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新設講座NEW 新しいカリキュラムリニュー
アル

初回体験  キャンペーン対象外
入会金不要公開

講座

機能を使ったオンライン講座
事前体験  キャンペーン対象日

NEW  よくわかるキリスト教
二松学舎大学教授　本多 峰子

西洋文化の基礎
にあるキリスト教
の、誕生の歴史・
社会的背景から教
義まで分かりやす
く解説します。

◇第2・4日曜 15：30～17：00 
◇1/8～ 3か月6回19,800円
初回体験 1/8

好感の持てる話し方
文部科学省認定秘書技能検定試験講師　

塩谷 優希
人前で話すこ

とに苦手意識
をお持ちの方、
好印象を持って

もらえる話し方を学びませんか。
◇第２土曜 13：00～15：00
◇1/14～ 3か月3回9,240円
事前体験 12/10

公開
講座  大人気講座が八王子にやって来る
　  タブレット純の昭和歌謡案内

歌手・芸人　タブレット 純
ムード歌謡漫談でテレビやラジオで人気の講師
が、歌謡曲、グループサウンズ、フォークなどの
ポピュラー音楽についてのディープな知識をレク
チャーします。昭和歌謡の演奏と歌唱を交えつつ、
音楽の系譜、曲にまつわるエピソードを披露します。
◇2/5（日） 14：30～16：00
◇４,180円

NEW  糸かけ曼荼羅（まんだら）を楽しむ
糸かけ曼荼羅協会理事　杉本 多恵
木の板にくぎを打ち、好きな色の
糸をかけて様々な曼荼羅模様を描い
ていきます。同じデザインでも、配
色によって印象が変わり、十人十色
のアートが楽しめます。
◇第３木曜 13：00～15：30
◇1/19～ 3か月3回10,890円　
初回体験 1/19　教材費2,500円

NEW  ラグでつくるかわいい雑貨
　laglagオックスフォードパンチニードル認定講師　

はたけやま ゆうこ
専用針を使って、絵を描くように毛糸で刺

しゅうを楽しみながら、ポーチなどを作ります。
◇第４水曜 10：30～12：30　
◇1/25～ 3か月3回9,900円
初回体験 1/25　教材費2,500円

文
芸

美
術

Happyチョークアート
ＭＣＡ認定講師　Naomi 

オーストラリア生まれの POP
でカラフルなチョークアート。
インテリアにも最適です。
◇第２・４水曜 
　13：00～
　15：00
◇1/11～ 
　3か月6回
19,800円　事前体験 12/28

やさしい木版画
木版画家・日本版画協会会員　五所 菊雄
木版画は年賀状・
寒中見舞いなどの
作品作りを誰でも楽
しめます。気軽に始
めてみませんか。
◇第１・３・5日曜 
　10：30～12：30
◇1/15～ 
　3か月6回19,800円

生
け
花

NEW  プリザーブドフラワーと
　　ルルベちゃん®
ＭＯＭＯフラワーデザインスクール代表　長谷川 もも

エレガンススタイルのプ
リザーブドフラワーアレン
ジと、話題のルルべちゃ
ん®バッグチャーム作りの
両方が楽しめる贅沢な講
座です。
◇第３水曜 
　14：45～ 16：45
◇1/18～ 
　3か月3回9,240円

事前体験 12/21　教材費2,500円

生け花・小原流Ａ
小原流教務・小原流多摩支部　植木 和子

多彩な表現を
学べるのが小原流
です。初めての方
はシンプルであり
デザイン性の高い
「花意匠」から学

びます。花のあるくらしをはじめてみませんか。
◇毎週火曜 10：15～12：15
◇1/10～ 3か月10回28,600円
事前体験 12/20　教材費1,320円位

●生け花小原流・植木講師のそのほかのコース
◇Bコース　毎週火曜13：00～15：00
◇Ｃコース　毎週火曜15：30～17：30
◇Dコース　毎週火曜18：30～20：30
◇Ｄコース　第１・3・5火曜18：30～20：30
◇准教授取得コース　毎週火曜18：30～20：30

邦
楽

やさしい日舞・花柳流
日本舞踊協会会員花柳流師範　花柳 瀧玲美

基本を習得しながらゆっく
りと進めていきます。花柳
流ならではの美しい舞踊が
自然と身に付きます。
◇第2・4土曜 
　16：00～17：00
◇1/14～ 3か月6回
　18,480円　
事前体験 12/24

NEW  はじめての
　　楽譜の読み方

　ピアノ講師　川岸 みどり
　楽譜が読めない方の
ための講座です。ド・レ・ミ
から始めて、簡単なメロ
ディーの音符を見て口ず
さみながら慣れていきま
す。音符の長さ、リズムの
練習、音楽記号も学びな
がら楽譜の基本に親しみ
ましょう。
◇第1・3土曜 
　13：30～15：00

◇1/7～ 3か月6回19,140円　初回体験 1/7

趣
味

NEW  易入門 真占術会会長　池本 正玄
古代中国から伝わる易を「周易」「断易」

「梅花心易」などを使って紹
介します。主な実践は、3枚
のコインを投げて「断易」道
家流で判断します。
◇第１・３・5火曜 
　13：00～15：00
◇1/17～ 3か月6回
　19,800円　初回体験 1/17

NEW  愛犬のかわいい洋服作り
ファッションデザイナー　松山 明美

愛犬に合わせた型紙作りから指導
しますので、ぴったりサイズにでき
上がります。
◇第２・４土曜 10：15～12：15
◇1/14～ 3か月6回19,800円

NEW  尺八を鳴らそう　　　
尺八演奏家（琴古流）　津上 弘道

自然の素材を生かした
シンプルな楽器に、ご自
身の息を吹き込んで鳴ら
す楽器、尺八。竹から
出る深みのある音色や、
全身で楽器を鳴らす独
特な魅力を感じてみませ
んか。
◇第3土曜 
　13：00～15：00 
◇1/21～ 3か月3回
　10,890円
事前体験 12/17

 公開講座  ギターで昭和歌謡を歌おう
ミュージシャン　ひづめ つかさ

講師のギター演奏で、懐かしい名曲を一緒に歌
いましょう。講師の演奏もお楽しみいただけます。
◇12/21（水） 18：30～19：30
◇2,970円

NEW  鼻歌からの作曲
ピアニスト・作曲家　近藤 毬生
簡単な鼻歌からオリジナル曲

を作ってみませんか。楽譜が読
めなくても作曲できる方法を学
びます。
◇第1・3木曜 13：00～14：30
◇1/5～ 3か月6回19,800円
事前体験 12/15

NEW  憧れのバイオリン（30分・個人） 
東京音楽大学器楽科卒　バイオリニスト　専光 秀紀
お子様から大人まで、クラシック、

ポップス、タンゴなど好きな曲を自
由に弾けるようになるテクニックを学
べるレッスンです。
◇第１・３・5火曜 15：30～20：30
◇1/17～ 3か月5回23,760円
初回体験 1/17

音
楽

～東京ドームで踊ろう！～
ジャイアンツ ヴィーナス
ダンススクール（キッズ・リトル）

読売巨人軍公式マス
コットガール「ヴィーナ
ス」のキッズダンスス
クールです。現役また
は、元ヴィーナスの講
師陣が直接指導し、東
京ドームの公式戦のグ
ランドに立って踊りま
す。未経験者大歓迎。
※別途スクール登録料
がかかります。
◇毎週木曜 
　17：45～18：45
◇1/5～ ３か月12回
　28,600円
　事前体験 12/22

ギターA・B

　個人のペースに合わせて指導す
るグループレッスンです。
◇第1・3日曜　
　Aクラス10：15～11：45
　Bクラス11：45～13：15
◇1/15～ ３か月6回19,140円
　事前体験 12/18
◇第2日曜日の月１回コース
　（3か月3回9,570円）もあります。
事前体験 12/11

誤えん防止 ボイスサイズ® 
声がかすれる、こもる、食べ物が飲み込みづらいとお悩みの方へ、
歌わない新感覚の発声トレーニング！
◇第２・４火曜 15：00～16：00
◇1/10～ 3か月6回16,500円　事前体験 12/27

セレオイベント

講師　2018～2020
　　　ヴィーナスメンバー　
　　　橋本 なぎさ

村治亜斗夢　 川原光貴　  森下邦太

そのほかのイ
ベント情報も
ホームページ
で随時更新
予定です！
講座検索も
こちらから

お正月の公開講座特集公開
講座

12星座で占う 2023年あなたの運勢
Fortune Jyujyu主宰　伊東 寿珠

2023 年は歳星の木星が牡
羊座で、さまざまな影響を与え
ます。講座では個人の運気に
ついて、木星の流れを見なが
ら学びます。
◇1/15（日） 13：30～15：00
◇4,400円（会員3,850円）

ドライフラワーで作るお正月飾り
flower design bureau Flower Party代表　鈴木 佳津子
シックなお正月飾りを作ります。いつ
もと違う雰囲気のしめ飾りで、新年を迎
えましょう。
◇12/23(金) 10：30～12：30
◇3,080円　教材費3,300円

カービングでお正月飾り
日本カービング普及協会認定校アトリエBe Free主宰　

横山 知枝
お正月のかわいい飾り切りをカービン

グで彫ります。ピクルスにして、お持ち
いただけます。
◇1/20(金） 10：15～12：15
◇3,080円　教材費700円

ちりめんで作る小さなうさぎ
ちりめん細工講師　飯田 和世

ちりめんの布地を使って、可愛い
ミニサイズの干支うさぎを作ります。
◇12/19（月） 10：30～13：30
◇3,630円　教材費1,200円

はじめての書初めに挑戦
東洋書道芸術学会常任理事　渡部 華流
学校課題も含めて指導します。新しい

年を迎える前に事前練習はいかがですか。
◇12/27(火） 15：30～16：30　
◇2,530円

ペーパーアートで作る　
華やかなしめ縄飾り
日本ペーパーアート協会認定講師　岡村 美紀
平面の紙が立体的に姿を変える

過程を楽しみながら、新年らしい華
やかなしめ縄にしましょう。
◇12/14（水） 14：00～16：00
◇3,300円（会員2,750円）　教材費1,200円

伊勢型紙でうさぎの干支飾り
野画工房主宰　田部 久美子

和紙を柿渋で加工した型地紙に
彫刻刀で新年の干支・うさぎの図
柄を彫り抜きます。
◇1/18（水） 15：15～17：15
◇3,080円　教材費500円

はがきで文字遊び
「はがきで文字遊び」の会講師　佐藤 久美香

四季折々の感動や喜びを、一文
字や短い言葉ではがきに書きます。
◇第４火曜 10：30～12：30
◇1/24～ 3か月3回8,910円
事前体験 12/27

新年  福を呼ぶ花文字
日本花文字の会認定講師　美明

運気上昇の願いを込めて、新年
の干支「卯」の文字を描きます。
◇12/16（金） 13：00～14：30
◇3,630円　教材費500円

デザイン書道でお正月飾り
　　　　コマーシャルカリグラファー　

さくま めぐみ
自由な発想と手法で楽しく文
字を書きましょう。
◇12/26（月） 15：00～17：00
◇3,520円（会員2,970円）　
　教材費250円

手相鑑定個別レッスン
運気アップアドバイザー　Alice

お一人 10分程度、自分の手相
について学びましょう。
◇1/9（月） 11：00～12：00
◇1,100円　教材費110円

書
道

NEW  イタリア語入門〈少人数〉★
　　　イタリア語講師　パオラ・アピチェッラ・クスダ
イタリア・サレルノ出身の陽気な講
師と学びましょう。ひとりひとりに目
が行き届く少人数クラスです。
◇毎週火曜 17：10～18：20
◇1/17～ 3か月11回33,880円
初回体験 1/17

原書で読むアガサ・クリスティ
★★★★

英語講師　ナオミ マキニー
時代背景やイギリスの文化・風習

を学びながら、英語表現に対する理
解を深めます。1月からは「オリエン
ト急行殺人事件」を読んでいきます。
◇第２・４土曜 10：30～11：45
◇1/14～ 3か月6回18,480円　事前体験 12/24

★入門外国語

NEW  簡単ドイツ語リーダー
洋学史学会会員　渡辺 政弥

シュピリ「ハイジ」、エンデ「モモ」
など、簡単なドイツ語で書かれた作品
を訳していきます。多聴多読に関心の
ある方はどなたでも歓迎です。

◇第１・３・５木曜 16：15～17：05
◇1/5～ 3か月7回23,100円　事前体験 12/15

こどものジャズダンス
ダンスインストラクター　彩世 ゆな

人気テーマパークのダンサーとして
活躍した講師が基礎から指導します。
一緒に楽しく踊りましょう！
◇毎週金曜 18：00～19：00
◇1/13～ 3か月11回30,250円　事前体験 12/16

グレイシー柔術（護身術）
アクシス柔術アカデミー公認インストラクター　松月 孝弘

自分の身を守るための基本を楽
しく学ぶ教室です。年齢性別、運
動経験の有無を問わず誰もが学ぶ
事が出来ます。
◇第１・３土曜 18：30～19：30
◇1/7～ 3か月6回17,820円　
事前体験 12/17

NEW  ミュージカルソング＆ダンス
舞台女優、ヴォイストレーナー　南 かりん

誰もが心踊るわくわくときめく
ミュージカル作品。憧れのミュージ
カルソングを楽しく歌い、踊ります。
◇第２・４月曜 17：00～18：30
◇1/9～ 3か月6回23,100円　
事前体験 12/26　教材費330円

NEW  はじめてのズンバ
Bailando主宰　あさい しょうこ
ズンバはラテン音楽にあわせて
踊る陽気なダンスパーティー感覚
のプログラムです。レッツダンス！
◇第１・３・５月曜 13：00～14：00
◇1/30～ ３か月5回16,500円　初回体験 1/30

　　手話入門（土）
　　　　　　　手話通訳士　

平松 節子
手話を初めて学ぶ方
のための講座です。ま
ずは身近な言葉から始
めましょう。
◇第１・３・５土曜 
　10：30～12：00
◇1/7～ ３か月6回18,480円　事前体験 12/17

NEW  健康寿命を延ばす
エゴスキュー体操

エゴスキュー・ジャパン協会認定Eサイズトレーナー　
佐藤 惠子　

簡単な体操で体を動かすことを習慣化し、
「自分で自分を治す」術（すべ）を身につ
けます。いつまでも元気な体を作りましょう。
◇第1・3・5水曜 11：00～12：15
◇1/18～ 3か月6回17,820円　事前体験 12/21

NEW  朝のモダンバレエ
元マイディズニージュニア　呉松 綾子　

前半はストレッチで身体をほぐし、後半は
バレエの基礎を取り入れた動きで体を鍛え
ます。音楽にのって美しくしなやかに踊りま
しょう。
◇第２・４水曜 10：30～11：30
◇1/11～  3か月6回17,820円 　事前体験 12/28

NEW  美しい体を作るソフトピラティス
ピラティスインストラクター　伊藤 麻里
体の使い方や動きのクセによっ

て生じる筋肉のコリやハリを、独自
の呼吸法で改善します。
◇第２・４木曜 10：30～11：45
◇1/12～ ３か月6回17,820円
初回体験 1/12

背骨コンディショニング
背骨コンディショニング協会　インストラクター　

甲賀 聖子
自分で出来る、
体操と筋トレで、
背骨の歪みを整
え、頭痛・肩こり・
腰痛などの症状
の改善をめざし
ます。

◇第１・３・５木曜 10：30～12：00
◇1/5～ 3か月7回21,560円
事前体験 12/15

沈立君の健康気功法
　気功師中国少林
気功センター理事長　

沈 立君
自然治療力を
高め、医療、養
生に役立つ気功
健康法を学び
ます。
◇毎週月曜 
　13：30～
　15：00
◇1/9～ 3か月12回36,300円
事前体験 12/26

3歳総合発展
こどもクラブ　専任講師

文字・数・図形・推理・常識・記憶・製
作・運動の各分野及び社会性を養う就学前
コースです。
◇毎週水曜 10：30～12：00
◇1/11～ 3か月11回29,040円　事前体験 12/21

リニュー
アル スペイン語入門★

NHK WORLD RADIO JAPAN アナウンサー　マルタ・サルガド
初めての方、基本的な文法をマ

スターして簡単な日常会話ができる
ようになりましょう！
◇第1・3・5木曜 16：20～17：20
◇1/5～ 3か月7回21,560円
事前体験 12/15

　　　  はじめての中国語
よみうりカルチャー中国語講師　張 俐

中国語に挑戦する方向けの入門講座です。定員
5名のグループレッスンです。ネイティブ講師の発
音で練習しましょう！

◇1/11、1/18、1/25、2/1、
　2/8（水）

 　19：30～20：30
◇全5回19,250円　テキスト代別

ジ
ュ
ニ
ア

料
理　  NEW  手作りパン教室
　　　 　ニップン クッキングパートナー　手作りパン講師　

調理師・パンコーディネーター　坪井 訓子
自分の手で生地をこ
ね、ご家庭でも気軽に
作れるパンをご紹介し
ます。
◇第１水曜 
　13：30～16：15
◇2/1～ 3か月2回
　6,600円
初回体験 2/１　
教材費880円
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NEW  日本のうた 青春のポップス・愛唱歌をうたう
◇第2・4土曜 14：40～15：40

リニュー
アル 愛唱歌からオペラアリアまで（やさしいボイトレ付き）

◇第2・4木曜 10：30～12：00
リニュー
アル たくさん歌って健康に！グループレッスン

◇第2・4月曜 10：30～12：00

NEWNEWNEWNEWNEWNEWNEWEW 日本のうた 青春のポップス・愛唱歌をうたう
◇第2・4土曜 14：40～15：40

リニュー
アル 愛唱歌からオペラアリアまで

◇第2・4木曜 10：30～12：00
リニュー
アル たくさん歌って健康に！グループレッスン

（やさしいボイトレ付き）

たくさん歌って健康に！グループレッスン

　全国の小中学校で出前授業をした講師が、算
数、数学の楽しい世界を紹介します。じゃんけんの
クセ、あみだくじで、どこにたどり着くか意のまま
に組む方法、誕生日当てクイズなどを通じて、数
やデータを扱う面白さを伝えます。乗っている電
車の速さを、腕時計だけを見て当てる方法なども
知りたくありませんか？生活のなかで楽しめる数
の世界を探求しましょう！
◇1/15（日） 13：30～15：00
◇ 2,750円（親子１組）/ 兄弟・姉妹で参加希望の
場合は追加1,375円（１人）
　（会場受講・オンライン受講とも）

桜美林大学 リベラルアーツ学群教授　芳沢 光雄

【講師プロフィル】
　東京理科大学理学部教授（理学研究科教授）を経て、現在、桜美林大学教授。理
学博士。専門は数学・数学教育。著書として、『新体系・中学数学（高校数学、大学
数学入門）の教科書（上下）』（講談社ブルーバックス）、『算数が好きになる本』（講
談社）、『AI時代に生きる数学力の鍛え方』（東洋経済新報社）ほか多数。

NEW  月１回のボイストレーニング
　　 （30分・個人） 声楽家　佐藤 敦史

女性男性どなたでもご受講いただけま
す。ご自身のペースで声を磨きませんか。
◇第4金曜 15：30～17：00
◇1/27～ 3か月3回12,540円
事前体験 12/23

NEW  マイペースピアノ（30分・個人）
初心者大歓迎。楽譜が読め

なくても大丈夫。弾きたい曲
をご自分のペースで楽しく練
習しましょう。
◇第2・4金曜 10：30～13：30
◇1/13～ 3か月6回21,120円
事前体験 12/23

NEW  楽しい歌謡トレーニング
◇第1・3・5金曜 12：00～13：30
◇1/6～ 3か月6回24,640円　事前体験 12/16

ピアノ講師　下江尚子

NEW  新聞ちぎり絵
　アートセラピーメンタルケアアドバイザー　

佐藤 かすみ
いつも読んでいる新聞を絵てがみ

に変身させましょう。写真部分を手で
ちぎって、花や風景などを表現します。
新聞とスティックのりさえあれば始めら
れる手軽なアートです。
◇第１・３月曜 10：30～12：30　
◇1/16～ 3か月5回14,850円　初回体験 1/16

NEW  初めての
　　茶道・宗徧流

宗徧流正教授　長井  宗茂
京都で始まり小笠原家の武家茶道とし

て商人や町民から好まれた茶道を始めて
みませんか。

◇第３火曜 
　10：30～
　12：30
◇1/17～ 
　３か月3回
　8,910円
事前体験 12/20

　　　　　　　　　　教材費330円

大日本茶道学会
大日本茶道学会本部講師　加藤 仙悦

先人のすぐれた茶道の精神である、おもいやりの
心、おもてなしの心を点前を通して学びます。

◇第１・３木曜
　10：30～12：30
◇1/5～ 
　３か月6回
　17,820円
事前体験 12/15　
教材費470円

茶
道　　 NEW  ソープ＆フルーツカービング

　　　　　　 （ホビーコース）
　　　日本カービング普及協会認定校アトリエBe Free主宰

　横山 知枝
専用ナイフでソープや果物など

に、日本花丸文様・ヨーロピアン
文様を彫っていきます。
◇第３金曜 10：15～12：15
◇1/20～ 3か月3回9,240円

初回体験 1/20　教材費500円
※検定コースも同時募集（3か月3回10,560円）

工
芸

裏打ち＆掛軸入門
　表導会監修　清水 達也

表導会技術指導員　土井 朋子
お気に入りの書や絵や刺しゅう
作品の裏打ちからスタートし、額
や屏風等も作れるようになります。
◇第２・４火曜 15：30～17：30 
◇1/10～ ３か月6回20,592円　
事前体験 12/27　教材費1,000円

アメリカントールペイント
マコ・アメリカン・フォークアート八王子支部ドーンアート主宰　夏原 恵南
20 色の絵具で混色を楽しみながら、花、果実、
鳥、動物、風景などを白木素材に描きます。
◇第１・３・５土曜 10：30～12：30
◇1/7～ ３か月6回
　18,480円
事前体験 12/17　
教材費800円

2023年を易で占う　
真占術会会長　池本 正玄

ご自身で易を立て、毎月の運気を占います。
2023年の方針の参考にしませんか。
◇12/20（火） 13：00～15：00
◇3,850円（会員3,300円）

公開
講座  目指せ未来の数学博士たち！

楽しいさんすう・数学の世界

公開
講座  

ボイスサイズ・無料体験イベント
講師陣「好声年（こうせいねん）」のメンバーによるメ

ジャーデビュー曲の披露も予定しています。
◇2023年1月21日（土）13：00～（40分程度）
◇事前予約不要・直接会場にお越しください。

セレオ北館9階
セレオガーデン
で開催 日本ギター連盟正会員　滝波 嗣雄   


