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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 12月1日（火）～12月27日（日）
「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
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CELEO 北館10階のカルチャースクール

☎042‒622‒6211
2021年1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。

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。

●  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▶12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受講割引券1,000円
分を進呈、紹介された「お友達」は入会金が半額
になります。

お友だち紹介

趣味・暮らし
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
◇1/11～　3か月3回9,240円

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
愛犬にぴったりサイズの洋服を
作ってみませんか。愛犬の個性を引
き立てるデザインを提案します。
◇第2・4土曜　10：15～12：15
◇1/9～　3か月6回17,160円

三浦・鎌倉花々ハイク
森林インストラクター　北川 俊吾

観光地として人気の鎌倉。地
元出身の森林インストラクター
が穴場の絶景を案内します。
◇第3水曜　10：00～14：00
◇1/20～　3か月3回9,240円

お う ち で 学 べ る オ ン ラ イ ン 講 座
冬の阿波おどりナイト～徳島阿波おどり講座

 オンライン受講、または会場受講を選択
高円寺阿波おどり連協会所属　吹鼓連

阿波おどりの魅力だけでなく、徳島
県の食・観光・文化も紹介します。み
んなで楽しく踊りましょう！
【開催日】2021年1月24日（日）、
　　　　1月31日（日）　
　　　　18：30～20：00（全２回）
　　　　オンライン、または会場参加
　　　　（すみだリバーサイドホール）
【受講料】2200円

吉本興業料理部長・ウル得マンに学ぶ
 冬におすすめ時短レシピ１０品

吉本興業料理部長のいけや賢二さんが、
「エビ豆腐」などおいしい時短料理を動画
で紹介。
【動画配信期間】11月20日（金）～
　　　　　　  2021年2月20日（土）
【受講料】会員・一般1,980円

ふるさと講座 カニ１杯つき！ 学んで味わう・
蟹取（鳥取）県 カニストーリー 
全国有数の「カニどころ」鳥取からご自宅

へベニズワイガニが届きます。カニ文化を紹
介します。おいしい食べ方も。鳥取県協力講座。
【開催日】12月17日（木）
　　　　14：00～15：30
　　　　（Ｚｏｏｍ利用）
【受講料】3,630円
　　　　（教材費・配送料込み）
【定　員】50人＝締め切り12月10日（木）

■東京のちいさな美術館めぐり  ［12月5日（土）開催］
■倉嶋紀和子の古典酒場部「全国銘酒酒造＆地元名酒肴
酒場～秋田編～」  ［12月26日（土）開催］
■美と健康を目指す韓国料理  ［1月9日（土）まで］
■今につながる日本史 第２回「パンデミックと日本史」
　  ［1月29日（金）まで］

その他の講座 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。

NEW   ～原一菜監修～ 金繕い　
一菜会公認講師　成田 美穂

金繕い ( きん
つくろい）は割
れたり、欠けた
りした器を漆を
使ってつなぎ合
わせ、その上に
金で飾りを施す
工芸です。普段
使いの食器から
棚にしまい込ん

だ美術品まで、各自の好きなものを持ち寄って、
繕い（=直し）をします。
◇第1木曜　13:00～15：00
◇1/7～　3か月3回10,230円

手芸・工芸
本格手織り

東京アートセンター講師　深尾 雅子
本格的な手織り教室です。

じっくりと腰を落ち着けて奥
行きの深い技術をマスターし
ましょう。平織りから始まり、
綾織り、そしてそれぞれの
変化織りを学んでいきます。
皆さんの進度に合わせて指
導しますので、マイペースで
学ぶことができます。
◇水曜　12：30～16：30
◇1/13～　3か月11回36,300円

ヨーロピアン・
トールペインティング

ギャラリー・ブルーメン主宰　加藤 靜加
洗練されたデザインの

トールペインティングを基
礎から学びます。木材や
布など様々な素材に描く
楽しみを見つけましょう。
◇第1・3・5水曜　
　13：00～15：00
◇1/6～　3か月6回
　15,180円

　　　　　　　　　　　◇体験日　12/2、16

すてきなクラフトバンド
クラフトバンドエコロジー協会認定講師　吉田 浩子

クラフトバンドを裂いたり
切ったり、ループを組み合
わせたりして楽しく編んでい
きます。豊富な編み方で小
物入れやバスケットなどを作
ります。完成した作品はプレ
ゼントとしても喜ばれます。
◇第1月曜　13：00～15：00
◇2/1～　3か月2回5,500円
◇体験日　12/7

インテリアステンドグラス
ステンドグラス工房クロスシティ　増田 かおる

作って楽しい、飾って
うれしい暮らしの中の
作品作りを初歩からしっ
かり学びます。ステン
ドグラスの美しい色と
輝く光、そして手作り
の優しさで生活に潤い
を運びましょう。
◇第1・3・5金曜　
　10：30～12：30
◇1/15～　3か月6回15,840円
◇体験日　12/4、18

あみぐるみ
あみぐるみ作家　ナガイ マサミ
かぎ針 1本で楽しめる講
座です。編み物初心者の方
でも簡単に編めるよういろ
いろなキットも用意していま
す。かわいい人形や動物た
ちを自由に編みましょう。
◇第1月曜　
　12：30～14：30
◇2/1～　3か月2回　
　5,280円

　　　　　　　　　　　  ◇体験日　12/7

音 楽 再スタート   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
◇1/17～　3か月6回17,160円

NEW  やさしく歌える 
　　シャンソン＆カンツオーネ

日本シャンソン協会正会員　小倉 浩二
シャンソンとカンツオーネを歌ってみませんか。楽譜
が読めなくても大丈夫です。少人数5人のクラスです。
◇第1金曜　14：00～15：30
◇1/15～　3か月3回8,250円

はじめてのヴォイストレーニング
声楽家　小林 悦子

口先だけではなく体と呼吸を整え、正しい発声と
歌唱法を身につけます。
◇第2・4土曜　12：30～13：30
◇1/9～　3か月6回17,160円

～クラシックからポピュラーまで～ ピアノを楽しむ
ピアノ講師　矢木 見和子

個人レッスン30分のクラスです。初心者から経験者まで楽
しくピアノを演奏してみませんか。憧れの曲に挑戦しましょう。
◇第2・4日曜　10：30～15：00
◇1/10～　3か月6回18,480円

外国語
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けれど、その先
に進めない…というさまよえる中級の方を対象としたクラス
です。語彙力・文法力を鍛えたくさんの会話練習で口と耳を
ならし中級の壁を乗り越えましょう。
◇第2・4火曜　12：30～14：00
◇1/12～　3か月6回17,160円

やり直し中学英語
英語小説翻訳家　向井 ちぐさ

英文法を中心に復習しながら「話す・聞く・読む・書く」
をバランス良く学びます。（基礎～初級レベル）
◇第1・3木曜　15：30～16：40
◇1/7～　3か月6回15,840円　◇体験日　12/3、17

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

発音や文法、旅行会話、独検など様々なリクエストに応える40分間の個人
レッスンです。
◇第1・3木曜レッスン　1/7～　
◇第2・4木曜レッスン　1/14～
◇①18：40～19：20 ②19：25～20：05 ③20：10～20：50
◇ともに3か月6回27,720円

名所めぐりのトラベル英会話
元中学・高校英語講師　minako

世界各国の名所画像を使った講師オリジナルテ
キストで模擬観光をしながら英会話を学ぶクラス
です。（入門～基礎レベル）
◇第2・4火曜　15：30～16：30
◇1/12～　3か月6回16,500円
◇体験日　12/8、22

ときめくエレガンスプリザーブドフラワー
ＭＯＭＯフラワーデザインスクール代表　長谷川 もも

花のカラーやデザインで世界を旅するようにすてき
なリボンをあしらい、プリザーブドフラワーの色の魔
法やテクニックを楽しみながら学べるレッスンです。
◇第3水曜　12：45～14：45
◇1/20～　3か月3回8,250円　◇体験日 12/16

再スタート  初めての茶道・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
◇1/18～　3か月5回12,650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
◇1/28～　3か月3回7,590円

御家流・香道入門
御家流香道桂雪会講師　守屋 琢智

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
◇1/17～　3か月3回8,250円

茶 道

生け花・フラワー

マナー・おしゃれ
再スタート  スカーフ・ストール
　　コーディネート術（個人）

ぬのこころ主宰　谷川 みさえ
あなたらしさに磨きをかけた

トータルコーディネート術を 30
分の個人レッスンで学びます。
◇第3木曜日　13：00～15：00
◇1/21～　3か月3回8,910円

再スタート  暮らしをすてきに！礼儀とマナー
小笠原流礼法宗家本部師範　赤川 澄子

冠婚葬祭、年中行事、
訪問、手紙、贈答、テー
ブルマナー、立居振舞な
ど、礼儀作法に関するこ
とを学びます。
◇第3水曜日　
　10：30～12：00
◇1/20～　3か月3回　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　7,590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
◇1/12～　3か月6回15,180円

絵 画
NEW  上手くなる油絵＆パステル
国画会会員　松山 俊彦
油絵、パステル画を描

きたい方へ。造形的なこ
とを学びつつ、個性に合
わせて指導します。
◇第１・3土曜　
　10：10～12：00
◇1/16～　3か月5回
15,400円

誰でも描ける水彩色鉛筆画
日本美術院院友　内田 ゆき子

水に溶ける水彩色鉛
筆を使い、花や野菜、
果物など季節感のある
モチーフを描きます。
◇第1・3・５月曜　
　15：30～17：30
◇1/18～　3か月6回　

　　　　　　　　　　　　   15,840円
　　　　　　　　　　　   ◇体験日　12/7、21

油絵入門
二科会会員　武田 美智子

静物、人物、風景など
様々なモチーフを描きつ
つ、絵画の王道油絵を楽し
みます。
◇第1・3・5日曜　
　13：15～16：15
◇1/17～　3か月6回
17,160円

初めてのデッサン＆絵画
画家　仁科 新

まずは鉛筆デッサン、
道具の使い方から。
初めて絵を描く方にお
すすめのクラスです。
◇第2・4水曜　
　10：30～12：30
◇1/13～　3か月6回　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　16,500円

入門かな書道 B
毎日書道展会員　笠原 博子

　かなの基礎から古典の臨書へと学ん
でいきます。無理なくゆっくり進めます。
◇第2・4木曜　17：10～18：40
◇1/14～　3か月6回16,500円

やさしい書道
カリグラフィックアトリエみやび教授　浜田 みやび

初めて筆を持つ方から作品創
作研究まで、幅広く指導します。
◇第1・3・5水曜　
　10：30～12：30
◇1/6～　3か月7回18,480円
◇体験日　12/2、16

初心者からのペン習字
文部科学省後援硬筆・毛筆書写技能検定1級　木部 夏紀

　基本をおさえながら、漢字、ひらがな、漢字かなまじりを学びます。
◇第2・4金曜　10：30～12：30　◇1/8～　3か月6回15,840円
◇体験日　12/11、25

書道・ペン字

NEW  国宝・重文・寺院で学ぶ仏教
国際教養大学特任教授　金岡 秀郎

如来や菩薩の尊像を観つつ、寺院や人物との関
係を辿り、日本文化の一端を学びます。
◇第4木曜　16：00～17：30
◇1/28と3/25　2か月2回6,160円
◇体験日　12/24

短歌にしたしむ
現代歌人協会会員　畑 彩子

あなたらしい表現で個性的な一首を詠んでみま
せんか。名歌秀歌の鑑賞とともに、現代短歌の魅
力もお話しします。
◇第4土曜　10：30～12：00
◇1/23～　3か月3回8,250円
◇体験日　12/26

はじめての俳句
「船団の会」会員　紀本 直美

まずは気軽に一句。講師は俳句集
「さくさくさくらミルフィーユ」が好
評の若手俳人です。
◇第2月曜　10：20～11：40
◇1/11～　3か月3回7,920円
◇体験日　12/14

文芸・教養

公 開 講 座
時短！簡単！
コロナに負けない栄養の話

管理栄養士　小西 智子 
体を強くする食事作りの

ポイントを、プロサッカー
選手の食事指導も担当した
講師がお話しします。ビタ
ミンの破壊を抑える電子レ
ンジを使ったレシピや冷凍
野菜や缶詰を使ったお財布
にやさしいレシピもご紹介。
◇12/8（火）　10：15～12：15
◇会員2,750円・一般3,300円〔教材費〕110円

白菜キムチ・無農薬柚子茶を
作りましょう

韓国料理研究家　宮川 昌子
　白菜キムチ漬けと無農薬柚
子を使った柚子茶を作ります。
◇12/18（金)　
　16：00～18：00
◇会員・一般2,860円
　〔教材費〕2,200円

マスクつけても外しても綺麗
メークとスキンケア＋マスク
の選び方
　　　　　　メークアップアーティスト　田島 みゆき 
マスク着用で大事
な、メリハリのある
アイメークとマスク
を外さなければなら
ない場面でも自信
を持ってツヤ肌をア
ピールできるような
スキンケア法、併せて失敗しないマスク選びを
知っておくと何かと役立ちます。
◇12/22（火）　13：00～14：30
◇会員・一般3,300円

和モダンで迎えるお正月
flower design bureau Flower Party代表　鈴木 佳津子 

カサブランカなど新
年にふさわしい華やか
な生花をモダンなス
タイルにアレンジしま
す。ダイニングルー
ムや玄関を美しく演出
します。

◇12/25（金）　10：30～12：30
◇会員・一般2,750円〔教材費〕3,500円～

～新春の装い～
すてきな布ぞうりを作ろう!!

はっぴい布ぞうり主宰、創作手芸作家　小石 淑子
　新春にふさわしい布ぞ
うりを作ってみませんか？
講師が用意した様々な色・
柄の布からお好きなもの
を選んでいただけます。
◇1/24（日）　13：00～16：30
◇会員2,750円・一般3,080円〔教材費)3,000円

粘土でアマビエをつくろう
アートスペース谷中ジンジャー　ナカノ アヲバ

疫病をおさめるといわれる謎の
妖怪“アマビエ“を作りましょう。
◇12/21（月）10：30～ 12：30
◇会員・一般2,530円
〔教材費〕1,980円

忍者ナイン かけっこスペシャル
忍者ナイン専任インストラクター 

忍者ナインのかけっ
こ教室で〈速く走るコ
ツ〉を習得しよう。
◇1/9（土）　
　13：00～13：50
　（年中～小学2年生）
　14：00～14：50（小学3年生～6年生）
◇会員・一般1,650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。
◇2/6（土）、3/6（土）　13：00～17：00　
　2回17,600円
　教材費6,000円（テキスト代、認定料）

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」
◇1/15（金）　13：30～15：30
■「やさしい基本編」
◇2/19（金）　13：30～15：30
◇各回とも会員・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。
◇2/20（土）、3/20（土）　13：30～15：00
◇会員5,280円・一般5,500円〔教材費〕1,000円～

公開
講座 もっと上手くなりたい方へ

よみうりゴルフ倶楽部 専属プロによる
ラウンドレッスン ～実践編～

よみうりゴルフ倶楽部専属プロ　加藤 淳
　法人会員制「よみうりゴルフ倶楽部」18ホールを専属の加藤プロの
レッスン付きでまわる特別講座です。初心者から上級者まで1組4ホー
ルずつ帯同します。プレー後は映像でのおさらいもあります。
【日　時】2月17日（水）または24日（水）　9：00～16：30　

現地集合
【会　場】 よみうりゴルフ倶楽部

（東京・稲城市）
【受講料】 19,800円（70歳未満の方の

利用税1,200円と飲食代は
別途かかります。）

【申し込み】よみうりカルチャー八王子
（042-622-6211）

写真提供：鳥取県

マナコプリザーブド
マナコフラワーアカデミー本部講師　大柳 かおる

プリザーブドフラワーは色合いや質感が、
生花に近い状況を長く保存できる花です。基
礎からギフト、インテリア装飾までテクニック
を学んでいきます。
◇第1土曜ほか　18：00～20：00
◇1/16～　3か月3回8,250円
◇体験日　12/5   


