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読売・日本テレビ文化センター

八王子

●  入会金5,500円
７０歳以上と小学生以下のお子様は入会金無料。読売新聞購読または購読予定
の方には特典があります。７０歳以上で読売新聞購読または購読予定の方は、入
会金が無料になるほか、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352円～（講座によって異なります）です。新型コロナ

入会金と受講のご案内

JR八王子駅

セレオ八王子南館

北口

南口

立川 ➡⬅ 高尾

連絡通路セレオ八王子
北館10階

午前10時～午後８時
（日曜は午後４時まで）

受 付

 hachioji@ync.ne.jp

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。

受講の予約はインターネット
でもできます。

表示の入会金、受講料等は
消費税を含む金額です。

NEW  =新設講座です。

6月1日（火）～6月30日（水）
「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。

おうちで学べるオンライン講座
つながり、ひろがる よみカル オンライン

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

お家をスッキリ！運気アップ夏の土用
 Fortune Jyujyu主宰　伊東 寿珠

◇７/２０（火）　
　１４：３０～１５：３０
◇会員・一般
　３，３００円

親子で四角キンパを作ろう！
 仁川広域市観光広報大使

　よすみまり
◇８/9（月）　１１：００～１２：００
◇会員１,６５０円　
　一般２,２００円

外国人への日本語教え方講座
 日学舎・日本語教師養成担当講師　澤山 幸

◇授業動画　１５０分×２０回
◇３２,７８０円　
　（１年間視聴できます）

全５回集中・入門（４０分の個人レッスン）
大人の鍵盤ハーモニカ（ケンハモ）

 SUZUKIケンハモ認定講師

松浦さやか
◇金曜 7/16～全5回　
　１０：２０～、１１：２０～
◇会員24,750円　一般27,500円

夏休み・イケメン飼育員から学ぼう！ 
SNSで人気の高知・桂浜水族館生き物教室

 桂浜水族館飼育員
まるのん

◇８/１１（水）　１８：００～１９：００
◇会員１,６５０円　一般２,２００円

ライブで韓国旅
～ドラマロケ地 梨

イテウォン
泰院編～

 
◇7/19（月）　１8：３０～１9：３０
◇会員３,850円　一般４,400円
ほか、オンラインアメリカ
ホームステイ講座もあります。

公　開　講　座　　 入会金不要・要予約

英語多読、はじめの一歩
日本多読学会元会長　竹田 恒美

英語の学習経験を問わずいつから
でも始められます。おうち時間で英
語多読にチャレンジしませんか。
※講座時間内では実際の多読活動は行いません。
◇7/4（日）　13：00～14：30
◇会員・一般3,300円

渋沢栄一 幕末の青春譜！
歴史家・江戸文化研究家　菅野 俊輔
攘夷を目指す青年が一橋慶
喜に出会い、動乱の日本を離
れたことが雄飛の契機となる！ 
動乱の幕末期に青春時代を過
ごした渋沢栄一の知られざる
足跡を語ります。
◇7/11（日）　
　13：00～14：30
◇会員3,300円・一般3,850円
　〔教材費〕55円

ベジタブルカービング
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
人参やズッキーニな

ど食卓でおなじみの野
菜を使って、カービング
を楽しみましょう。葉っ
ぱや花の形に彫った野
菜をお料理に添えれば、
いつもの食卓がぐっと
華やかになります。
◇7/16（金）　10：30～12：30
◇会員3,080円・一般3,630円〔教材費〕500円程度

風花プリザーブドフラワー協会代表　
河原 由美のフラワーレッスン

ガラスドームのお仏壇飾り
湿気や埃をガードでき美しい
状態が続くので、お供えのお花
におすすめです。すべてプリザー
ブドフラワーです。
◇7/29（木）　11：00～12：30　
◇会員3,190円・一般3,740円
　〔教材費〕3,300円　高さ20㎝

初夏のグリーンリース
空気を綺麗にする効果があるといわれてい

る新素材のグリーンとアー
ティフィシャルフラワーで
作るリースです。色褪せし
ない素材なのでドアリース
として飾ることもできます。
◇7/29（木）　
　13：30～15：30

◇会員3,190円・一般3,740円
　〔教材費〕3,000円　直径23㎝

愛犬のためのシニアケア講座
JAPANペットケアマネジャー協会認定ペットケアマネジャー

平端 弘美
愛犬がずっと健やかに暮らせ

るよう、日常のお手入れや認知
症のケアなどを学びます。シニ
ア犬はもちろん、若いワンちゃ
んと暮らす方もどうぞ。

◇9/14（火）　10：30～12：30
◇会員・一般3,850円

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。
◇8/21（土）　13：00～14：30
　9/18（土）　13：30～15：00
◇会員・一般2回6,160円〔教材費〕1,100円～

夏のスタイリング ストール術
ぬのこころ主宰　谷川 みさえ

いつもの服がちょっとしたひと手
間で見違えます。お手持ちのストー
ルを有効活用しませんか。
◇6/17（木）13：00～15：00
◇会員・一般3,300円
　〔教材費〕200円

パールネックレス手作り教室
KOBE PEARL COLLECTION代表　所神根 孝二

「神戸の真珠屋さん」が
直接持ち込んだ真珠を使
います。本物だからこその
満足感が得られます。
◇6/28（月）　
　13：30～16：00

◇会員3,300円・一般3,850円〔教材費〕3,000円～

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

素足に気持ちいいタオル地ま
たは綿素材を使います。鼻緒
には柄布を使いアクセントに。
◇6/27（日）　
　13：00～16：30

◇会員3,300円・一般3,850円〔教材費〕2,800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。
◇7/3、31（土）　13：00～17：00　
◇会員・一般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）

キュートなピンクのリース
フラワーサロン ROSE CLASSIC 代表　おおくぼきえこ
プリザーブドで作るリース。

ピンクのリースはインテリアに
気分もUP。ちょっとおしゃれな
可愛いリースを制作しましょう。
ギフトにも喜ばれます。
◇6/20（日）13：00～15：00
　6/24（木）13：00～15：00
◇会員・一般3,080円〔教材費〕3,800円

PowerPoint体験講座 
アルバムを作ろう
プライムOAスクール講師　菊池 恵美
PowerPoint の基本的な使い方

を丁寧に指導します。
◇6/29（火）　15：30～17：00　
◇会員・一般3,300円〔教材費〕550円

よみうりカルチャー 八王子 検 索

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」 ◇7/16（金）　13：30～15：30
■「シニア向けスマホ編」 ◇8/20（金）　13：30～15：30
◇各回とも会員・一般1,650円

プロゴルファー（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。プロが1組4ホールずつ帯同します。プレー後は映像でおさらいも。
【日　時】7/21（水）または7/28（水）　9：00～16：30 現地集散
【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）

国立国会図書館
ウェブサイトより

～もっとゴルフが上手になりたい方～
よみうりゴルフ俱楽部 専属プロによるラウンドレッスン

はにわを作ろう！
アートスペース谷中ジンジャー　ナカノ アヲバ

古墳時代にタイムスリッ
プしてオリジナルのはにわ
を作ります。（対象：小学生）
◇8/2（月）　
　10：30～12：00
◇会員・一般2,530円
　〔教材費〕1,980円
　〔別途〕焼成代500円

こどもかけっこスペシャル
EGカルチャー所属インストラクター　大野 恭身 

< 速く走るコツ>を習得
しよう。
◇8/10（火）　
　15：00～15：50
　（年中～小学2年）

　16：00～16：50（小学3年～6年）
◇会員1,980円・一般2,530円

棚田と踏切のある風景
はじめての鉄道ジオラマ
模型作家　宮澤 雅文
ジオラマ製作の基
礎が学べます。「マ
ツコの知らない世
界」に出演した講師
の鉄道話も楽しみで
す。（対象：小学 3
年以上。小学生は保護者同伴）
◇8/15（日）　10：30～12：30
◇会員・一般3,300円［教材費］2,500円
※ 横16×縦8×高さ10㎝、クリアケース付き、Nゲージ鉄
道模型が一両ディスプレイできます。

コイルモーターを作ろう！
科学実験講師　中村 美穂
電磁石の特徴を生かして
いるモーター。永久磁石と
の関係を学びながら作りま
しょう。（対象：小学生）
◇8/15（日）　
　11：30～13：30

◇会員・一般2,530円〔教材費〕1,430円

こどものゆかいなマジック教室
プロマジシャン　喜多 恵子

「あっ！」と驚くマ
ジックを覚えましょう。
（対象：小学生）
◇8/21（土）　
　15：00～16：30
◇会員・一般2,200円
　〔教材費〕1,100円

クワガタロボットを作ろう！
CLUB WAD主宰　梁取 弘明

モーターと歯車を利用
した「動く」工作を通し、
幾何学や物理への興味
を育みます。（対象：小
学生以上。小学1年～
3年までは保護者同伴）
◇8/3（火）　10：30～13：30
◇会員・一般2,530円〔教材費〕3,300円

不思議で美しい万華鏡
日本万華鏡博物館館長　大熊 進一
Aキットは３枚の鏡を正三角形

に組んで三角形の連続模様を作
ります。BキットはWミラー・ス
コープです。（対象：小学生から
大人まで。低学年は保護者同伴）
◇8/5（木）　10：30～12：00

◇会員・一般2,530円〔教材費〕Aキット2,500円　
　Bキット7,000円

飲みたくなるクリームソーダ
日本食品サンプルアート協会認定講師　世古 紀子
本物そっくりの食品サ

ンプルを、お料理する
ように作ります。（対象：
幼児～小学生。幼児、
低学年は保護者同伴）
◇8/7（土）　
　10：30～12：30
◇会員・一般2,200円
　〔教材費〕2,500円

さぁ夏休み！ 遊ぼう、学ぼう！ ｜ 自由研究にもおススメです ｜

NEW  歌舞伎の楽しみ方
歌舞伎研究家

鈴木 英一
江戸の美意識
が凝縮された歌
舞伎の名作を紹
介し、芝居見物
の感性を養いま
す。歌舞伎通に
なりましょう。
◇第1木曜　
　14：00～
　16：00
◇7/1～　
　3か月3回
　11,550円

NEW  世界の巨匠たち
NPO美術教育支援協会理事長　谷岡 清

優れた美術
作品に焦点を
あて、歴史に
名を残した画
家たちの全貌
に迫ります。
講師が現地で
撮影した鮮明
なスライドと
独自の解説を
交えて多角的
に名作を楽し
みます。
◇第4木曜　
　13：00～
　14：30 

◇7/22～　3か月3回　10,560円

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
◇7/11～　3か月6回
　18,480円

NEW  デッサン 色鉛筆教室
新作家美術協会委員　沢田 嘉郎

デッサン力を
高めながら色
鉛筆の表現を
学ぶ一石二鳥
の講座です。
◇第1・3水曜　
　10：15～
12：15

◇7/7～　
　3か月6回19,800円

NEW  小さな花飾り
国際平和美術会特別会員　原山 照江

ちょっと目を引くお
しゃれな花飾り。教材
費はとてもお得で作品
はハイクオリティに。
小さな空間に夢とセン
スを。
◇第3火曜　
　10：30～12：00
◇7/20～　3か月3回
　7,920円 

NEW  初めてのテーブル茶道・表千家
表千家講師　鈴木 宗雅

正座が苦手な方も
椅子に座って日本の
伝統文化、茶道を学
びませんか。一人一
人立礼卓でお点前を
します。
◇第3水曜　
　10：30～12：30
◇7/21～　
　3か月3回8,910円

NEW   土曜・気功太極拳
帰山気功太極拳・担当講師　神山 由美子

動作を覚えるよりも
力を抜いて楽しく行う
ことをモットーにすす
めます。
◇第2・4土曜　
　13：00～14：30
◇7/10～　
　3か月5回15,400円
◇事前体験会：6/26（土）
　13：00～14：30　
　1,100円（要予約）

NEW   ～カサハラ式「健康寿命」を延ばす講座～
「足・ひざ・腰・首」足から
末病対策

カサハラフットケア整体　横浜本院・専属講師　みうら たけし
足に関心がないのは、健康

に関心がないのと同じ！足裏
のバランスを整えることで、
足・ひざ・腰・首の痛みや不調
（末病）を自分で改善してい
きます。
◇第2火曜　13：00～14：30
◇7/13～　3か月3回
　10,560円

NEW  げんきが出るタロット占い
西洋占星術師　榊 その

一枚一枚のタロットの絵解きを勉
強しつつ、新たな自分を発見し、才
能や能力、今後の可能性を見出し
ていきます。初心者向けのクラス
です。
◇第4木曜　15：30～17：00
◇7/22～　3か月3回9,240円

NEW  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

形にとらわれない身体表現
で、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。自分の感情を踊りで
表現しましょう。
◇第1・3・5水曜　
　19：00～20：30
◇7/7～　3か月6回
　19,140円

NEW  優雅に踊るベリーダンス
Belly Dance studio砂漠の太陽　代表

ミスリーナゆきえ
女性らしさを引き出し、自分
の美しさと魅力を磨きながら踊
るベリーダンスを始めてみませ
んか。
◇第1・3・5水曜　
　19：00～20：10
◇7/7～　3か月7回21,560円

提供・運営 ＪＴＢ

鉄道写真家・中井精也の
「ゆる鉄」さんぽ

 
◇7/18（日）　13：30～15：00
※会場参加とオンライン参加を選べます。
◇会場参加（大手町）　会員・一般３,８５０円
◇オンライン参加　会員・一般３,３００円

ウイルス感染防止に必要な消耗品等の調達、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。

NEW  世界遺産入門
世界遺産検定マイスター世界遺産アカデミー認定講師　萩原 卓

人類共通の宝
物、日本や世界
の主な遺産を分
かりやすく楽し
く学びます。
◇第2・4土曜　
　10：30～12：30
◇7/10～　
　3か月6回　
　19,800円

NEW  ミクロモザイク
日本ミクロモザイク協会認定講師　阿波谷 幸恵

イタリアの伝統工芸、
ミクロモザイク。色とり
どりのガラスパーツを枠
に詰めていきます。アク
セサリーやインテリアに
仕立てたりと作れるもの
は様々。
◇第1木曜　
　10：30～12：30
◇7/1～　3か月3回
　9,900円

NEW  籠を編む
カゴ・かご・籠研究所主宰　谷川 栄子

カゴ・かご・籠研究所講師　村上 美知子
籐や紅づる、

えぞあけびなど
多様な素材で、
暮らしの中で使
えるバスケット
などのかご編み
の基本から学び
ます。
◇第2月曜　
　10：30～
　12：30
◇7/12～　3か月3回9,240円

NEW  手縫い仕立ての刺子
自然堂「刺子学園」講師　原 由美子

自家製の本
藍染、草木染
の布と糸を使
い、直線裁の
手縫いで仕上
げる本格派の
教室です。
◇第4木曜　
　13：00～
15：00

◇7/22～　
　3か月3回9,900円

NEW  連弾しよう！
ピアニスト　山﨑 陽子

講師と一緒に演奏するこ
とで、一人では得られない、
音楽を共有する喜びを体感
できます。30分の個人レッ
スンです。
◇第2・4月曜　
　10：30～12：30
◇7/12～　3か月6回
　21,120円

NEW  カンツォーネとイタリアン
ポップスを楽しもう

二期会会員　井ノ上 ひろみ
「帰れソレント」「私の太陽」
といった王道カンツォーネか
ら、「ニューシネマパラダイス」
などイタリアンポップスまで、
日本語歌詞で歌います。
◇第2・4月曜　
　13：45～15：15
◇7/12～　3か月6回

　　　　　　　　  　21,120円NEW  カサハラ式“足のバランス”を整えて
「楽しい山歩き」
初めてのおやこ登山

カサハラフットケア整体(横浜)専属講師　関野 ひろゆき
親子で山歩き

にチャレンジ！初
心者でも登りや
すい東京、神奈
川近郊の山を目
指します。（対象：
5 歳～小学生）
◇第1土曜　
　10：00～
　15：00
◇7/3～　3か月3回13,200円

NEW  介護予防講座
日本在宅KAIGO支援機構代表　宮田 亜紀

高齢者向けの介護予防教室
です。薬（服薬）、未病、食
事を学びます。自宅でできる
簡単な運動も行い健康寿命を
延ばしましょう。
◇第2土曜　
　10：30～12：00
◇7/10～　3か月3回8,910円

NEW  セルフリンパを学ぶ
リンパセラピーアドバイザー　浅井 奈緒美

鉱石配合の専用ジェルを
使用して、自身の体のリン
パを流していきます。血行
促進、筋肉疲労、コリの改
善、むくみやたるみなどの
美容的改善効果を感じとれ
ます。健康的な体づくりを
ご自身で学びます。
◇第2・4水曜　
　10：30～12：00

◇7/14～　3か月6回18,480円

NEW  カウンセラー養成 基礎
日本カウンセリング研究会本部 講師　竹下 志磨

様々な悩み、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。

全日本カウンセリング協議会認定カウンセラー資
格を取得できます。
◇月曜　13：00～15：00
◇7/5～　3か月11回33,396円
◇無料説明会：6/21（月）15：15～15：45（要予約）

NEW  ジュニアの新体操
ルミエールRG代表　YUMIKO

リボン、ボー
ルを使って楽
しくすてきに
踊ってみませ
んか。集団行
動における挨
拶や協調性も
養います。

◇第1・3・5火曜　
　16：30～17：30（幼稚園年中～小学2年）　
　17：40～18：40（小学3年～小学6年）
◇7/6～　3か月7回19,250円

NEW  キッズのフリーダンス
G-level☆　KAZU

個性を大切に伸ばしていきま
す。音楽に合わせて楽しく踊りま
しょう。（対象：小学高学年～中
学生）
◇金曜　18：15～19：15
◇7/2～　3か月13回35,750円

NEW   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

自分でできる優
しい体操と筋トレ
で、背骨の歪みを
整え、頭痛・肩こり・
腰痛など様々なつ
らい症状の改善を
めざします。
◇第1・3・5木曜　
　10：30～12：00
◇7/1～　3か月7回
　21,560円
◇事前体験会：
　6/17（木）
　10：30～12：00　
　1,100円（要予約)


