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「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１,１００円（通常の半額以下）でお試しいた
だけます。対象講座は裏面の全講座案内をご覧ください。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
し込みは受け付けでき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。チラシ折り込み日より前に終了した場合はご容赦
ください。ホームページも併せてご覧ください。

よ み カ ル 体 験 日
3月1日（月）～3月31日（水）

まずは
おためし

CELEO 北館10階のカルチャースクール

☎042‒622‒6211
2021年4月期

読売・日本テレビ文化センター

八王子

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。

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。

●  入会金5,500円
● ６５歳以上（４月から７０歳以上）と小学生以下のお子様は入会金無料。小学生
以下を除く入会金無料の対象者で、読売新聞購読、または購読予定の方に受
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。教材費、保険料等が必要な講座もありま
す。維持費は、講座１回あたり320～ 340円程です。新型コロナウイルス感
染防止に必要な消耗品類の調達、オンライン受講環境の整備、野外講座の運
営、施設や道具の修繕などにあてる費用です。

● 入会金、受講料などのお支払いは、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一括払
いをご利用いただけます。2期目以降の受講継続のお支払いは、銀行口座振
替（自動引き落とし）をご利用できます。

1： 入会金と受講のご案内

● 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。

● １月期にご受講されている方で、４月期に継続してご受講される方には全員
２００ポイントをお付けします。

2： よみカルポイントサービスのご案内

● お友達を紹介してくださった会員の方には商品券２,０００円を進呈します。紹
介されたお友達は入会金が半額（２,７５０円）になります。（４月３０日まで）

３： お友だち紹介

NEW  ～好評につき増設～  
紀本直美先生の「はじめての俳句」

　木曜クラスは初心者から経験者まで、時に
は高尾山や片倉城址へも吟行します。夜クラ
スは学校帰りやお勤め帰りに通いやすい 19時
スタート、初心者対象です。
◇木曜クラス：第3木曜　14：00～15：30　4/15～
◇夜クラ ス：第1金曜　19：00～20：30　4/2～
◇両クラスとも　6か月6回17,820円
［講師プロフィル］俳人・編集者。早稲田大学文学部卒。坪内稔典
氏に師事。2013年俳句集「さくさくさくらミルフィーユ」刊行。

NEW  川柳入門
東京番傘川柳社同人　佐藤 孔亮

喜怒哀楽を読み、感動を伝える
川柳はまさに人生の潤滑油です。
◇第4月曜　14：00～17：00
◇4/26～　6か月6回18,480円

五
ごぎょうか
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
◇4/7～　6か月6回
　17,820円
◇体験日 3/3

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
◇4/2～　6か月6回18,480円　
◇体験日 3/5

文芸・教養

今 を 楽 し く 過 ご そ う ！
公開
講座
 マスクに桜を描きましょう

一筆クラフト作家　今林 文代
マスクに桜を描い
て、おしゃれのポイン
トにしてみませんか。
道具・筆などすべて講
師が用意いたしますの
で、初心者の方もご
参加ください。
◇3/16（火）　13：00～15：00
◇会員・一般3,080円〔教材費〕300円

公開
講座
 2時間で完成! 手作り立体マスク

工房咲良主宰　武藤 咲良
肌にやさしい国産ダブル

ガーゼを裏地に使い、手縫
いで丁寧に仕立てましょう。
サイズ・柄ともに数種からお
選びいただけます。
◇3/28（日）　10：30～12：30
◇会員・一般3,080円　
　小学生　 2,860円〔教材費〕M・Lサイズ1,500円　
　キッズ・ジュニアサイズ1,300円

公開
講座
 リバティプリントで作るマスクケース
アトリエQue sea,sera（ケセラセラ）主宰　キャサリン弘子

お出かけ先でマスクの置
き場に困った時に役立つマス
クケースをフランスの伝統工
芸・カルトナージュの手法で
作ります。リバティプリントが
目を引くミニバッグのような
フォルムに、ダマスク柄のバックルがお洒落です。
◇4/7（水）　10：20～12：20
◇会員・一般3,630円〔教材費〕1,600円

　　 マスクスプレー＆公開
講座  　　　　マウススプレー

AEAJ認定アロマセラピスト　青木 恵里子
マスクの効果を
高め、香りでリラッ
クスできる「マスク
スプレー」と口中の
殺菌や喉の防衛力
を高めるのに役立つ
「マウススプレー」
を作ります。

◇4/13（火）　13：00～14：30
◇会員・一般3,080円〔教材費〕1,000円

おうちで学べるオンライン講座

韓国エンタメ翻訳入門
 ライター・翻訳家　桑畑 優香

Ｋ-ＰＯＰの人気プロデュー
サーや作曲家のインタビュー
集を教材にして、ノンフィクショ
ン翻訳の基礎を学びます。
◇3/27（土）、4/24（土）、5/22（土）
　各回11：00～12：30
◇3回15,400円（教材費込み）

モンドリアン展 おうちでじっくり対話鑑賞
 アートナビゲーター　深津 優希

この春開催の「生誕 150年記念モンドリアン展」の見
どころをアートナビゲーターがご紹介します。展覧会の
予習復習に、ご自宅での美術鑑賞時間に。
◇4/17(土)　14：00～15：00
◇会員3,080円・一般3,630円

ダミアンのアフタヌーン英会話入門  

カリスマ講師が指導します。教室に通うことが難しい方
や、もっとネイティブと話して自信をつけたい方にぴった
り。月２回のオンライン・グループレッスン。
◇第２・４金曜　１３：３０～１４：３０
◇4/9～　３か月６回19,800円

作家・津原泰水の「隠し立てしない創作講義  

「創作の基本」「本・文学・出版などのフリートーク」の 2
本立て。執筆のための具体的な技法を知りたい方、本・文
学に関心のある方ならどなたでもおすすめです。
◇4/28（水）、5/26（水）、6/23（水）　各回19：30～21：00
◇各回3,850円

成川彩 & よすみまりの「Zoomで 韓国‼ 
 ドラマロケ地・人気スポットめぐり」

人気の映画ライターと仁川広域市観光広報
大使が、ソウル郊外・仁川&京畿道のロケ地
を写真で紹介しながら解
説。韓流映画やドラマの
楽しみ方が広がります。
◇3/14（日）　14：00～15：30
◇2,420円

～全5回集中（40分・個人レッスン）～
大人の鍵盤ハーモニカ（ケンハモ）入門

  SUZUKI ケンハモ認定講師　松浦 さやか
楽譜が読めなくても大丈夫。ご自宅にある鍵盤ハー

モニカでご受講いただけます。リラックス効果も期待
できる音楽呼吸法を取り入れて演奏を楽しみましょう。（定員 2名）
◇第1・3金曜　10：20～／11：20～　◇4/16～　3か月5回25,850円

 世界の美しい図書館　4/24（土）、5/22（土）、6/26（土）
 声の衰えを防ぐ！おうちでヴォイストレーニング　4/1～配信

 猫専門獣医師・服部幸「ねこ。ネコ。猫。」　第4金曜
 誰でも簡単に柔らかくなる 

　　　　魔法のストレッチ講座　3/12（金）、19（金）、26（金）

多彩なオンライン講座をご用意しています。
詳細は二次元コードまたは事業担当（０３・３６４２・４３０１）へその他の講座

成川彩 よすみまり

撮影：榎本壮三

公　開　講　座
和布で作る御朱印帳入れ

リメイク工房「茶風鈴」主宰　下田 弘子
和布を縫い合わせて、ご朱
印帳入れを作ります。ボタン
式で出し入れしやすく、バッグ
インバッグとしても使えます。
◇3/18（木）　10：10～12：10
◇会員・一般3,080円
　〔教材費〕2,500円

時刻表から旅を楽しむ
時刻表マイスター　吉野 孝之

旅行は計画する
ところから楽しい
もの。時刻表の
見方のポイントを
知って旅行をより
楽しむコツを学び
ます。
◇3/26（金）　
13：00～14：30

◇会員・一般3,080円

プリザーブドフラワーで楽しむ
アレンジ

Pomme Vent主宰　中田 智美
ご一緒にフレンチスタイル
で春色ピンクのラウンドアレ
ンジを作りませんか。
◇4/3（土）　
　10：30～12：30
◇会員・一般3,080円
　〔教材費〕3,500円

はじめてのスマホ体験
　　スマートフォンアドバイザー

買う前にわかる！ 持っている人も安心！ 実際にス
マホを触りながら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」
◇5/21（金）　13：30～15：30
■「やさしい基本編」
◇6/18（金）　13：30～15：30
◇各回とも会員・一般1,650円

ソープカービングに挑戦！
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
タイの伝統工芸ソープカービングにトライしましょう。
初心者にも作りやすい「和菓子」か「パフュームボトル」
に春らしい桜をちりばめます。
◇3/19（金）　10:30～12：30
◇会員・一般3,080円〔教材費〕350円

～季節の折り紙～
端午の節句・出陣飾り

工房アトリエ優希主宰
塩谷 優希

お子様やお孫さんの
健やかな成長を祈って、
勇ましい出陣飾りを折り
ましょう。完成作品は高
さ約 18㎝です。
◇4/15（木）　
　10：30～12：30

◇会員・一般3,080円〔教材費〕800円

コロナ禍の葬儀事情と家族葬
（株）セレモア八王子本社取締役社長　粕谷 良

コロナ禍で葬儀に対する考
え方が大きくかわりつつあり
ます。今回のセミナーを通し
て、一度自分やご家族の葬儀
について考えてみませんか。
◇4/17（土）　
　13：00～14：30
◇会員・一般1,100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。

◇5/15（土）、6/19（土）　13：30～15：00
◇会員・一般2回6,160円〔教材費〕1,000円～

かんなリボンで木の香のインテリア小物
かんなリボン作家　小川としこ

木材を削った時にで
きるかんな屑をリボン
状に成型したものを素
材として花型やボール
を作ります。それらを
飾り付けて、リースま

たはフォトフレームを完成させましょう。制作中も
木の香に心が癒やされます。
◇3/22（月）　10：30～12：30
◇会員・一般3,080円〔教材費〕800円

～春のおしゃれは首元から～
旅で役に立つスカーフストール術

ぬのこころ主宰　谷川 みさえ
一枚あれば旅先で大活躍。お
手持ちのスカーフやストールを
有効活用してみませんか。
◇4/15（木）　13：00～15：00
◇会員・一般3,300円
　〔教材費〕200円

整理収納アドバイザー 2級認定講座
NPO法人ハウスキーピング協会、整理収納アドバイザー

杉江 麻理子
2 回 8 時間で 2 級を
取得する講座です。家庭
や職場で役立つ整理の
基本、収納のコツ、維持
する秘訣がわかります。

整理上手は人生得ばかり。
◇5/8（土）、6/12（土）　
　14：00～18：00　2回19,800円
　〔教材費〕7,100円（テキスト代1,600円、認定料5,500円）

公開
講座
 社長と巡るひたちなか海浜鉄道湊線キハ205

　　 貸切乗車と車庫見学 ひたちなか海浜鉄道社長　吉田 千秋
吉田社長の解説付きで那珂湊駅の車両

基地で貴重な車両を見学し、さらに今も現
役で走るキハ205に貸切乗車します。記
念品のプレゼントも。
◇3/29（月）または5/16（日）　12:00～15：30
◇両日とも会員3,850円・一般4,400円
　〔保険料〕100円
※ 別途、現地で一日フリー乗車券（1,000円）をご購
入いただきます。

ジャイアンツヴィーナスダンススクール
読売巨人軍公式マスコットガール

「ヴィーナス」のダンススクールで
す。現役のヴィーナスや元ヴィーナ
スの講師陣が直接指導し、ジャイア
ンツの公式戦ではグラウンド上にて踊
ることができます！未経験者大歓迎。
※別途スクール登録料がかかります。

◇木曜　16：30～17：30（キッズクラス：3歳～未就学児）
　　　　17：45～18：45（リトルクラス：小学生）
◇4/1～　3か月13回28,600円

外国語 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。初級レベル。

◇第2・4土曜　10：30～11：45
◇4/10～　3か月6回18,480円

NEW  ドイツ語プライベートレッスン
洋学史学会会員　渡辺 政弥

◇第1・3木曜レッスン　4/1～　
◇第2・4木曜レッスン　4/8～
◇①18：40～19：20　②19：25～20：05 
　③20：10～20：50
　※お一人40分の個人レッスン
◇ともに3か月6回29,700円

NEW  ステップアップ中国語
北京出身　高 美蘭

ピンインや発音、基本文法はマス
ターしたが、その先に進めないとい
う“さまよえる中級者”を対象とし
たクラスです。
◇第2・4火曜　12：30～14：00
◇4/13～　3か月6回19,140円

 ハングル
帝京大学講師　白 恩正

◇水曜　18：00～19：30（初級Ⅰ）
　　　　19：30～21：00（初級Ⅱ）
◇4/7～　3か月13回40,040円
（両クラスとも）
◇体験日 3/10、17、24、31

ロバート先生の英会話プライベートレッスン
元早稲田大学本庄高等学院英会話講師　ロバート・マキニー

◇第1・3火曜　15：15～20：50　4/6～　◇第2・4木曜　14：45～20：30　4/8～　
◇第1・3金曜　12：00～14：45、16：30～20：50　4/2～　
◇3か月6回33,000円（全レッスン共通）※お一人40分の個人レッスン
◇体験日　火曜レッスン3/16　木曜レッスン3/11、25　金曜レッスン3/19

絵 画
NEW  中国水墨画

ひの社会教育センター講師　丁 長林
梅や花鳥山水な

ど、伝統的な題材を
用いて筆使い、墨使
い、構図など基本か
ら学びます。また歴
代の画人たちの人生

や中国の風習も紹介します。
◇第2・4日曜　13：00～15：00
◇4/11～　3か月6回18,480円

NEW  はじめての色鉛筆・水彩画
新作家美術協会委員　沢田 嘉郎

道具の使い方など、絵の基本か
ら応用まで学びます。色鉛筆、水
彩画お好きな画材を楽しみます。
◇第1・3水曜　
　10：15～12：15
◇4/7～　3か月6回19,800円

ボールペン・基礎から実用（火）
日本ペン習字研究会審査員　福田 渓泉

◇第2・4火曜　13：00～15：00
◇4/13～　3か月6回　17,820円
◇体験日 3/9、23

書いろいろ
読売書法会理事　末常 照子

◇水曜　15：15～17：15
◇4/14～　3か月9回26,730円　◇体験日 3/10、17、24

一般書道
東洋書道芸術学会評議員　諸岡 水萌
◇水曜　18：30～20：30
◇4/7～　3か月10回29,700円
◇体験日 3/3、10、17、24

鮎裕の和のイラスト講座
和のイラスト公認講師

渡辺 智美
◇第3火曜　
　10：30～12：30
◇4/20～　
　3か月3回9,240円

透明水彩画超入門
画家　星谷 妙子

◇第１月曜　13：30～15：30
◇4/5～　6か月5回15,400円

書道・ペン字

再スタート  ドライフラワー＆プリザーブド
フラワー（6か月コース）

flower design bureau Flower Party代表　鈴木 佳津子
◇第1水曜　10：30～12:30
◇4/7～　6か月6回
　18,480円   

木曜のフラワーサロン
フラワーサロンRose Classic代表　おおくぼ きえこ

◇第4木曜　13：00～15：00
◇4/22～　6か月6回18,480円
◇体験日 3/25   

生け花・フラワー
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
◇第4木曜　10：30～12：30
◇4/22～　6か月6回
　17,820円

再スタート  立礼席の茶の湯
江戸千家いずみ会代表　井上 皓心

講師　橋本 宗真
◇第4火曜　18：00～20：00
◇4/27～　6か月6回17,820円
◇体験日 3/23

茶 道

椅子席で奏でるはじめての筝
生田流師範　安瀬 由美子

◇第1・3・5月曜　
　15：00～18：00
◇4/5～　3か月7回26,180円
◇体験日 3/1、15、29

山田流筝曲
紅の会主宰　久住 紅子

◇第2・4水曜　
　16：00～20：30
◇4/14～　3か月6回18,480円
◇体験日 3/10、24

邦楽・舞踊 足やヒザの負担を気にせず楽しめる椅子席のお稽古 〈お一人30分の個人レッスン〉

マナー・おしゃれ

キレイを叶える
メークレッスン

メークアップアーティスト
田島 みゆき

化粧品の使い方からクレンジ
ング、メークのポイントを基本
から学びます。
◇第4火曜　10：30～12：00
◇4/27～　6か月6回23,100円

再スタート  簡単・前結び着付け
きの和装学苑東京都支部長　風間 まち子
前で結んで後ろにくるっと回す

着物の前結び。着物を着るのが
大変と思っている方、チャレンジ
してみませんか。
◇第2・4火曜　13：00～15：00
◇4/13～　3か月6回18,480円

趣味・暮らし
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

◇第4木曜　10：30～13：30
◇4/22～　6か月6回　19,140円

三浦・鎌倉花々ハイク
森林インストラクター　北川 俊吾

◇第3水曜　10：00～14：00
◇4/21～　6か月6回19,800円

歴史研究家と楽しく巡るご朱印ツアー
歴史研究家　池上 真由美

◇第2土曜　10：00～12：00
◇4/10～　6か月5回16,500円

大江戸遊歩術と老舗巡り
トラベルライター　山田 うに

◇第1土曜　10：00～13：00
◇4/3～　6か月6回20,460円
◇第2土曜　10：00～13：00
◇4/10～　6か月6回20,460円

音 楽
NEW  ～ピアノが弾けなくても大丈夫～
入門ジャズピアノ

ジャズピアニスト　長谷川 武尚
30 分の個人レッスンでジャズピ

アノを楽しみます。ピアノを弾い
たことがない方も、講師自作の教
材で分かりやすく指導します。
◇第2・4金曜　14：00～17：00
◇4/9～　3か月6回21,120円

嶋村純子のヴォーカル
個人レッスン♪

声楽家　嶋村 純子
◇第1・3・5木曜　13：00～15：00
◇4/1～　3か月7回29,260円
ジャズ＆ポップスを歌おう

ボーカリスト　安川 佐恵子
◇第2火曜　11：00～12：15　◇4/13～　6か月6回18,480円

はじめてのシャンソン・カンツオーネ
シャンソン歌手　岩元 ガン子

◇第2・4土曜　14：00～15：30　◇4/10～　3か月6回19,800円

魂で歌うゴスペルコーラス
ゴスペルディレクター　黒田 潮文

◇第2・4火曜　15：30～17：00　◇4/13～　3か月6回18,480円

はじめてのヴォイストレーニング
声楽家　小林 悦子

◇第2・4土曜　12：30～13：30　◇4/10～　3か月6回21,780円

カラオケ歌謡教室
◇水曜　13：50～16：15　◇4/7～　3か月10回33,000円

ゆっくりカラオケ個人レッスン
◇第2・3水曜　16：30～18：30　◇4/14～　3か月5回30,250円

全日本音楽著作作家協会会員　守本 哲典

ダンシング
NEW  ～初めての方でも踊れる～
コンテンポラリーダンス

元マイディズニージュニア　呉松 綾子
形にとらわれずに身体表現でき、

どのような動きでも踊りに見せるこ
とができるダンスです。自分の感
情を踊りに出しきりましょう。
◇第1・3水曜　19：00～20：30
◇4/7～　3か月6回19,140円

お勤め帰りのベリーダンス
studioDARYA主宰　志摩 仁美

◇月曜　19：15～20：25
◇4/5～　3か月12回36,960円
◇体験日　3/1、8、15、22、29

腰掛タップダンス®
腰掛タップダンス公式インストラクター　千草 ことみ

◇第2・4火曜　
　10：30～11：30
◇4/27～　
　3か月6回
　20,625円
◇体験日　3/9、23

優雅に踊る
ベリーダンス

アナイティス主宰　万里亜
◇第1・3・5水曜　19：00～20：10
◇4/7～　3か月7回21,560円

料 理　　　　　 お茶を飲んで免疫力アップ

英国紅茶サロン
日本紅茶協会シニアティーインストラクター　高橋 玲子

◇第3金曜　
　10：30～12：30
◇4/16～　6か月5回
　15,400円

台湾茶を味わう
加香TeaSchool主宰　大橋 加津子
◇第4木曜　10：30～12：00
◇4/22～　6か月6回18,480円
◇体験日　3/25


