C M Y K

文化センター

八王子

１ｰ４面

受 付 10：00〜20：00
時 間 （日曜 10：00〜16：00） セレオ八王子
北館10階

 hachioji@ync.ne.jp
受講の予約はインターネット
でもできます。
よみうりカルチャー 八王子

⬅ 高尾

北口

南口

八王子

立川 ➡

JR八王子駅

検索

CELEO 北館10階のカルチャースクール

連絡通路

セレオ八王子南館

☎042‒622‒6211

表示の入会金、受講料などは消費税を含む金額です。

NEW 新設講座

公開
講座

新しいカリキュラム

リニュー
アル

入会金不要

機能を使ったオンライン講座

絵画

×

手工芸フェア 2022秋
＠セレオガーデン

（よみうりランド）×

NEW

四季のスケッチ
洋画家・日本美術家連盟会員

清田
悠紀子
よ う カル チャー
み り

◇第３日曜 13：00〜15：00
◇10/16〜 6か月5回16,500円 入園料別
※事前体験 9/18

豊島 秀麿

初歩から学べるボタニカルアート。植物の不思
議に出会える喜びをご一緒に感じましょう。
◇第３火曜 10：30〜12：15
◇10/18〜 6か月6回19,800円
※事前体験 9/20 教材費550円

水墨画は筆と紙と墨があれば
誰でもすぐに始められます。見た
ままの自然を描きましょう。

NEW

笠谷 宏美

SNS で も 話 題 の ア ル
コールインクアート。イン
クを垂らして絵や模様を描
く手法です。紙やカードだ
けでなく小物づくりにも応
用できます。

アユユウ

鮎裕の和のイラスト講座

渡辺 智美

少ない筆数で、季節の絵をハ
ガキに描きます。和紙の特徴を
いかした独自の描き方を指導し
ます。

音楽

歌わない声枯れ防止発声トレーニング

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！

NEW

◇日曜クラス 第２・４日曜 10：30〜12：30
◇10/9〜 3か月6回18,480円 ※事前体験 9/25

ボイスサイズ講師

森下 邦太

川原 光貴

村治 亜斗夢

一緒にオリジナル曲を作ってみましょう。音楽経
験が全く無くても、簡単な鼻歌から曲を仕上げら
れます。

リニュー
アル

◇9/13
（火）13：00〜（40分程度）
◇事前申し込みは不要です。直接会場にお越しください。12：30〜先着順で席を開放しま
す。満員の場合は立ち見でのご案内になります。予告なくイベント内容が変更になる場合
がありますのでご了承ください。

日本オペラ協会会員・声楽家

こいけ はつみ

◇第2・4土曜 13：30〜14：30 ◇10/8〜 3か月6回24,420円 ※事前体験 9/24

NEW

ヒット曲で
ボイストレーニング

思い出すたびに胸が熱くときめく青春の愛唱歌を心を込めて歌い上
げましょう！
◇第2・4土曜 14：40〜15：40 ◇10/8〜 3か月6回24,420円 ※事前体験 9/24

「カラオケは苦手だ」と思っている方に。のどに負担をかけず、美しい声を
出せるように講師がピアノのを弾きながらボイストレーニングを中心に伝授
します。歌謡曲や演歌の新曲、名曲を覚えたいという方にピッタリのカラオ
ケ教室です。

NEW

シャンソン歌手・ダンス振付師

ゴスペルディレクター

黒田 潮文

たくさん歌って健康に！

パートに分かれ、レベルに合った曲を１曲ずつ覚え
ていきます。教会のスタイルにならって楽譜は使わ
ずに耳で聴いて覚えていきます。練習はピアノの生
演奏で！

声楽家・元劇団四季

◇第1・3・5水曜 14：30〜16：00
◇10/5〜 3か月7回21,560円 ※事前体験 9/21

◇第２・４月曜 10：30〜12：00
◇10/10〜 3か月6回25,080円

自由にジャズ＆ポピュラーピアノ

やさしく歌えるシャンソン＆
カンツオーネA・B

杜 哲也

譜面から解放された自由なピアノを、ぜひご体験く
ださい。初心者の方もお気軽にどうぞ。30 分個人。

日本シャンソン協会正会員

邦楽

長唄協会会員

仙波 宏薫

踊り師範

栃木 良水

健康づくりも兼ねて、
笑いとユーモアのある
どじょうすくい踊りを学
びます。

◇第１・３火曜
13：00〜14：30
◇10/4〜 3か月6回18,480円 ※事前体験 9/20

八王子

1面

ＣＭＹＫ

藤間流日本舞踊

（少人数）

藤間流師範
藤間流師範

藤間 貴雅
藤間 龍巳

基本を身につけながら小
唄、長唄などを踊れるよう
指導します。 男性歓迎のク
ラスです。

◇月曜 13：15〜15：30
◇10/3〜 3か月9回30,690円 ※事前体験 9/26

三線月の音会主宰

★★ 初級

沖縄独特の音階にはどこか懐
かしさ、優しさを感じます。 三線
独特のおおらかな音色を楽しみま
しょう。
◇第２・４月曜 18：00〜20：30
◇10/10〜 3か月6回21,120円
※事前体験 9/26

ゆっくり英会話入門
よみうりカルチャー講師

よみうりカルチャー講師

名所めぐりのトラベル英会話★
英会話講師

世界各国の名所
画像を使い、レスト
ランの注文やお買い
物などで使える英語
を 模擬旅行 しなが
ら楽しく学びます。

minako

◇第２・４火曜
15：30〜16：30
◇10/11〜 3か月6回18,480円 ※事前体験 9/27

ラッセル ハリス

日常会話を中心に基礎
的な英会話を学びます。
やさしい文型や役立つ慣
用表現で英語に親しみま
しょう。

やさしいフランス語入門
よみうりカルチャー講師

発音からスタートしてフ
ランス語の基礎をゆっくり
とマスターします。 日本
語の上手な講師が指導し
ます。
◇第２・４水曜
13：00〜14：30
◇10/12〜 3か月6回
19,800円
※事前体験 9/28

ディミトリ ビゴ

手作りパン教室

健美ごはんと低糖質スイーツ
スーパーフードアドバイザー

マザーボーネ 認定講師

水回りのいらない
シャンプーレスのヘッ
ドスパ。日々の疲れ、
ストレス解消に役立つ
講座です。
◇第４金曜
15：30〜17：00
◇11/25〜
6か月4回
14,520円

◇第1・3月曜 10：30〜12：00
◇10/3〜 3か月6回18,480円 ※事前体験 9/19

学び直しのスペイン語入門★

NHK WORLD RADIO JAPAN アナウンサー

マルタ・サルガド

「もう一度、頑張ってみよう！」
「独学では難しい…」という方か
ら初めての方まで、簡単な日常
会話ができるようになりましょう。
◇木曜 20：00〜21：00
◇10/6〜 3か月12回36,960円
※事前体験 9/29

NEW

カウンセラー養成 基礎（月）
日本カウンセリング研究会 本部

竹下 志磨

身近な実践的カウンセリング講座です。

◇月曜 13：00〜15：00
◇10/3〜 3か月11回33,396円

NEW

カウンセラー養成 基礎（土）

◇第２・４土曜 15：30〜17：30
◇10/8〜 ３か月6回18,216円

松川 佳代

初めてのテーブル茶道・表千家

土曜・ジュニアバレエ

（幼児〜小学2年生）
（小学3年〜中学生）

表千家講師

light up ballet主宰

永井 千賀

バレエのステップをリズムに合わせて踊る簡単なレッスンです。バレエを
初めてのお子様でも大丈夫！

NEW

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。 講 座 では、 一 人 一
人立礼卓でお点前の練
習をします。

◇第２・４水曜 10：00〜12：00
◇10/12〜 ◇３か月6回18,480円
※事前体験 9/28

日本絵手紙協会公認講師

今井 あかね

日本酒の背景を学びながら、毎回、
試飲とおつまみを楽しみ、お酒について
語り合いましょう。
◇第３土曜 18：30〜20：00
◇10/15〜 3か月3回10,560円

四季折々の良質
な 花 材を豊 富に使
いボリューム感のあ
るリースやアレンジ
をお楽しみいただけ
ます。

◇第１水曜 12：20〜14：00

マンドリンを弾こう

マザーボーネ認定講師

伊藤 加代子

リニュー
アル

ラッピングを楽しむ（基礎）

ラッピング協会講師

冨岡 美三英

簡単アイデアラッピ
在宅での介助の際に、
知ってほしいことを生活 ン グ から 本 格 的 な デ
のシーンに合わせてお伝 パート包みまで楽しく
紹介、資格取得の道も
えします。
あります。
◇第４金曜
13：00〜14：30
◇11/25〜 6か月4回
11,880円

小林 亜矢子

昔懐かしい曲や、クラシック、ポピュラーソン
グを楽しみながら合奏します。 初めて楽器を手
にする方から昔弾いたことがある方まで、個々の
レベルに合った指導をします。

◇第１・３木曜
15：30〜17：30
◇10/6〜 3か月6回
19,800円
※事前体験 9/15

手話入門（土）
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
◇10/1〜 ３か月7回
21,560円
※事前体験 9/17

◇第２・４火曜 14：20〜16：10
◇10/11〜 ３か月5回15,812円 ※事前体験 9/27

岡田わ・花びら押し葉
サロンドトーヌ正規会員

手話通訳士

平松 節子

岡田 わ

◇10/19〜 3か月3回8,580円

◇10/5〜 3か月3回9,900円

元ニコン社員

田中 洋一

カメラを持って一
緒に出かけましょう。
野外撮影と室内での
講義・講評を交互に
行います。

※事前体験 9/21

※事前体験 9/7

Flower Partyの
楽しいガーデニング

flower design bureau Flower Party講師

日本ハンギングバスケット協会

石野 好子

季節の花で華やかな
ハンギングバスケット
と寄せ植えをします。

◇第２・４火曜
10：00〜12：00
◇10/11〜
3か月6回
18,480円
※事前体験 9/13

漢方とハーブ

◇第１水曜 14：15〜16：15
◇10/5〜 3か月3回9,240円 ※事前体験 ９/7

◇10/11〜 3か月3回8,580円

季節の移ろいを撮る

青木 恵里子

家族のための「介助」講座

小菅 操

確かな技術と表現力、そして感性を磨きます。Flower Party のレッスン 54 単位を修了された
方対象のクラスです。

◇第４水曜
12：00〜14：00
◇10/26〜 3か月3回8,580円
※事前体験 ９/28

漢方生薬やメディカ
ルハーブなどを使って
心身の健康に生かしま
しょう。

長谷部 賢

※事前体験 9/20

池田 京子

Flower Partyのフラワーアレンジメント・インストラクター養成

AEAJ認定アロマセラピスト

エンジョイ ワイン笑講座

◇第３火曜 10：00〜12：00
◇10/18〜 3か月3回9,240円

Flower Partyの
フラワーアレンジメント

〈水曜クラス〉
◇第３水曜 14：45〜16：15

島田 詠美子

大泉 創子

※事前体験 9/28

〈火曜クラス〉
◇第２火曜 14：45〜16：15
※事前体験 9/13

季節を楽しむフラワーリース＆
アレンジ 国際プリザーブドフラワー協会（IPFA）認定講師

日本酒教室「酒知る・味知る」主宰

絵手紙花の会

日々の暮らしの中で見つけた新しい発見を、筆や割り箸、
サインペン等を使って描きます。楽しみを見つけながら温
かい心を伝えてみませんか。

flower design bureau Flower Party講師

◇第２火曜
12：30〜14：15
◇10/11〜
3か月3回8,580円 ※事前体験 ９/13

八王子日本酒倶楽部
日本酒入門

季節の絵手紙

季節の花を毎回講師が仕入れてます。個々のレベルに合わせ
基本のデザインからマイペースに学べるよう指導します。単位修
了でインストラクターコースにも進めます。

東京マンドリンアンサンブル

伊藤 加代子

鮮やかな色彩のソフトパステルを使って、季
節の移ろいを感じながら昭和記念公園内に出
かけて風景画を描きます。講座の最初に、前
回作品の講評をしてから制作に入ります。

ソフトパステルまたは水彩絵の具を使っ
て、季節の風景画を描きます。雨天時には
静物画や模写も楽しみます。

◇第２・４水曜 14：15〜16：15
◇10/12〜 ３か月5回15,400円

大間々 賢司

パステル風景画

パステル・水彩スケッチ

◇火曜 17：00〜18：00
◇10/4〜 ３か月10回31,625円
※事前体験 9/27

NEW

日本美術家連盟会員

豊かな自然に包まれた昭和記念公園に出か
けて水彩画を描きます。初めての方も楽しめ
るよう基本から指導します。野外講座。（雨天
翌週順延）

絵と字と文のハーモニー を求めて、不器用さを魅力
に変えるまで、心の赴くまま自由に描きましょう。

◇第４水曜 19：00〜20：30
◇10/26〜 6か月6回18,480円
※事前体験 9/28 教材費1,650円

NEW

公園まるごとスケッチ

◇第１・３火曜 10：00〜12：30
◇10/4〜 ３か月6回18,480円 ※事前体験 9/20

公園画家と描く 季節を感じる

絵手紙・十人十色

ワインは楽しいが一番。その楽しさを基礎
から学ぶ講座です。

ヘッドスパ検定2級講座

清水 康子

小さな盆栽

◇第４火曜 14：30〜16：00
◇10/25〜 3か月2回7,480円
※通常体験 10/25

sky

西村 真紀

◇第２火曜 10：00〜12：00
◇10/11〜 3か月3回9,240円
※通常体験 10/11

盆栽を始めたい方に、楽しく学ん
でいただける優しい基礎講座です。

曲にのって体を動かすだけで自然にリズム感を
身につけることができます。簡単なステップから
順序良く指導します。

日本ソムリエ協会認定 ソムリエ・エクセレンス

実務

発音から言葉の仕組
みをしっかり学び練習
していくと、フランス
語はとても親しみやす
い 言 葉 で す。 言 葉 の
仕組みの中にあるフラ
ンス的なものに注目し
て、楽しく学んでいき
ましょう。

リニュー
アル

ヒグチダンススタジオインストラクター

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

NEW

東京芸大日本画科卒

F3 サイズのスケッチブックに色鉛筆で気軽
に描いていきましょう。

澪樹園 園主、盆栽、
日本小品盆栽組合員

◇小学3年〜中学生クラス
第２・４土曜 16：30〜18：00
◇10/8〜 ３か月6回17,820円
※通常体験 10/8

◇第１日曜 11：00〜13：00
◇10/2〜 6か月5回15,400円
※事前体験 9/4
教材費1,650円

国立音楽大学名誉教授

NEW

色えんぴつ絵画

◇第１・３火曜 13：00〜15：00
◇10/4〜 ３か月6回18,480円 ※事前体験 9/20

キッズタップ・ダンス

◇第２土曜
17：00〜18：00
◇10/8〜 6か月6回
16,500円
※事前体験 9/10

NEW

NEW

◇第４火曜 10：00〜12：00
◇10/25〜 3か月2回6,160円
※通常体験 10/25

◇幼児〜小学2年生クラス
第２・４土曜 15：15〜16：15
◇10/8〜 ３か月6回16,500円
※通常体験 10/8

健康で美しくなることを目指
した美味しいごはんをご提案し
ていきます。

楽しく続けるフランス語
基礎・応用★★

◇第１・３木曜
10：30〜12：00
◇10/6〜 3か月6回
19,800円
※事前体験 9/29

NEW

カ・レフア佳那ポーマイカイ秋山

身体能力発達と情操教育を兼ねて、
ハワイの伝統芸能であるフラを楽しく
踊ってみませんか。はじめての方、歓
迎です。

草刈 一乃

季節のテーマに合わせ、華やかでスタイリッシュな
デザインを紹介します。

NEW

飯島 彩峯

三浦 健太

◇第１・３火曜 12：15〜14：15
◇10/4〜 ３か月6回19,800円
※通常体験 10/4
対象：原則12か月未満の子犬1頭と
飼い主さん
（大人1名）

澤田 真理子

画家

絶対いい子になる！
子犬の育て方

噛 ん だり、 喧 嘩 をしたりしな い、
誰からも愛される子に育つよう、子
犬と飼い主さんが一緒に受講する講
座です。

水彩画・花を描く

尾上 敬嘉

愛犬と一緒に受講

ワンワンパーティクラブ代表

内田 佐智子

小原流一級家元教授・武蔵野支部幹部

小林 宏美

今村 弘子

季節の花の美しさを楽しみながら、作品
を仕上げましょう。初心者の方も気軽にご
受講ください。

ダンス経験の有無に関わらず、1 人ひとりに
合わせて、
「楽しく踊る」ことができるように進
めていきます！一緒に踊りましょう。
◇金曜 18：00〜19：00
◇10/7〜 ３か月11回30,250円
※事前体験 9/30

◇第１水曜 13：30〜16：15
◇10/5〜 6か月5回
16,500円

◇第１・３・５金曜 10：30〜12：30
◇10/7〜 3か月6回18,480円 ※事前体験 9/16

◇第１・３土曜
10：30〜11：30
◇10/15〜 3か月5回
16,500円

ゆき音

シモンチェリニューヨークフラワーリビングカラー講師

NEW

彩世 ゆな

ダンスインストラクター

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。

自然を見つめ、いけるのが小原流です。花
の美しさを、水盤に表現する喜びを学びます。

NEW

青木 登

こどものジャズダンス

坪井 訓子

樋口 美穂子

ＮＹ・Ｆアレンジ

月に２回、週末に英会話
を楽しみませんか。ゆっくり
進める少人数の入門クラス
です。

清田 裕美子

おおくぼ きえこ

◇毎週月曜 18：00〜20：00
◇10/3〜 3か月11回31,460円
※事前体験 ９/26

ファン カスティーヨ

雅楽師

沖縄三線と島唄 個人30分

フラワーサロン ROSE CLASSIC 代表

生け花・小原流 月曜

楠田 直樹

英会話ゼロスタート！★

龍笛を吹こう 個人30分

◇第１土曜 15：00〜17：00
◇10/1〜 6か月6回21,780円 ※事前体験 9/3

楽しい どじょうすくい踊り

文化センター

NEW

NEW

★入門

駅前こどもの書道教室

◇第４木曜 13：00〜15：00
◇10/27〜 ６か月6回18,480円
※事前体験 9/22

◇第1月曜 13：00〜14：30
◇10/3〜 6か月5回14,850円

外国語

鈴木 康司
原田 静子

花のある暮らし ブリティッシュスタイル

英国で学び、雑誌やブライダルで活躍
する講師ならではのおしゃれな花スタイル
を楽しみます。12 か月を花で彩りましょう。

ヨーロッパと地中海

魅力的な伝統楽器・龍笛の音の出し方から始
め、古典曲や好みの現代曲を練習します。

◇第１・３土曜 18：30〜20：30
◇10/15〜 ３か月6回19,800円
※事前体験 9/17

安来節保存会

◇Aクラス 第１金曜 12：00〜13：30
◇Bクラス 第１金曜 14：00〜15：30
◇10/7〜 ◇3か月3回9,240円 ※事前体験 9/2

人気につき増設

日本古来の楽器に触れてみません
か。 個別指導なので初めての方で
も安心です。

リニュー
アル

小倉 浩二

人生の歓び、哀しみを歌い上げるシャンソンとカン
ツオーネを楽しみませんか。

◇第１水曜 13：00〜15：00
◇10/5〜 6か月6回22,176円
※事前体験 9/7

リニュー
アル

紀行作家

◇10/18〜 6か月6回18,480円

◇第１・３土曜
13：00〜13：45
◇10/1〜 ３か月6回
16,500円
※事前体験 9/17

年長から小学生を対象に硬
筆、毛筆両方を学びます。美し
い文字は一生の宝物です。セミ
プライベートでじっくり練習しま
しょう。 講座時間内のお好きな
時間に、60 分間ご受講いただ
けます。

やさしい草物だけの立花から、基本的かつ高
度な挿交立花まで、丁寧にご指導いたします。

※事前体験 9/28

大谷 和彦

日本の伝統文化をじっく
りと学びます。 女性講師
のアシスタントもお手伝い
します。 はじめて挑 戦す
るお子様向けの楽しいレッ
スンです。

こどものフラダンス
華道家元池坊教授

蟇目 良雨

◇第3火曜 10：00〜12：30
※事前体験 9/20

尾上流 日本舞踊（子ども）

◇第１・３・５木曜
16：30〜18：30
◇10/6〜 3か月6回16,500円
※事前体験 9/29

池坊・立花

スカンディアモスアート

◇10/6〜 ３か月12回26,400円

東洋書道芸術学会・彩峯書道教室主幹

◇第３木曜 15：00〜18：00
◇10/20〜 6か月6回25,080円
※通常体験 10/20

俳句（蟇目教室）

もっと知りたい東京を歩くⅡ

内田 佐智子

華道家元池坊教授

古代〜現代へと続く歴史から、現地情
報や旅のエピソードまで、楽しくお話しし
ます。

※事前体験 9/26

◇木曜 17：45〜18：45
※事前体験 9/29

YUKO

NEW

五十嵐 淳子

◇第4木曜 13：30〜15：30
◇10/27〜 6か月6回18,480円
※事前体験 9/29

創価女子短期大学名誉教授

ストレッチのあと、多様なジャンルの歌に挑戦します。舌
や喉の筋肉を使った発声と歌の力で心身ともにリフレッシュ♪

橋本 なぎさ

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。

フイ・オ・プアリリレフア秋山インストラクター

日常の中に転がっている俳句の素材を探すお手
伝いをいたします。ご一緒にキラキラとした人生の
一コマを見つけましょう。

NEW

嶋村 純子

2018 〜 2020ヴィーナスメンバー

かわいい多肉植物アレンジ
はなゆガーデン

佐藤 孔亮

ナチュラリスト・くにたち桜守

◇10/18〜 6か月6回19,140円

尾上流師範 日本舞踊協会会員

◇第２土曜 10：30〜12：30
◇10/8〜 6か月6回19,800円
※通常体験 10/8

「春耕」主宰・俳人協会監事

◇第２・４土曜日 10：30〜12：00
◇10/8〜 3か月6回19,800円 ※事前体験 9/24

（キッズ・リトル）

多肉植物を可愛らしいまま長く楽し
める寄せ植えの基本を学びます。

◇第４月曜 13：00〜15：00
◇10/24〜 6か月6回18,480円
※事前体験 9/26

岩元 ガン子

服部 幸

ジャイアンツ ヴィーナスダンススクール

多肉スタイリング協会多肉スタイリスト®

一句があると喜びや楽しみは倍になり、苦しみ
は癒されます。川柳を楽しく一緒に作っていきま
しょう。

元気な声でうたって、明るく健やかに過ごしましょう。
一度は歌ってみたいと思う曲を、どんな声の方でも楽し
く歌えるキーでレッスンします。

魂で歌うゴスペルコーラス

塩谷 優希

川柳おもしろ入門講座

NEW

◇10/8〜 6か月6回19,800円

◇第3火曜 10：00〜15：00
※事前体験 9/20

山野草の寄せ植え
澪樹園園主・盆栽家

團十郎襲名や人気役者の意欲的な活動と、歌舞伎界
は話題にあふれています。多彩な活動実績を持つ講師
が、役者との楽しいエピソードや稽古裏話まで、独自
の視点でお届けします。

はじめてのシャンソン・カンツォーネ

◇10/11〜 3か月6回19,800円

ピアニスト、作曲家

青春のポップス・愛唱歌をうたう

◇第2土曜 10：00〜12：00

池上 真由美

〜東京ドームで踊ろう！〜

猫専門獣医師

☎ 042-622-6211

◇第２水曜 12：15〜14：00
◇10/12〜 3か月3回8,580円
※通常体験 10/12

武蔵野美術大学油絵科卒

猫暮らしの５箇条

NEW

なるほど歌舞伎ばなし

東京番傘川柳社同人

宮本 明子

歴史研究家

美しいまち 自然散策

料理

幼い頃や青春時代に口遊んだ童謡・思いのある唱歌を、美しい日本
語の響きでリラックスしてレッスンしましょう！

NEW

◇第２土曜 13：00〜15：00
◇10/8〜 6か月6回18,480円

NEW

◇10/12〜 6か月6回15,950円

津波 克明

歴史研究家と楽しく巡るご朱印ツアー

◇第３土曜 13：00〜15：00
◇10/15〜
6か月6回22,440円
※通常体験 10/15

文部科学省認定秘書技能検定試験講師

◇第４水曜 13：00〜14：30
◇10/26〜 6か月６回18,480円

◇第2水曜 9：00〜13：00
※事前体験 9/14

自然の植物そのままの楚々とした美し
さを楽しめます。 手ぶらでご参加いただ
けます。

好感の持てる話し方

古典芸能解説者 クリエイティブディレクター

小林 悦子

日本のうた（セミプライベート）
NEW 童謡
・唱歌をうたう

◇第2・4火曜 16：00〜17：30
◇10/11〜 ３か月6回19,800円
※通常体験 10/11

紀本 直美

「声の出し方」から「話題の作り方」まで。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
もらえる話し方をご一緒に学びませんか。

NEW

本 格 的 なトレ ー ニ ン グ
によって 自 分 の 声 を 発 見
できます。あなたの才能をレッスンで伸ばしましょう。
◇第２・４土曜 16：00〜20：30 ◇10/8〜 3か月6回58,740円 ※事前体験 9/24

ボイストレーニング、滑舌、息の仕方など歌うた
めの準備をして、演歌、歌謡曲、JPOP など異な
るスタイルのスタンダードな曲を練習します。ワン
ランクアップを目指す方におすすめの講座です。

◇第2・4火曜 14：15〜15：45
※通常体験 10/11

声楽個人レッスン・
クラシック専科

（個人40分）

ヒット曲でマスター 楽しくカラオケ
みんなで楽しく歌おう会主幹

NEW

◇第1・3木曜 13：00〜14：30
◇10/6〜 3か月6回19,800円 ※事前体験 9/15

ボイスサイズの講師陣「好声年（こうせいねん）
」のメンバーが、セレオ９階のセレ
オガーデンでボイスサイズの体験会を開催します。メジャーデビュー曲「ペパーミント」
の披露も予定しています。直接会場にお越しください。

小鼓入門

近藤毬生

ピアニスト、作編曲家

https://www.ync.ne.jp/skpark/

空気清浄・脱臭機能に優れたスカ
ンディアモスを使ったインテリア小物
を作ります。

◇第4金曜 ２０：００〜２１：３０ ◇10/28〜 ３か月３回8,250円

［講師プロフィル］紀本 直美
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。

はじめての作曲

NEW

雨宮 希

ＨＰ

東京猫医療センター院長、猫専門獣医師が飼い猫の命を守る為
の知識をお話しします。オンライン講座です。

◇第2月曜 13：00〜14：30
◇10/10〜 6か月6回17,820円
※事前体験 9/15

※事前体験 9/23

で学べる28講座
花みどり文化センター
（入場
（入会金
無料）
不要 ）
お問い合わせ・お申し込み よみうりカルチャー八王子

◇ 10/7、11/4
12/2、1/27
2/23、3/24
9：30 〜 12：00
◇10/7〜 6か月6回
18,480円
※事前体験 9/2

『ねこ。ネコ。猫。』

NEW

初心者から経験者まで大歓迎。セカンドラ
イフの趣味をみつけたい方にもおすすめです。

オペラの聴きどころ「アリア」にチャレンジできます。
名歌手になったつもりでアリアを楽しみましょう。

この枠線内は国営昭和記念公園教室の講座です。

Premier・Candle主宰

◇９/2８(水）15：30〜17：00
◇3,850円
（会員3,300円）
教材費165円

はじめての俳句 午後クラス
俳人・編集者

佐藤 敦史

声楽家

久住 昌之

※イベントの内容は予告なく変更になる場合があります。
※ イベントの詳細は、10/１
（土）
11：00から、よみうりカルチャー八王子のホーム
ページでお知らせします。情報公開日まで、電話・窓口でのご質問はお応えかねま
すのでご了承ください。お楽しみにお待ちください！
リニュー
アル

北川 俊吾

国営昭和記念公園教室

竹下 朋子

NEW

アウトドアライター

猫を愛する方に聞いてほしい話がいっぱ
い詰まった猫の集会（セミナー）です。 東
京猫医療センター院長として、様々な猫の
病気と向き合う猫専門獣医師、服部幸（はっ
とり ゆき）さん。猫のスペシャリストとして、
飼い猫の命を守るために、飼い主が知って
おかなければいけない知識を分かりやすくレ
クチャーします。

◇11/5
（土）14：00〜 約90分
◇会場：JR八王子駅・セレオ八王子北館9階セレオ
ガーデン（参加費無料・座席自由・先着順）

「アリアに挑戦」あなたにも歌える

ボイスサイズ・無料体験イベント

NEW

◇土曜クラス
第１・３・５土曜
10：30〜12：30
◇10/1〜 ３か月7回21,560円 ※事前体験 9/17

◇第４金曜 13：00〜15：00
◇10/28〜 6か月6回23,100円

◇第２・４火曜
15：00〜16：00
◇10/11〜 3か月6回
16,500円
※事前体験 9/27

NEW

絵画の基本が楽
しく学 べる講 座 で
す。 いろいろな画
材を自由に使って
みましょう。

公開
講座

生け花

◇第4木曜
13：00〜15：00
◇10/27〜 6か月6回19,800円
※事前体験 9/29 教材費1,100円

澤田 真理子

多摩・武蔵野地区
の 森を散 策します。
10 月初回は三鷹市
の野川公園周辺を歩
きます。

おもいっきり多摩相模ハイキング

◇第4月曜 10：15〜11：45
◇10/24〜 6か月6回17,820円（会場受講・オンライン受講とも）
※通常体験 10/24

2022 年は鉄道開業 150 年記念を迎え
る特別な年です。
「孤独のグルメ」の原作
者として知られる久住昌之さんをゲストに
迎え、
「中央線沿線」をテーマに語ってい
ただきます。おすすめの居酒屋、路地裏、
まちの人との出会いなどのエピソードを交
えて八王子市内をさらに楽しむヒントが盛
りだくさんの講演会です。

文芸

◇第３火曜 10：30〜12：30
◇10/18〜 3か月3回9,240円 ※事前体験 9/20

武蔵野美術大学油絵科卒

日本アルコールインクアート協会 ディプロマイザー取得

◇第２・４水曜 10：15〜12：15
◇10/12〜 3か月6回18,480円 ※事前体験 9/28

和のイラスト公認講師

いろいろ楽しむ絵画教室（土・日）

風で描くアルコール
インクアート

宮本 明子
紀本 直美

2023 年 の 生 誕 120 年
を目 前に、 映 画 監 督、 小
津安二郎に注目が集まって
います。『 小津安二郎 大
全 』の編者・宮本明子と、
俳人・紀本直美が、知られ
ざる小津安二郎の俳句を
紹介し、初心者から楽しめ
る句会を開きます。オンラ
イン受講もあります。

鉄道開業150年記念 久住昌之の
中央線ぶらぶら旅
（八王子編）

佐藤 耕雲

日中水墨交流協会副会長

俳人・編集者

講師作品例

作家

墨彩画・水墨画

同志社女子大学准教授

セレオ八王子開業10周年記念コラボレーション講座

イベ
ント

森林インストラクターと歩く
多摩・武蔵野の森 森林インストラクター

八王子は自然の宝
庫です。今まで気が
つかなかった植物に
足を止めて観察しま
しょう。

〜小津の俳句を題材にした、初心者向けの楽しい句会〜

水木 貴広

◇10/22
（土）
14：00〜
16：00
◇受講料
2,860円
教材費
1,870円

NEW

日本自然保護協会自然観察指導員

◇第3水曜
10：00〜14：00
◇10/19〜
6か月6回
19,800円

小津安二郎と俳句を楽しむ

NEW

江戸時代から続く瞬間芸術！
あめ細工に挑戦してみましょう。
町内のお祭りから、国内外の
イベントでもあめ細工を披露す
るあめ細工師が登場！作った作
品はお持ち帰りできます。

開催日：2022年9/18
（日） 9/19
（月）
11：00〜16：00
会 場：セレオ八王子北館9階 セレオガーデン

NEW

飴細工師

和の芸術・あめ細工をつくろう

野 外

ジュニア

りカルチャー八王
子でも手芸・工芸
作品の講座を指導
する講師陣による
作品展示会および
販売会を開催しま
す！入退場自由

ボタニカルアート
日本植物画倶楽部会員

花が彩る風景や植物などをスケッチしてみませんか。

多摩地域で創
よ う カル チャー
作活動し、よみうみ り

日本の伝統

公開
講座

※事前体験 秋のキャンペーン対象日 ※通常体験 秋のキャンペーン対象外

再発見！八王子の自然観察

ご自分で撮影した写真の講評が受けられま
す。講義・講評のみをご希望の方はこちら。
◇第２火曜 10：00〜12：00
◇10/11〜 3か月3回9,240円 ※事前体験 9/13

ウクレレを楽しむ
矢島

眞バンド講師

ハワイアンから 歌 謡
曲、ポップスまで様々な
音楽を演奏します。レッ
スンでは難しいことを一
切 省 いて、まずは 1 曲
弾 け るように 指 導しま
す。慣れてきたら弾き語
りにも挑戦しましょう。

矢島 眞

〈入門〉
◇第１・３火曜
11：45〜13：00
◇10/4〜 3か月6回18,480円 ※事前体験 9/20
〈中級〉
◇第１・３火曜 13：05〜14：35
◇10/4〜 3か月6回19,140円 ※事前体験 9/20

◇第４火曜
12：15〜14：15
◇10/25〜
3か月2回5,720円
※事前体験 9/28

自然派ヨガ＆ピラティス
ヨガ・ピラティスインストラクター

深い呼吸に合わせて心
と体、体幹を整える動き
で意識を集中します。 頭
痛や肩こり、膝の痛みや
腰痛でお悩みの方に。 初
めての方もゆっくりと動く
ので安心です。

佐宗 美鈴

◇第２・４火曜 12：30〜14：00
◇10/11〜 3か月5回14,300円 ※事前体験 9/27

戸塚刺しゅう

戸塚刺しゅう協会認定師範

長船 つる子

戸塚刺しゅうは、ステッチ
の豊かさと立体感のある美
しい色彩が特色です。 袋物
やエプロンなど小さな作品か
ら始め、経験者は洋服や傘、
バッグなど大きな作品にも取
り組みます。

◇第１・３水曜 10：00〜12：00
◇10/5〜 3か月6回17,820円 ※事前体験 9/21

〈上級〉
◇第１・３火曜 14：40〜16：10
◇10/4〜 3か月6回19,800円 ※事前体験 9/20

花モチーフから始める
レース編みとニット

あけびで作るつる篭

まずはかわいらしいお
花のモチーフを完成させ
ましょう。ひと針ひと針編
み進めていく贅沢な時間
を過ごしましょう。編み物
が初めての方には針の持
ち方からご指導します。

季節の植物
を 使 い な がら
マイペ ースで
作品を仕上げ
（満員）
ま す。 一 般 的
真木雅子ラタンアートスクールインストラクター
豊野谷 正子
な 押し 花 作 品
あけびなど自然の素材を使い、生活の中で楽
だけではなく、
風 景 や ファン しむ篭やバッグ、インテリア雑貨を作ります。ま
タジーの世界、 ずは、一輪挿しから。キャンセル
待ちで受付中です。
受講者の個性を引き出した作品作りをします。
◇第１火曜 10：00〜12：00
◇第３水曜 12：15〜14：15
◇10/4〜 3か月3回8,910円
◇10/19〜 3か月3回9,570円 ※事前体験 9/21

日本編物検定協会

杉浦 真希子

◇第３火曜 12：10〜14：10
◇10/18〜 3か月3回8,910円 ※事前体験 9/20

文化センター

八王子

4面
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