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外国語

「定期講座を申し込む前に体験してみたいという方」におすすめです。ほとんどの講座が通常の半額程度の1,100円でお試しいただけます。対象講座は
裏面の全講座案内でご確認ください。一部対象外の講座や、別に教材費がかかる講座があります。当日のお申込みではお受けいただけないこともあります
ので、必ず事前にお申し込みください。チラシ折り込み日により終了している場合はご容赦ください。あわせてホームページもご覧ください。」

よ み カ ル 体 験 日 9月30日（水）まで
「定期講座を申し込む前に体験してみたいという方」におすすめです。ほとんどの講座が通常の半額程度の1,100円でお試しいただけます。対象講座は「定期講座を申し込む前に体験してみたいという方」におすすめです。ほとんどの講座が通常の半額程度の1,100円でお試しいただけます。対象講座は「定期講座を申し込む前に体験してみたいという方」におすすめです。ほとんどの講座が通常の半額程度の1,100円でお試しいただけます。対象講座は「定期講座を申し込む前に体験してみたいという方」におすすめです。ほとんどの講座が通常の半額程度の1,100円でお試しいただけます。対象講座は「定期講座を申し込む前に体験してみたいという方」におすすめです。ほとんどの講座が通常の半額程度の1,100円でお試しいただけます。対象講座は

まずは
おためし

CELEO 北館10階のカルチャースクール
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読売・日本テレビ文化センター

八王子
よみうりカルチャー創業40年
講座やイベント　集う６万人
未来へ紡ぐストーリー
チャチャ丸も応援中！

午前10時～午後８時（日曜は午後４時まで）受 付

 hachioji@ync.ne.jp

よみうりカルチャー 八王子 検 索

受講の予約はインターネットでもできます。

再スタート=  基本カリキュラムから再スタートの講座です。
NEW =新設講座です。

受講料のほかに別途設備維持費や教材費が必要な講座があります。

表示の入会金、受講料等は消費税を含む金額です。

掲載している講座は、新型コロナウイルスの影響で、休講または
延期する場合があります。ご了承ください。

公 開 講 座

生け花・フラワー

～リフォーム、改築に役立つ～
1日速修
「間取りプランナー初級」講座

日本間取り協会　日神山 ルイ
過ごしやすい住宅の間

取りづくりのための知識を
身につけます。1日の受
講で初級の資格を取得で
きます。
◇9/27（日）
　10：15～12：30
◇会員・一般4,400円
　〔教材費〕1,100円

　　　　　　　　　　（認定料含む）

魔法のストレッチ ～前屈・股関節編～
柔軟性改善ストレッチインストラクター　大村 佳子 
話題沸騰中。大人気の大村
佳子さんの講座を八王子セン
ターで開催します。１日で体が
柔らかくなる魔法のストレッチ
講座です。前屈や股関節の可
動域を改善します。
◇10/21（水）　
　10：30～12：00
◇会員3,960円
　一般3,960円

～プロマジシャンが教える～
健康マジック（2回コース）

プロマジシャン　喜多 恵子
　マジックで身近な人を
「あっ！」と驚かせてみま
せんか？ その驚きが笑
顔につながります。小学
生から大人の方まで、年
齢を問わず初心者の方
も大歓迎です。

◇11/21(土)、12/19(土)　13：30～15：00
◇会員5,280円・一般5,500円
　〔教材費〕1,000円～

はじめてのスマホ体験
　　　　　　スマートフォンアドバイザー

ガラケーが終わるって聞いたけど不安…、興
味はあるけど使えるか心配…と思っている方、
実際にスマートフォンを触って体験してみましょ
う。基本的な使い方をわかりやすく楽しくお伝
えします。
■「かんたん入門編」
◇10/16(金)　13：30～15：30
■「やさしい基本編」
◇11/20(金)　13：30～15：30
◇各回とも会員・一般1,100円

1,000円
商品券が

１０月期定期講座の受講手続きをされた
方に抽選で当たります。
（賞品数は直営センターの合計。なくなり次第、終了します）

全社
合計 1,000本!秋のお楽し

み
抽選会

●  入会金5,500円
●  65歳以上と小学生以下のお子様は入会金無料
●  読売新聞購読の方、購読予定の方に入会金の特
典があります（入会金無料の65歳以上の方には
受講割引券1,000円分を進呈）

●  入会金と受講料のお支払いは、窓口またはホー
ムページで承ります。窓口では現金かクレジット
カード一括払い、ホームページではクレジットカー
ド一括払いをご利用いただけます。
●  2期目以降の受講継続手続きのお支払いは、銀
行口座振替（自動引き落とし）もご利用できます。

入会金と受講料お支払いのご案内

● 定期講座の受講料200円（税抜き）につき１ポ
イント（クレジットカード利用は400円で１ポイ
ント）たまります。
● 早得ポイント▶9月15日までに初回より継続手
続きをされた方に100ポイントお付けします。

よみカル・ポイント

● 紹介してくださった人には商品券2,000円分を
進呈。紹介された「お友達」は入会金が半額
（2,750円）になります。（10月31日まで）

お友だち紹介

NEW  韓国のパッチワーク・ポジャギ
ポジャギナビ主宰　金 仁淑（キム・インスク）

福を呼び、福を包む
とされるポジャギ。韓国
の伝統布を使い基礎か
ら学びます。はじめての
方も小物から始めますの
で、安心してご参加くだ
さい。

◇第4火曜　13：00～15：00
◇10/27～　6か月6回17,160円

手芸・工芸 NEW  モラ ～カリブの民芸手芸～
宮崎ツヤ子モラ研究所講師

相川 美由紀、小川 啓子
◇第3金曜　10：10～11：40
◇10/16～　
　6か月6回16,500円

NEW  ちりめんのお細工物
ちりめん細工講師　飯田 和世

◇第2金曜　10：30～15：30
◇10/9～　6か月6回26,400円

NEW  ファッション＆リメイク洋裁
（元）中央工学校講師　沖倉 泰子

◇第1・3金曜　13：00～15：00（Aクラス）
　　　　　　　15：15～17：15（Bクラス）
◇10/2～　3か月7回21,560円

NEW  はじめてのタイルクラフト
タイルクラフト作家　美登 暁子
◇第1土曜　13：00～15：00
◇10/3～　
　6か月6回17,160円

NEW  ボビンレース
日本手工芸指導協会師範、レースマジック主宰　小野 わこ

◇第3土曜　
　13：00～15：00
◇10/17～　
　6か月6回17,820円

NEW  茶の仕覆と袋もの
大澤和子袋もの研究所主宰

大澤 実千世
◇第４土曜　
　13：00～15：00　　
◇10/24～　
　6か月28,380円

NEW  小さな人形の着物衣装
市松人形着物作家　小原 玲子

◇第1・3水曜　
　15：30～17：30
◇10/7～　
　6か月6回17,160円

再スタート  初めてさんの小物＆バッグ
手芸作家　くわはら けいこ

旅行用小さめショルダー、ショッピ
ングバッグ、パソコン用ポーチなど、
ご希望のバッグを制作していきます。
◇第2金曜　10：30～12：30
◇10/9～　3か月6回15,840円

本格手織り
東京アートセンター講師　深尾 雅子
織幅 50㎝、4 枚綜絖の卓上
織機を使用し、奥の深い手織り
の技術をマスターしましょう。平
織りから始まり、個人のペースに
合わせて指導いたします。
◇水曜　12：30～16：00
◇10/7～　3か月11回36,300円

ソープ＆フルーツカービング
（一社）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 1 本で、

ソープや果物などに花
や小動物を彫っていきま
す。１レッスンで１作品作
れます。検定コースでは、
インストラクター資格取
得を目指してより高度な
技術が習得できます。
◇第3金曜　10：30～12：30
◇10/16～　6か月6回15,840円(ホビーコース)　
　　　　　　　　 　　18,480円(検定コース)

キャサリンのすてきなカルトナージュ
アトリエQue sea,sera（ケセラセラ）主宰

キャサリン弘子
フランスに古くから伝わるお

しゃれな手仕事、カルトナージュ。
厚紙の組み立て、布選びから仕
上げまで伝統技術を学びながら、
インテリア小物やステイショナ
リーを作ります。
◇第1水曜　10：20～12：20
◇10/７～　6か月6回19,800円

シルバーアクセサリー
（一財）生涯学習開発財団認定銀粘土技術認定者

星川 智子
純銀粘土で思い思いの形を作

り焼成後、磨きをかけると純銀の
オリジナルアクセサリーが完成し
ます。資格取得もできます。

◇第2・4金曜　15：30～17：30
◇10/9～　3か月6回16,500円

音 楽 NEW  ケンハモ×音楽×呼吸法
はじめてのケンハモ

SUZUKIケンハモ認定講師
松浦 さやか

大人のケンハモ（鍵盤ハーモニ
カ）がブーム！ 楽譜が読めなくても
大丈夫。ケンハモは腹式呼吸を使
い音を出します。腹式呼吸は健康
増進を促し心身ともに健康になり
ます。
◇第1金曜　10：30～11：45
◇10/2～　6か月5回13,750円

◇事前体験会：10/2（金）10:30～11:45　
　1,100円（要予約）

NEW  ウクレレソロ入門
日本ギター連盟正会員　滝波 嗣雄

初心者向けクラス。グループで練習しつつ、個々
にあわせた個人指導をします。お好みの曲を習得し
ましょう。
◇第1・3・5日曜　14：45～16：15
◇10/4～　3か月6回17,160円

NEW  読響エルダー楽員のやさしい
バイオリンレッスン（個人）

バイオリニスト　福田 高明 
基礎的なテクニックや
表現方法などを幅広く
教えます。演奏するのは
クラシックに限りません。
おなじみの曲、憧れの曲
を一緒に演奏していきま
しょう。３０分の個人レッ
スンです。（楽器のレン
タルはありません）
◇第1・3金曜ほか　
　18：30～20：30
◇10/2～　
　3か月6回23,760円
◇事前体験会：9/18（金）18:30～20:30　
　1,100円（要予約）

オンライン 創業４０年記念
おうち時間を思いっきり楽しむ
よみカル合唱団

ソプラノ　北野 里沙
　「新しい生活様式」で合唱を楽しみませんか？
ソプラノ歌手がＺｏｏｍを使って楽しく指導します。
ウェブ上で合唱を発表しましょう。初めてオンライ
ン講座に参加する方を対象としたサポート講座も。
詳しくは二次元コードから。
◇ 9/27、10/11 、10/25、11/8、11/22
① 14：10～15：10または②15：30～16：30
◇参加費　
　オンライン講座５回　
　13、860円
　（音楽著作権料含む、
　教材費別）

◇お問い合わせ  事業担当  03・3642・4301

NEW  ～クラシックの魅力を軽やかに
お伝えします～
小沢幹雄のやわらか
クラシック

音楽ジャーナリスト　小沢 幹雄
かつての人気ラジオ番組

「小沢幹雄のやわらかクラ
シック」。そのパーソナリティ
本人が、兄、小沢征爾さん
のエピソードを交えて、音楽
の魅力を語ります。ジャンル
を超えて音楽を楽しむコツを
お伝えします。
◇第3水曜　
　10：30～12：00
◇10/21～　
　6か月6回17,820円

NEW ヴォイストレーニングから
オペラアリアまで

ソプラノ歌手、二期会会員　酒向 佳子
◇第2・4木曜　10：20～12：20
◇10/8～　3か月6回19,800円

リコーダーで名曲を吹こう
リコーダー奏者　柳沢 里実

懐かしの音色、リ
コーダーを楽しみ
ます。楽譜の読み
方から指導します。
◇第2・4木曜　
　10：30～
　12：00
◇10/8～　
　3か月6回
　16,500円

再スタート  ～クラシックからポピュラーまで～
ピアノを楽しむ（個人30分）

ピアノ講師　矢木 見和子
◇第2・4日曜　10：30～15：00
◇10/11～　3か月6回18,480円

NEW 日常の喜び、悲しみを五行で表現 
五行歌と楽しく

五行歌の会同人　渡部 道子
◇第1水曜　
　10：30～12：15
◇10/7～　
　3か月6回17,160円

文芸・教養 NEW  表現力を養う朗読
ドラマティック・リーディング

朗読家　戸村 美智子
◇第2・4火曜　15：30～17：30
◇10/13～　3か月6回17,160円

再スタート  初対面で好印象！
魅力的な話し方

OES表現技法研究所講師　金子 恭子
個別のカリキュラムを作成し、しっかりした声で

自信を持って話せるようサポートします。様々な目
的に対応できる30分間の個人レッスン。
◇第3土曜　18：30～21：00
◇10/17～　6か月6回21,120円

初めての短歌
「青垣」選者　長谷川 肇

最初は下手であたりまえ。まずは日記代わりに
作っていきましょう。
◇第4金曜　10：15～12：15
◇10/23～　6か月6回15,840円
◇体験日 9/25

NEW  心が安らぐ
「絵本の読み聞かせ」

JAPAN絵本よみきかせ協会認定
推奨よみきかせ講師　金子 志穂

◇第1金曜　10：30～12：30
◇10/2～　6か月5回14,850円

やさしい俳句実作
俳人協会会員 「泉」同人　菅家 瑞正

俳句で表すことで、生活に彩りを感じ、ふとした
出来事も印象深いかけがえのない体験となります。
◇第1・3・5木曜　13：00～15：00
◇10/1～　3か月7回18,480円

NEW  原書で読むアガサクリスティ
英語講師　ナオミ・マキニー

物語の時代背景や英国の文化・風
習を学びながら、英語表現への理解を
深めます。音読を通して口語表現や独
特の言い回しも学びましょう。

◇第4木曜　12：45～14：15
◇10/22～　6か月6回17,160円

NEW  英語で読む「源氏物語」
元東京家政大学付属高校講師　北澤 淳子
最古の古典を、世界の人々はどのような英

訳で読み感動したのか。解き明かしましょう。
◇第3月曜　13：00～14：30
◇10/19～　6か月6回17,160円

NEW  ドイツ語超入門〈少人数〉
洋学史学会会員　渡辺 政弥

◇木曜　17：30～18：30
◇10/1～　3か月12回38,280円

中国語ゼロスタート！
北京出身　高美蘭

◇第2・4火曜　10：30～12：00
◇10/13～　3か月6回16,500円　◇体験日 9/8、22

絵 画
NEW  上手くなる油絵＆パステル

国画会会員　松山 俊彦
◇第１・3土曜　10：10～12：00
◇10/3～　3か月6回18,480円

NEW  水彩画・季節の花を描く
画家　鈴木 伸子

◇第2・4水曜　
　10：30～12：30
◇10/14～　
　3か月6回18,480円

日曜日の絵画教室
武蔵野美術大学油絵科卒　澤田 真理子

絵の基本をしっかり学びます。作品を
仕上げるために必要なテクニックを身に
つけましょう。
◇第2・4日曜　10：30～12：30
◇10/11～　3か月6回16,500円
◇体験日 9/13、27

NEW  土曜デッサン・アクリル画・油絵
画家　阿部 千花世

◇第2・4土曜　
　13：00～15：00
◇10/10～　
　3か月6回19,800円

NEW  水曜・日本画
日本美術家連盟会員・日展会友　井上 惠理
◇第2・4水曜　15：30～17：30
◇10/14～　3か月6回19,800円

NEW  はじめての水彩色鉛筆画
日本美術院院友　内田 ゆき子

◇第1・3・5水曜　
　13：00～15：00
◇10/7～　3か月6回18,480円

NEW  田中ゆみのはがき絵
日本ガラス絵作家協会会員　田中 ゆみ

◇第2金曜　12：35～14：25
◇10/9～　6か月6回19,800円

NEW  入門かな書道
毎日書道展会員　笠原 博子

◇第2・4木曜　
　15：30～17：00（Aクラス）
　17：10～18：40（Bクラス）
◇各10/8～　3か月6回16,500円

書道・ペン字 ボールペン・基礎から実用(水)
全日本ペン習字研究会師範　福田 渓泉
ボールペンを使い、ひらがな、
楷書、行書の基本から学びます。
◇第2・4水曜　
　13：00～15：00
◇10/14～　3か月6回15,840円
◇体験日 9/9、23

NEW  わくわく花生活
国際平和美術協会特別会員　原山 照江

◇第1火曜　10：20～12：20
◇10/6～　6か月6回15,180円

再スタート  はじめての茶花教室
いけばな郁生流家元　澤井 雅恵

自然から与えられた生命の尊さをい
かし、それぞれの花の趣を大切にしな
がら茶花をいけるコツを学びます。
◇第1火曜　10：30～12：30
◇10/6～　6か月5回13,200円

Flower Partyのドライフラワー（6回コース）
flower design bureau Flower Party代表　鈴木 佳津子
ビタミンカラーや優しい色合いのドライフラワー、

プリザーブドフラワーはインテリアやギフトに最適です。
◇第1水曜　10：30～12：30
◇10/7～　6か月6回16,500円 

華やかに創る インテリア＆ギフト
Rose Classic代表　おおくぼ きえこ

月に1回、癒やされるひとときをお花で。魅力
的なプリザーブドフラワー作品を作ります。
◇第4木曜　13：00～15：00
◇10/22～　6か月6回16,500円 

NEW  茶道・宗
そう
徧
へん
流
りゅう

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1・3月曜　
　16：00～18：00
◇10/5～　
　3か月6回15,180円

再スタート  はじめての茶道・裏千家
裏千家準教授　陶山 宗生

初心者向け。基本の立ち居振る
舞いから指導します。
◇第4木曜　10：30～12：30
◇10/22～　6か月6回15,180円

はじめての茶道・男性専科
裏千家講師　高橋 慶介

講師も受講者も男性のクラス。茶
道が気になる男性に気兼ねなくご参
加いただけます。
◇第3日曜　13：00～15：00
◇10/18～　6か月6回15,840円

茶 道

御家流・香道入門
御家流香道桂雪会講師　守屋 琢智ほか

お香を聞く時は良い音楽を聴くときと同じ心地がします。古典の香遊びの神髄を体験しませんか。
◇第1日曜　13：30～15：30　◇10/4～　6か月5回13,750円

NEW  椅子席で楽しむ
宝生流 謡曲 
シテ方宝生流能楽師　高橋 亘

◇第2・4月曜　13：00～14：30
◇10/26～　3か月4回11,000円

邦楽・舞踊
NEW  日本舞踊を楽しむ（藤間流）

日本舞踊協会員 藤間流師範　藤間 勘尚美 
曲の持ち味や心の動きを的確に表
現できるように、基本を丁寧にお稽
古します。
◇金曜　15：00～16：30
◇10/2～　3か月12回33,000円

沖縄三線と島唄
三線月の音会主宰　ゆき音 

懐かしさやおおらかさを感じる沖縄独特の音色を
楽しみませんか。30分間の個人レッスン。
◇第2・4月曜　18：00～20：30
◇10/12～　3か月5回16,500円
◇体験日 9/14、28（楽器有料レンタルあり）

中之島流 大正琴
中之島流師範　中 琴結愛 

哀愁を帯びた美しい音色が人気です。楽器が小
型なので持ち運びも便利。
◇第2・4金曜　10：15～12：15
◇10/9～　3か月6回15,180円
◇体験日 9/11、25（楽器無料レンタルあり）

趣味・暮らし NEW  はじめてのタロット
タロット、西洋占星術師　榊 その

◇第4木曜　13：00～15：00
◇10/22～　6か月6回16,500円

NEW  お勤め帰りのカメラ教室／
楽しいカメラ教室

日本写真家協会会員　庄司 桂子
◇第2・4水曜　18：30～20：30
◇10/14～　3か月6回18,480円
◇第2・4金曜　13：00～15：00
◇10/9～　3か月6回18,480円

NEW  みんなで挑戦！『クイズで脳トレ』
（一社）日本クイズ協会代表理事　斉藤 喜徳

クイズ番組のような「早押しク
イズ」が誰でも体験できます。知
識や教養を深めるので、脳のアン
チエイジングにも効果的。

◇第1・3月曜　10：30～12：00
◇10/5～　3か月6回 19,800円

NEW  カメラ技法
日本写真家協会会員　飯島 幸永

◇第2・4土曜　13：00～15：00
◇10/10～　3か月6回17,160円 再スタート  九星気学初級

Fortune Jyujyu主宰　伊東 寿珠
個人の生年月日から九星を導きま

す。性格、運勢、吉方位の見方を基
礎から学びます。
◇第2月曜　10：30～12：00
◇10/12～　6か月6回18,480円

再スタート  自然に親しむ「てくてく遠足」
日本女子大学非常勤講師　森田 弘文
東京近郊でも山や川、森を歩

けば様々な植物や生き物が見ら
れます。図鑑やネットの情報だ
けでなく、自分の五感で観察し
ながら気持ちよく歩きましょう。

◇第4木曜　10：30～13：30
◇10/22～　6か月6回16,500円

再スタート  愛犬のためのシニアケア
JAPANペットケアマネージャー協会認定　平端 弘美ペットケアマネージャー　　　　　　　

いつまでも元気な体を保つための
ケアや予防法、シニアペットに対する
対処法を環境や年齢別に学びます。
◇第2火曜　10：30～12：00
◇10/13～　6か月6回15,180円

NEW  年中行事を楽しむ 室
しつらい
礼十二ヶ月

室礼研究会ゆずり葉　枝川 壽子
◇第2火曜　
　12：30～14：30
◇10/13～　
　6か月6回17,160円

NEW 楽しいエッセイ入門
日本エッセイストクラブ理事　秋山 秀一
◇第2水曜　13：00～14：30
◇10/14～　6か月6回19,140円

キャリアアップ・実務
NEW  ～介助の知識と方法を学ぶ～
家族のための「介助」講座

一般社団法人 マザーボーネ理事　宮田 亜紀 
自宅介護のための、介助のコ

ツを生活場面ごとに学びます。
基礎知識と介助方法を身につけ
ましょう。
◇第2土曜 13：00～14：30
◇10/10～
　6か月6回16,500円

再スタート  ～ 1年で資格取得～
薬膳アドバイザーを目指そう

薬膳研究会くこの実　講師陣

中国医学に基づく医食同源
の心得を学びます。薬膳の基
本知識を学び、美容、健康、
アンチエイジングに活かしま
しょう。
◇第1・3月曜　
　18：00～20：30
◇10/5～　
　6か月7回　30,800円

◇無料説明会：9/14（月）18：00～19：00（要予約）

再スタート  カウンセラー養成 基礎（月）
日本カウンセリング研究会講師　竹下 志磨

様々な悩みや不平不満などを
聞き、良き相談相手になるのが
カウンセラーです。実践的なカ
ウンセリング技術を学びます。
◇月曜 13：00～15：00
◇10/5～3か月11回27,830円

再スタート  カウンセラー養成 基礎（土）
日本カウンセリング研究会講師　市原 百合子

◇第2・4土曜　15：30～17：30
◇10/10～6か月11回27,830円
◇無料説明会（要予約）
　9月12日（土）17：45～18：15
　9月14日（月）15：15～15：45

再スタート  ～はじめての～ 宅建  試験対策
宅建講座講師　才間 恵一

初めての方を対象に、「民法」「宅建業法」「法令
上の制限その他関連知識」の各科目の基礎を学び、
試験の全体像を掴んでいただきます。
◇第1・3土曜　10：30～12：30
◇10/3～　3か月6回16,500円

NEW  土曜プリザーブドフラワーアレンジメント
フラワー＆ディスプレイコーディネーター

中田 智美
◇第1土曜　13：00～15：00
◇10/3～　6か月6回16,500円

NEW  世界遺産を
楽しく旅する

世界遺産学講師　吉岡 淳
◇第1・3月曜　15：30～17：00
◇10/5～　3か月6回18,480円


