　猫を愛する方に聞いてほ
しい話がいっぱい詰まった
猫の集会（セミナー）です。
◆第4金曜 20:00 ～ 21:30
◆3 か月3回 8,250円
◆10/28 ～

大正琴を楽しもう 初等科

いけばな 古流松藤会（初等科）

好きなものが作れる
洋裁教室

林亮太のリアル色鉛筆画

ドイツ＆パリスタイル
フローラルデザイン

基礎デッサン

楽しいウクレレ（個人）

みんなで盆踊り

エキゾチック ベリーダンス

のどを鍛える
「健康声磨き ®」レッスン

1 年で学ぶ
はじめての四柱推命

ナンタケットバスケット

日本大正琴協会理事　小林  紘容 
　大正琴は誰でも気軽に
始められる楽器ですが、
奥深くもあります。音を
出す楽しさを感じてみま
しょう。
◆第 2・4 火曜 10:30 ～ 12:00
◆３か月6回 17,820円　◆10/11 ～
◆事前体験 9/13、27

古流松藤会家元参事　尾上  鈴代 
◆第１・２・４月曜
　15:30 ～ 17:30
◆６か月17回 52,360 円
◆10/3 ～
◆事前体験 9/5、12、26

ドレスデザイナー　秋山  祐子 
　好きなものを作れます。洋服で
も小物でも何でも OK ！
◆第２日曜 10:00 ～ 12:00
◆３か月3回 9,900円
◆10/9 ～

色鉛筆画家　林 亮太 
　写真のような
息吹を感じさせ
る作品が話題の
講師と身近な画
材が持つ魅力を
引き出してみま
せんか。
◆第１水曜
　10:30 ～ 12:30
◆6 か月 5 回
　16,500 円　◆10/5 ～
◆事前体験 9/7 flowerdesign angelique 主宰

フラワー装飾技能士　高野  容子 
　珍しく、美しい花材をたっぷ
りと使ったアレンジメントを作
ります。
◆第 4 木曜 10:30 ～ 13:00
◆６か月6回 19,140円
◆10/27 ～　◆事前体験 9/22

新制作協会会員・日本美術家連盟会員　阿曽沼  明 
　デッサンのコツを覚えて
形を写す面白さを学びます。
◆第２・４金曜
　18:30 ～ 20:30
◆３か月 6回 19,800 円
◆10/14 ～
◆事前体験 9/9、30

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。
◆第２・４木曜 13:30 ～ 16:30
◆３か月6回 19,800円
◆10/13 ～
◆事前体験 9/8、22

日本民踊鳳蝶流助教師　橋本 美靭成
　馴染みのある民謡をはじめ、
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 
◆10/13 ～
◆事前体験 9/8、22

Eleganza Tokyo　Elina Star
　ダンスの土台となるベーシック
とクラシックな動きをしっかりと
学べるクラスです。
◆第１・３日曜 12:50 ～ 14:10
◆３か月6回 19,800円  ◆10/2 ～
◆事前体験 9/4、11

日本声磨き普及協会認定インストラクター　浅井  卓弥
　のどの不調や声
の衰えが気になる
方におすすめです。
顔のたるみや歪み・
姿勢の改善、誤嚥
性肺炎の予防にも。
◆第1・3 水曜 13:00 ～ 14:30
◆3か月6回 20,460円　◆10/5 ～
◆事前体験 9/7、21

（協）易道事業連盟専務理事・
日本占術協会相談役　清水  誠
　生年月日から干支を配列して
性格、運勢、相性、適職、結婚運、
仕事運など推察していきます。
◆第 2・4 火曜 19:00 ～ 20:30
◆３か月6回 19,008 円
◆10/11 ～
◆事前体験 9/13、27

New  England  Nantucket  Basket  Association
公認インストラクター
咲花  一恵 
　ナンタケット島で伝
統的技法により編まれ
ているのがナンタケッ
トバスケットです。
◆第３土曜
　15:00 ～ 17:00
◆６か月 6 回 33,000 円
◆10/15 ～

四季のスケッチ
日本美術家連盟会員　清田  悠紀子 
　よみうりランドのフラワー
パーク「HANA・BIYORI」で、季
節の花や風景を描きましょう。
鉛筆でデッサンして水彩、色鉛
筆、パステルなどで着彩します。
◆第 3 日曜 13:00 ～ 15:00
◆6か月5回 16,500円 入園料別　◆10/16 ～
◆事前体験 9/18

×よみうりカルチャー

漫談家　青空  遊歩 
　知っているつも
りの「あの町この駅」
再発見！寄り道、裏
道、回り道、楽しく
お散歩しましょう。
◆第３木曜
　10:30 ～ 12:30
◆６か月6回 22,440円　◆10/20 ～

ガイド　今泉  順子 
　「ゆる山歩き」で
のんびり楽しく、
神奈川県の自然を
味わいましょう。
◆第４火曜
　10:30 ～ 14:30
◆６か月6回 23,760円　◆10/25 ～
◆事前体験 9/27

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 
　鎌倉の魅力は八十八谷
戸といわれる地形と「坂
道」にあります。ゆっく
り歩きながら四季の花々
や野鳥のさえずりに触れ
てみませんか。
◆第２火曜 12:30 ～ 15:00
◆６か月 6 回 22,176 円　◆10/11 ～

京急沿線さんぽ歩こう「神奈川の魅力」花の鎌倉・坂道ウォーク

語り朗読講座

BALLEVO® 　

[ 足・ひざ・腰・首 ]
あなたの足大丈夫ですか？
足から未病対策

野鳥を知り、自然を知る

ナイト Yoga

ガヌテルアート

Zumba®（ズンバ）

張会斌の二胡（入門）

タイルクラフト

フルーツ＆ベジタブル、
ソープカービング

楽しいピアノレッスン
（個人）

シーフォルダ所属　フリーアナウンサー
語り演者　川辺  小都子
　声に出して読み上げる朗読と
内容を聞き手に届ける語り。日
常会話のように自分の声で表現
しましょう。
◆第 1・3・5 木曜 10:30 ～ 12:00
◆３か月5回 17,187円　◆10/20 ～

BALLEVO 認定インストラクター
Chiharu 
　ボイストレーニングとバレエの
メソッドで、身体が内側から温ま
り姿勢が整っていきます。
◆第１・３金曜 10:30 ～ 12:00
◆３か月6回 19,800円　◆10/7 ～
◆事前体験 9/30

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　◆10/25 ～

（公財）日本野鳥の会 参与　安西  英明
　野鳥を気にかけている
と、景色も人生も変わり
ます。この星は隅々まで
が命の住みかであり、そ
の野生の命たちが日々展
開しているドラマが見え
てくるからです。野鳥の
見つけ方、見分け方、聞き分け方を学びます。
◆第４木曜 13:30 ～ 15:00
◆６か月6回 21,450 円　◆10/27 ～

ヨガインストラクター　Misato 
　呼吸に合わせ、全身を気
持ちよく伸ばしながらポー
ズをとります。
◆第１・３・５火曜
　18:40 ～ 19:40
◆３か月7回 22,330円　◆10/4 ～

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
◆10/14 ～
◆事前体験 9/9

OFFICIAL ZUMBA INSTRUCTOR
Sayaka  
　フラメンコ、サルサ等の曲に
合わせて筋トレや体幹トレーニング
ができるダンスフィットネスです。
◆第１・３木曜 14:45 ～ 15:45
◆３か月6回 18,480円　◆10/6 ～
◆事前体験 9/1、15

張会斌二胡アカデミー講師
牧  宮子
　楽譜の読み方などの基礎から
中国民族音楽を中心に日本、西
洋の音楽も幅広く演奏します。
◆第２・４木曜 11:05 ～ 12:05
◆３か月6回 22,968 円
◆10/13 ～

日本ヴォーグ社認定講師　甲斐  奈穂美
　美しいタイルを使って
おしゃれなインテリア雑
貨を作ります。
◆第３金曜
　10:30 ～ 12:30
◆6 か月6回 25,080円
◆10/21 ～

Carving Bee 主宰  村上  恵子
　カービングナイフ
1 本で仕上げる、タ
イの宮廷料理を彩る
野菜果物・石鹸の彫
刻です。
◆第 2 土曜
　12:45 ～ 14:45
◆6か月 6回 23,100円　◆10/8 ～

フェリス女学院短期大学音楽科器楽専攻Ⅰ類
（ピアノ）卒　朝日出  澄
　初めての方、ブランクのある
方でも大丈夫。自分のペースで
ゆっくり学びましょう。
◆第２・４土曜 13:00 ～ 17:00
◆３か月6回 25,080円 ◆10/8 ～

緑を楽しむ

モズ  撮影：半澤正樹

公 開
講 座 若冲の

「葡萄図」を描こう！
（３回コース）

日本画家・美術家　西野  正望 
　遊び心いっ
ぱいの伊藤若
冲の水墨画を
通して、日本
の水墨画の魅
力を再発見し
ます。
◆10/7、21、
　11/4（金）
　15:30 ～
　17:30
◆11,880円
◆教材費
　3,500 円
　程度

ダンスインストラクター　みのり
　日本や韓国で活動中の男性・
女性アイドルグループの曲を、
楽しく踊ります。ダンス初心者
の方も大歓迎です。
◆第1・3 土曜 10:30 ～ 11:40
◆3か月5 回 16,500円
◆10/15 ～
◆事前体験 10/1

もう一度英会話★
よみうりカルチャー講師　スレーダー 唯子
　日常会話のマスターを目標に、ネイティブ講師
と一緒に、少しずつ話題を広げていきましょう。
◆月曜 15:00 ～ 16:30
◆３か月 12 回 39,600円　◆10/3 ～
◆事前体験 9/5、12、19、26

ダンスインストラクター　みのり
　1970年～80年代のヒッ
ト曲に合わせて踊りません
か？当時の振付はもちろ
ん、レベルに合わせたアレ
ンジもします。ダンスの経
験がなくても大丈夫。楽し
く踊ってエクササイズ！
◆第1・3 金曜
　10:30 ～ 11:40
◆3か月6回 19,800円　◆10/7 ～
◆事前体験 9/23

写真家　松本  紀生
　松本紀生さんは 1 年の半分をアラスカで過ごす。夏は北極圏や無人島、冬は北米大陸最高峰
のデナリ（マッキンリー）山麓の氷河の上にかまくらを作って生活しながらオーロラを撮影する。
25年以上にわたり、アラスカの大地、野生動物、オーロラを撮り続けている。講座では極北の
美しい大自然の写真や映像をスクリーンに映し出し、松本さんの
ユーモア溢れるトークとともにご覧いただきます。
◆10/10（月・祝）14:30 ～ 16:30
◆3,850円
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