
◉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）

◉お友達紹介　紹介してくださった人には受講割引券 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。

通常の
半額程度よみカル体験日

受講料

1,100円
6月中
（詳細は裏面をご覧ください）

期間

要予約

はじめてのタヒチアンキルト
（ティファイファイ）

はじめての人の
花講座

フラエレガンス

ソウル＆
ディスコダンス

季節のお花で楽しむ
フラワーアレンジメント

ミャンマー
ストーンジュエリー

カントリーラインダンス
ノーマル

大久保蓉子の細方眼編み ヨーロッパ刺しゅう（午後）

おしゃれマイバッグ

天然木の食器をつくろう

一笑仏で木彫りを楽しもう

大人のやさしい
バレエレッスン

60歳からのチアダンス

シャンソン・人生を歌う

メンズヨガ

～女性限定～
心に届く朗読教室

シニアのピラティス

相川ヨガ
一本歯下駄ウォーキング

日曜のおもてなし
英会話（1年コース）

はじめての
フランス語

やさしい
イタリア語入門

やさしい中国語
やさしい
スペイン語入門昼の英会話入門

みんなで輪踊り（盆踊り） 歌うボイスエクササイズ これから始める
大人の鍵盤ハーモニカ

張会斌の二胡（入門）

楽しいオカリナ　初級

ジャズヴォーカル

書道教室（月）

美しいペン字

水彩画の世界

ゼロからのピアノ教室
（個人）

懐かしのメロディー
（名曲）を歌おう

倉嶋紀和子の古典酒場部

レディース麻雀

ゆる体操初級

カサハラ式足裏バランス
改善法【実践編】

脳トレピアノ®検定
オンライン講座

楽しい日本手話【初級】

中高年のための
体幹トレーニング

俳画

俳句入門

仏画教室

60歳からの
クレオパトラの美容体操

ミクロモザイク

グラスアート
（フィルムステンドグラス）

鎌倉彫

鎌倉彫 初等科

羊毛フェルトの
動物たちとお人形

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。アップリケ、刺繍などを施して楽し
く仕上げましょう。
◆第４金曜 13:00 ～ 15:00
◆３か月3回 8,580 円　◆ 7/24 ～
◆事前体験会 6/26

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
　季刊誌「花時間」などで活躍
中の講師が、和洋を問わず暮ら
しにあった花あしらいを指導し
ます。
◆第２金曜 13:30 ～ 15:00
◆３か月 2回 6,380 円
◆7/10 ～

フラエレガンス律ナカハラ主宰　
中原  たづ子
　古代ハワイからの大自然
と共生し、平和を願う心の
いとなみを体現し、人の心
も癒すフラ。芸術性を加味
したレッスンを、レベルに
合わせて行います。
◆第１・３火曜
　15:00 ～ 16:30
◆３か月 5回 13,200 円
◆7/21 ～
◆事前体験会 7/7

手芸作家　くわはら  けいこ
　お好みの布で、ショル
ダー型や手さげ型など様々
な形のバッグを製作しま
す。普段使いからパー
ティー用まで用途に合わせ
て、オリジナルのバッグを
作りましょう。
◆第１・３金曜 10:30 ～ 12:30
◆３か月 6回 15,180 円　◆ 7/3 ～

木工作家　
シムラ  マコト
　桜やウォール
ナット、ナラなど
の広葉樹の木片か
ら形成して食器を
作ります。
◆第４土曜
　13:00 ～ 15:00
◆３か月 3回 8,580 円　◆ 7/25 ～

（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
◆7/3 ～
　　　　　  6/19

刺しゅう作家　郷野  裕子
　簡単なステッ
チからヨーロッ
パ各地の伝統的
な手法まで、色々
な刺しゅうが楽
しめます。初め
ての方でも針の
持ち方、糸の通
し方からご指導しますので、安心してご受講いた
だけます。ミニバッグや巾着、季節のタペストリー
等々、オリジナルの作品を楽しく制作しましょう。
◆第２・４火曜 12:45 ～ 14:45
◆３か月 6回 17,160 円 ◆ 7/14 ～
　　　　　  6/23

JIN　DANCE　FACTORY主宰　JIN
JIN　DANCE　FACTORY講師　SHUHEI 

　70 ～ 80 年代に流行した
ソウルミュージックに乗り、
懐かしいステップやファン
キーなディスコダンスを学
ぶ講座です。
◆第２・４火曜
　15:00 ～ 16:30
◆３か月 6回 15,840 円
◆ 7/14 ～ 「宙花 sorahana」オーナーフローリスト 

戸部  秀介
　お花を触るのが
初めての方でも丁
寧にレッスンしま
す。「花のある暮
らし」始めてみま
せんか。
◆第２金曜
　13:00 ～ 14:30
◆３か月3回
　8,250円
◆7/10 ～

JLDA( 日本ラインダンス協会 )役員
HOWDYカントリーダンサーズ主宰  井口  勢津子
　カントリーのリズム以外にもワルツ、チャチャ、
ブギー、ルンバなど数多くのステップで、きっと
あなたの好きな音楽とダンスに出会います。
◆第１・３土曜 10:00 ～ 11:25
◆３か月 5回 12,650 円　◆ 7/4 ～
　　　　　  6/20

ユキ・バレエアート・
アソシエーション
石井  あゆ
　リラックスしたストレッチ
からバーレッスンへすすみ音
楽に乗って体を動かします。
◆火曜 13:00 ～ 14:20
◆３か月 13回 32,890 円
◆7/7 ～
　　　　　  6/16、23、30

一笑仏工房主宰、木彫刻家
あんどう  ななせ
　ちょっと笑える仏像「一
笑仏（いっしょうぶつ）」。
伝統に縛られることなく、
自分がいいと思うものを思
うがままに彫り進めてくだ
さい。
◆第３水曜 15:30 ～ 17:30
◆３か月 3回 8,580 円
◆7/29 ～

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
　13:00～15:00
◆３か月 3回
　9,900 円
◆7/14 ～

日本グラスアート協会認定講師 　石井  ゆみ
　ガラスのカットや、半田ごてを使用しないでス
テンドグラスの雰囲気をそのままに作品作りを楽
しめます。
◆第３木曜
　10:00 ～ 12:00
◆３か月 3回
　8,250 円
◆7/16 ～
◆事前体験会 6/18

鎌倉彫教授連盟副会長・龍山の会会長
松永  龍山ほか
◆第 1・3金曜 13:30 ～ 15:30
◆３か月6回16,500 円　◆7/3 ～
　　　　　  6/19

鎌倉彫後藤会師範　近藤  志円
◆第 1・3水曜 12:30 ～ 15:00
◆３か月4回 10,560 円　◆7/1 ～
　　　　　  6/17

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。火を使わない作
業なので安心です。
◆第３木曜 13:00 ～ 15:00
◆３か月 3回 8,250 円　◆ 7/16 ～
　　　　　  6/18

手芸作家　吉川  雅子
　羊毛フェルトをニード
ルで刺し、メルヘン調の
動物やお人形を作りま
す。お好きな動物など作
りたい作品を、楽しみな
がら仕上げていきましょ
う。
◆第２・４木曜
　13:00 ～ 15:00
◆３か月6回 18,480円
◆7/9 ～

は7月期新設講座

チアリーダーズ協会専属講師　須須木  麻莉子
シニア世代の初心者の方を対象としたクラスで

す。ポンポンを持って踊るチアダンスの楽しさを
一緒に感じてみましょう。
◆第１・３水曜 13:00 ～ 14:00
◆３か月 6回 15,180 円 ◆ 7/1 ～

TOKIWA MUSIC SHOOL　常盤  正徳
シャンソンの

魅力は奥深いド
ラマチックな内
容を自分の人生
と照らし合わせ、
その経験から自
らのオリジナル

な表現で歌うことです。さぁ人生を振り返りなが
ら生ピアノ伴奏で楽しく歌いましょう。
◆第１・３・５火曜 15:00 ～ 16:30
◆３か月 6回 16,500 円 ◆ 7/21 ～
◆事前体験会 7/7

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
期待できます。男性
限定のクラスです。
◆第３土曜
　16:30 ～ 17:45
◆３か月 2回 5,060 円 ◆ 7/18 ～

元 RNB南海放送アナウンサー 
えぐさ  ゆうこ
声に出して何かを読む事は、

顔の筋肉のリフトアップに繋が
り、深い腹式呼吸を行なう事で
代謝が上がりストレス解消も期
待できます。

◆第１・３・５木曜 13:00 ～ 14:30
◆３か月 6回 16,500 円 ◆ 7/2 ～

蒼柳俳画会主宰  小澤  富甫
俳句が17音で表現するよ

うに、俳画も少ない筆数で対
象を表現します。細部は省略
し、色の濃淡、滲み、かすれ
の技法を使い、また余白を生
かすことによって、深い味わいを出します。
◆第４土曜 10:30 ～ 12:30
◆３か月 3回 9,240 円 ◆ 7/25 ～
　　　　　  6/27

b-iSTYLE 公認 b-i スタイリスト
リエコ 
意識を高め、弾力を取り戻す

ことで尿トラブル改善、冷え改
善、姿勢改善を目指します。
◆第２・４木曜 10:15 ～ 11:15
◆３か月 6回 15,180 円
◆7/9 ～

ヨグマタ相川 圭子監修　協会専任インストラクター 
相川ヨガは、ヒ

マラヤ秘法と総合
インドヨガを合わ
せた、日本人に最
も適した独自の技
法のヨガです。
◆水曜 10:00 ～ 11:30
◆３か月 11回 27,830 円
◆7/1 ～

（社）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 ◆ 7/28 ～

画家　新井  光葦 
仏様の姿を心にうつして

みませんか。初めての方に
は写仏からはじめます。楽
しくゆっくり進めます。
◆第１・３火曜
　13:15 ～ 15:15
◆３か月 5回 14,300 円
◆7/7 ～
　　　　　  6/16

野口ボクシングジムマネージャー　野口  詩延 
一本歯下駄を履いて歩くだけ

で、骨格、筋肉が正しい位置に
整い、体の歪みが改善されます。
今まで使われていなかった腸腰
筋が使えるようになり、自然と
姿勢も良くなります。
◆第２・４水曜
　13:30 ～ 15:00
◆３か月 6回 15,840 円 ◆ 7/8 ～

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
相応しい表現をわかりや
すく解説いたします。
◆第１・３日曜 13:30 ～ 15:00
◆３か月 5回 13,200 円 ◆ 7/19 ～
◆事前体験会 7/5

よみうりカルチャー講師
ローア  久高 
世界の多くの地域で使用

されているフランス語。美
しい響きが魅力的なフラン
ス語をゼロから学んでみませんか。発音の
基礎からスタートする入門クラスです。
◆第２・４月曜 13:00 ～ 14:30
◆３か月 6回 17,160 円 ◆ 7/13 ～

よみうりカルチャー講師
フランチェスコ・
ヴァンデッリ 
一度訪れたらきっとも

う一度行きたくなる国「イ
タリア」。ABC の発音か
らスタートして、あいさ
つや数の数え方、旅先で使える日常会
話など、初めてイタリア語を学ぶ方を
対象とした入門クラスです。
◆木曜 15:00 ～ 16:30
◆３か月 12回 34,320 円 ◆ 7/2 ～

よみうりカルチャー講師
楊  敏 
始めて学ぶ方向けの入

門クラスです。まずは
「ニーハオ！」からはじめ
てみませんか。
◆第１・３・５木曜 19:00 ～ 20:30
◆３か月 7回 19,250 円 ◆ 7/2 ～

よみうりカルチャー講師
ルイス  アンドレード 
講師の発音、アクセン

トをよく聞いて少しずつ
レベルアップしましょう。
◆金曜 13:00 ～ 14:30
◆３か月 12回 31,680 円 ◆ 7/3 ～
　　　　　  6/19、26

舞踊家　藤枝  智津政
おなじみの曲に合わせ

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 6回 13,860 円 ◆ 7/8 ～

日本ボイスエクササイズ協会　代表トレーナー
景山  恵庭
懐メロ、歌

謡曲、ポップ
スなどの曲を
使って、ボイ
スエクササイ
ズを行い体幹
を鍛えます。
◆第２・４木曜
　14:00 ～ 15:00
◆３か月 5回 13,750 円 ◆ 7/23 ～
◆事前体験会 7/9

鍵盤ハーモニカ認定講師
ケンハモ音楽呼吸法トレーナー　日比野  綾子
生涯の趣味としても始

められる「大人の鍵盤ハー
モニカ」。楽器の経験の
ない方、楽譜の読めない
方でも気軽に楽しめます。
音楽呼吸法も取り入れま
すので、健康増進にも役
立ちます。
◆第２・４月曜
　12:45 ～ 14:00
◆３か月 6回 16,500 円
◆7/13 ～

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 19,140 円
◆7/9 ～
　　　　　  6/25

オカリナ・フルート奏者　岡村  美帆
音楽が苦手という方も気軽に始めることができ

ます。土の素朴で温かい音色を一緒に楽しみま
しょう。
◆第２・４土曜 10:30 ～ 11:45
◆３か月 6回 15,840 円 ◆ 7/11 ～
　　　　　  6/27

ジャズヴォーカリスト　坪井  紀美江
誰でも知っている名曲を

選んでレッスン。個性に合
わせたテンポとキーで楽し
く学べます。
◆第２・４土曜
14:30 ～ 16:30
◆３か月 6回 16,500 円
◆7/11 ～

賞状書士 書団「神融」講師
上田  文江
書団「神融」の手本を

基に、毛筆・硬筆共に学び、
美しく見えるコツ・バラ
ンス等ポイントを指導し
ます。
◆第２・４月曜
　16:00 ～ 18:30
◆３か月 6回 16,500 円
◆7/13 ～
　　　　　  6/22

 文科省認定日本書写技能検定協会審査委員
 教養ペン字研究会常任理事　並木  聰子
手書きの文字は美しさと温かさが魅力です。読

みやすく美しい字が書けるよう、硬筆文字の基本
から学びます。
◆第１・３土曜 13:00 ～ 14:30
◆３か月 5回 13,200 円 ◆ 7/4 ～
　　　　　  6/20

画家　田中  敏晴
フレッシュな水彩で心のリフレッシュを！

筆と絵の具があればアートのはじまりです。
◆第２・４日曜 13:30 ～ 15:30
◆３か月 6回 15,840 円 ◆ 7/12 ～
　　　　　  6/28

MusicPOP横浜専任講師　岩渕  由乃
初めての方は簡単に弾けるコツを、経験のある

方はかっこ良く弾けるコツを「音楽は楽しく！」
をモットーに指導いたします。（30 分間の個人
レッスン）
◆第２・４木曜 14:30 ～ 18:30
◆３か月 6回 17,820 円 ◆ 7/9 ～

ギタリスト　石尾  敏之
あの想い出の歌を振り

返りながら、おもいっき
り声を出して歌いましょ
う。楽器の持ち込みも大
歓迎です。
◆第２・４日曜
　10:00 ～ 11:30
◆３か月 5回 13,750 円
◆7/26 ～
◆事前体験会 7/12

古典酒場編集長
倉嶋  紀和子
好く呑み、好く笑い、

好く酔いながら、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
◆３か月 3回 9,900 円 ◆ 7/4 ～

日本健康麻将協会認定レッスンプロ　石原  秀晃
マージャンは年齢に

関係なく楽しめる健康
的なすばらしい知的
ゲームです。初めての
方でも初歩から丁寧に
指導します。 
◆第１・３・５金曜
　13:00 ～ 15:30
◆３か月 6回 15,840 円　◆ 7/3 ～

カサハラフットケア整体　横浜本院・専属講師
三浦  たけし
体の土台で

ある足裏から、
足・ひざ・腰・
首の痛みや不
調など『未病』
も自分で改善できます。
◆第４火曜 13:30 ～ 15:00
◆6か月 4回 11,000 円 ◆ 6/23 ～

ゆる体操中級指導員 1sTGrade　河乃 裕季
一見簡単な体操で

すが、考え抜かれた
プログラムにより、
内臓の働きを活発に
して全身の新陳代謝
を高めます。
◆月曜
　10:00 ～ 11:15
◆３か月12回 30,360 円 ◆ 7/6 ～

ベリーダンサー・ヨガインストラクター
メグマイヤ 
ベリーダンス

の動きとヨガを
融合させた新し
い美容・健康法。
シニアの方、体
が硬い方、運動
経験がない方も
楽しく安心して参加できる内容です。59歳以下
の方でも参加可能です。
◆第２・４木曜 10:30 ～ 11:45
◆３か月 6回 18,480 円 ◆ 7/9 ～

ピアノゆうゆう塾 ®講師　古川  正子
音楽を楽しみながら

脳トレができるレッス
ンの手法を学びます。
シニアの初心者向けク
ラスの開講が可能にな
ります。オンライン
レッスンですので、自宅で安心受講できます。
無料オンライン説明会参加が必須となります。
◆第４火曜 10:00 ～ 12:30
◆2か月 2回 35,200 円 ◆ 8/25 ～
◆無料オンライン説明会 7/28

手話講師　竹村  祐樹
これから手話を始める方、興

味がある方、勉強中の方、どな
たでも楽しめる手話教室です。
◆木曜 19:00 ～ 20:30
◆３か月 13回 34,320 円
◆7/2 ～

指針整体師・三日月ストレッチ教室主宰  上田  恭子
立ったり、座ったり、横になる日常動作に重要

な体幹をトレーニングします。曲がった腰、丸まっ
た背中など蓄積された悪い癖を正し、体をトレー
ニングします。
◆第１・３木曜 10:45 ～ 11:45
◆３か月 6回 15,180 円 ◆ 7/2 ～

よみうりカルチャー講師  アラン・ガザーノ 
日本人にとって発音しやす

いスペイン語。旅行や日常生
活で使うスペイン語を楽しく
勉強してみませんか。多様で
魅力にあふれたスペイン・中
南米の文化もご紹介します。
◆第２・４木曜 19:00 ～ 20:30
◆３か月 6回 17,160 円 ◆ 7/9 ～
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