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受 付

 hachioji@ync.ne.jp

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。

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 検 索

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。

こちらの面でご紹介している講座は国営昭和記念公園教室
で開講しています。

9月1日（水）～9月30日（木）

　定期講座へのお申し込み前に体験してみたい方におすすめです。ほとんどの講座は、センター
の指定する日に受講料１１００円（通常の半額以下）でお試しいただけます。センターが指定する日
は、チラシの表をご覧ください。対象外の講座や別に教材費が必要な講座もあります。当日のお
申し込みは受け付けられないことがあります。必ず予約をお願いいたします。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
9月１,１００円

よみカルONLINEでの公開講座

公　開　講　座　　 入会金不要・要予約

羊毛フェルトでネコちゃんブローチ
羊毛フェルト作家中山みどり監修認定講師

やまざき はるみ
羊毛フェルト

と特殊な針を
使って、ふわ
ふわ可愛いネ
コちゃんのブ
ローチを作り
ます。ブローチ
ピンをつけず
にそのままバッ
グや服に貼った

り、チャームとして使うこともできます。
◇9/23（祝・木）　14：00～16：30
◇会員3,630円・一般4,180円〔教材費〕880円

ネコちゃん大好き
紙粘土で作るネコ・ねこ

創作人形作家　上原 泰子
紙粘土で
好きなポー
ズのネコちゃ
んを作りま
す。1回目で
成形・2回目
で着色しま
す。おひとり
2体作ります。

◇10/6（水）・11/3（祝・水）　13：00～15：00
◇会員6,160円・一般7,260円
　〔教材費〕500円（2体分）

ネコちゃんの知育あそび
こどもクラブ専任講師

いろいろ
な形を貼っ
てネコちゃ
んを作った
り、迷路か
らネコちゃ
んを探した
り。ネコちゃ
んと一緒に

楽しい知育遊びをします。ネコちゃんバッグも
作って持ち帰ります。（対象 :2歳～3歳 親子）
◇10/5（火）　10：30～11：30
◇会員・一般1,650円

行司が語る
大相撲の世界

大相撲 幕内格行司　
木村 銀治郎

大相撲を表からも
裏からも支える行司
の仕事を、こぼれ話
を交えて楽しくお話し
します。
◇9/29（水）　
　10：30～
　12：00
◇会員3,300円
　一般3,850円

おいしいパン屋さんめぐり
アートディレクター パンブロガー　幕内 政治

話題の名店からまだ知られていないお店まで、講師が実
際に足で稼いだ情報をお教えします。
◇パン屋さんの激戦区・清澄白河編　
　10/27（水）　10：30～13：30 
◇注目のパン屋さんが目白押し・東京丸の内編　
　11/24（水）　10:30～13:30　
◇両日とも会員3,300円・一般3,850円〔教材費〕55円
　〔保険料〕100円
※ １日で実際にお買い物できるのは実質４軒くらいですが、
講師作成の資料にて複数のパン屋さんとおすすめのパ
ンをご紹介します。

  アフリカ奇跡のダイヤモンド編
戦場の歩き方

写真家　青木 弘
戦場フォトグラファーが見た奇跡。

非日常の現場で何を見て、何を考え、
何を伝えたくてシャッターを切るのか。
真実をお伝えし
ます。
◇10/24（日）　
　11：00～
　12：30
◇会員2,970円　
一般3,520円

あなたの隣の事故物件
事故物件公示サイト管理人　大島 てる
事故物件公示サイト「大島てる」本
人が登場。事故物件を巡る不動産業
界の裏側を詳しくお話しします。

◇9/20（祝・月）　15：30～17：00
◇会員3,300円　一般3,850円

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。

◇9/26（日）もしくは10/24（日）
　12：00～15：30
◇会員3,850円・一般4,400円〔保険料〕100円

野草博士が教える身近な野草の活用術
野草研究家　大海 淳

野草は、食べたり、薬
になったり、お茶にしたり、
入浴剤、お酒、染料にも
なります。その全てを分
かりやすく伝授します。
◇9/23（祝・木）　
　19：00～20：30
◇会員3,300円
　一般3,850円

足から未病を改善して健康寿命を延ばす
カサハラ式 足と健康との関係

外反母趾・浮き指研究家/笠原接骨院院長　笠原 巖
40歳以降のひどい外反内反は「へバーデン結節」が
関係。足と健康との関係を知り、自分で「足から未病」
改善の方法を学びます。※特典付き（3本指テーピン
グ靴下）
◇9/29（水）　13：00～15：00
◇会員3,300円・一般3,850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。
◇10/29（金）　
13：30～
16：00

◇会員3,300円・一般3,850円　
　〔教材費〕3,000円～

ふたり一緒に パーソナルカラー診断
カラーリスト　田中 菜々子

自分の似合う色を知って
いますか。自分らしさを演
出できるパーソナルカラー
で、あなたの魅力をアップ
させましょう。お友達同士
やご夫婦で受ける、セミプ
ライベートレッスンです。
※ お二人で90分です。希望
の時間をお知らせください。
◇10/31（日）　
　10：30～17：15
◇お一人 会員5,500円　一般6,050円　
　〔教材費〕550円

ナポレオンとフランス近代図書館
聖学院大学名誉教授　若松 昭子

革命期フラ
ンスの書物文
化とナポレオ
ンがフランス
の図書館に与
えた影響につ
いて、画像や
映像を参照し
ながらやさし
く解説します。
◇10/30（土）　
　13：00～
　14：30
◇会員
　3,300円
　一般3,850円
　〔教材費〕110円

サンタ帽子のテディベア
テディベア作家　鈴木 牧子

丸いシルエット
が可愛らしい手の
ひらサイズの短毛
テディベアとサン
タ帽子を作ります。
クリスマスプレゼン
トにも。
◇11/24（水）
　12：30～15：30
◇会員3,630円
　一般4,180円
　〔教材費〕2,000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。
◇A日程 10/2・10/30（土）　13：00～17：00
　B日程 11/6・12/4（土）　13：00～17：00　
◇会員・一般19,800円　
　〔教材費〕テキスト代1,600円、認定料5,500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。
◇9/28（火）　
　15：30～16：50　
◇会員・一般
　3,300円　
　〔教材費〕880円
　（パソコン使用料、
　 テキスト代）

眉メークレッスン
メークアップアーティスト　

田島 みゆき
90分間描いては落とし

を繰り返しながら、似合
う眉の描き方を習得して
苦手を克服します。密度
の高い眉メークレッスン
です。
◇9/28（火）　
　13：00～14：30
◇会員・一般3,850円 健康マジック

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
から大人まで、年
齢を問わず初心
者も大歓迎です。
2回コースです。
◇11/20（土）、12/18（土）　13：00～14：30
◇会員6,160円・一般6,380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」 ◇10/26（火）　    10：30～12：30
■「やさしい基本編」 ◇11/23（祝・火）　10：30～12：30
　◇各回とも会員・一般1,650円

NEW  ナンタケットバスケット
New England  Nantucket Basket Association認定インストラクター　咲花 一恵
アメリカ東海岸に浮かぶ、
小さな島・ナンタケット島に
古くから伝わってきた伝統工
芸品がナンタケットバスケッ
トです。精巧な編み目、美し
い飾りなど「世界一美しいか
ご」と称される気品あふれる
バスケットを丁寧に作ってい
きます。
◇第1・3土曜　
　10：30～12 ：30
◇10/2～　
　3か月6回33,000円
◇事前体験会：9/18（土）
　10：30～12：30　
　1,100円（要予約）
　〔教材費〕8,000円～

NEW   好みの画材で描いてみよう
新作家美術協会委員　澤田 嘉郎

描くモチーフは同じでも、自分が好きな画材を使って描きます。初心者に
は段階的に指導します。油絵、水彩、パステルなど、それぞれの特徴を表
現してみましょう。一つだけでなく、違う画材に挑戦するのもアリです！
◇第2・4土曜　13：30～15：30
◇10/9～　3か月6回19,800円

油彩画 水彩画

●  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。（会員証発行手数料220円が
かかります）
・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円分を進呈いたします。

●  維持費、教材費など
・ 受講料のほか維持費がかかります。維持費は新型コロナウイルス感染防止に

入会金と受講のご案内 必要な消耗品等の調達、オンライン講座の実施環境整備、野外講座の運営、
施設や道具の修繕などにあてさせていただきます。教材費、保険料等が必
要な講座もあります。

●  お支払い方法
・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。
・ 継続受講の方は、お支払いに銀行口座振替（自動引き落とし）をご利用いた
だけます。

ジャイアンツヴィーナスダンススクール
2018～ 2020ヴィーナスメンバー　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ます。東京ドームの公式戦ではグランドで踊ります。
※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）
◇10/7～　3か月12回26,400円
◇体験日 9/2、9、16、23、30

NEW   八王子日本酒倶楽部 
　  日本酒入門

日本酒教室「酒知る・味知る」主宰　大泉 創子
日本酒は飲む楽しみだけでなく、歴史や文
化、地域風土など様々な魅力があります。背
景を学びながら試飲とおつまみを楽しみ、語
り合いましょう。
◇第3土曜　18：30～20：00
◇10/16～　3か月3回10,560円

NEW   花のある暮らし 
　  幸せのリース＆スワッグ

フラワーサロン ROSE CLASSIC代表　
おおくぼ きえこ

リースには魔除けや幸せを願う意味があ
ります。季節や行事に合わせて変えてみま
せんか。花のある暮らしを提案します。
◇第3日曜　13：00～15：00
◇10/17～　6か月6回18,480円

NEW   いけばな 郁生流
郁生流三代家元　澤井 雅恵

生活に密着し
た作品やオリジ
ナルティーを大
切にした作品を
いけます。
◇第4金曜　
　10：30～
　12：30
◇10/22～　
　6か月6回
17,160円

NEW   美しい街 自然散策
ナチュラリスト・くにたち桜守　大谷 和彦

身近な場所にも
季節を巡るごとに
新しい発見と驚き
が待っています。
季節を五感で感じ
ながら、のんびり
歩きを楽しみませ
んか。
◇第3火曜　
　10：00～
　15：00
◇10/19～　
　6か月6回
　19,140円

NEW   あみぐるみと毛糸小物
あみぐるみ作家　ナガイ マサミ

かぎ針編みを始めてみたい方に。簡単な編み方
でいろいろな形が作れるあみぐるみと小物を楽し
みます。
◇第4月曜　13：00～15：00
◇10/25～　6か月6回18,480円

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
作を紹介しま
す。民衆がは
ぐくみ伝えて
きた伝統芸能
を気軽に楽し
みましょう。
◇第1木曜　
　14：00～
　16：00
◇10/7～　
　6か月6回
　23,100円

NEW   世界の巨匠たち
NPO美術教育支援協会理事長　谷岡 清

ボッティチェリ、
ルーベンス、レンブ
ラント…。天才は誰
も個性的で魅力的
です。作品の細部
にまで分け入り、画
家の意図、描法、
時代背景などを多
角的に楽しみます。
◇第4木曜　
　13：00～14：30 
◇10/28～　
　6か月6回
　21,120円

NEW   ショート＆短編文学賞を取る
ためのオンライン小説教室

作家　高橋 フミアキ
メルヘン・童話・SF・ラ
イトノベル・純文学・大衆
文学など、原稿用紙 5～
30 枚程度の短い作品で応
募できる文学賞がたくさん
あります。短い作品を書い
て文学賞を取ることに特化
した小説教室です。

◇第2・4土曜　13：00～14：30
◇10/9～　3か月6回19,800円

NEW   スペイン語 経験者クラス
小倉スペイン語教室主宰　小倉 雅文

記憶することより、理解
することを重視したレッス
ンです。途中で諦めてし
まった人や学び直したい人
にもおススメです。
◇第1・3・5金曜　
　14：40～16：10
◇10/1～　
　3か月7回21,560円
★初心者クラスは
　13：00～開講中です。

NEW   英語で旅のコミュニケーション
イギリス・ロンドン出身　リー・フォウラー

ホテルのオンラインチェッ
クインや空港セキュリティ
のデジタル化など、時代と
ともに変わっていく最新情
報を多く取り入れたレッス
ンです。
◇第1・3・5土曜　
　11：00～12：30
◇10/2～　
　3か月7回21,560円

NEW   はじめての墨彩・水墨画
日中水墨交流協会副会長　佐藤 耕雲

構図や濃淡の表現を指導します。大胆かつ繊細
な墨絵に挑戦しませんか。
◇第2・4土曜　13：00～15：00
◇10/9～　3か月6回18,480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
◇10/11～
　3か月6回
　21,120円

NEW   映画音楽で楽しむ
ボイストレーニング

日本オペラ協会会員　小林 悦子

数々の名曲を原語で楽しみながらボイストレー
ニングをしてみませんか。
◇第1・3・5月曜　10：15～11：45
◇10/18～　3か月6回24,420円
◇事前体験会：10/4（月）　10：15～11：45
　4,070円（要予約）

NEW   創作紙粘土人形
創作人形作家　
上原 泰子

ロマン漂うノスタル
ジックな人形や日本人
形などを作ります。あ
なたの夢をお人形に
託してみませんか。
◇第1水曜　
　13：00～17：00
◇10/6～　
　6か月6回
　29,700円
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9月1日（水）～9月29日（水）
　定期講座へのお申し込み前に体験し
てみたい方におすすめです。ほとんどの
講座は、センターの指定する日に受講料

１１００円（通常の半額以下）でお試しいただけます。センターが指定する
日は、下の表をご覧ください。対象外の講座や別に教材費が必要な講座
もあります。当日のお申し込みは受け付けられないことがあります。必ず
予約をお願いいたします。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
9月１,１００円

昭和記念公園教室 講座一覧

講　座　名 週 曜
日
開始
時間

体験 公園まるごとスケッチ ①③ 火 10:00
体験 あけびで作るつる篭 ① 火 10:00

公園の四季を撮る ② 火 10:00
体験 季節の絵手紙 ③ 火 10:00
NEW ゆったり朝ヨガ ④ 火 10:30
体験 ウクレレを楽しむ 入門　①③⑤ 火 11:45

 中級　①③⑤ 火 13:05
 上級　①③⑤ 火 14:40

季節の移ろいを撮る ②④ 水 10:00
体験 季節を楽しむフラワーリース＆アレンジ ④ 水 12:00
体験 はじめてのデジタル一眼 ①③ 水 12:15
NEW クリアリウム ② 水 12:15

Flower Partyのフラワーアレンジメント・インストラクター養成 ① 水 12:20
岡田わ・花びら押し葉 ③ 水 12:30

体験 コカリナを吹いてみよう ②④ 水 12:45
体験 デジタル一眼で撮る・中級 ①③ 水 14:15
体験 絵手紙・十人十色 ②④ 水 14:15
体験 漢方とハーブ ① 水 14:15

手のひらサイズの盆栽教室　 ① 火 12:15
初めてのテーブル茶道・表千家 ② 火 12:30
Flower Partyの楽しいガーデニング教室 ④ 火 12:30

体験 自然派ヨガ＆ピラティス ②④ 火 12:30
パステル風景画・火曜クラス ①③⑤ 火 13:00

体験 マンドリンを弾こう ②④ 火 14:20
体験 Flower Partyのフラワーアレンジメント ② 火 14:45
体験 戸塚刺しゅう ①③⑤ 水 10:00
NEW 花モチーフから始めるレース編みとニット ①③ 水 10:00

パステル風景画・水曜クラス ②④ 水 10:00

Flower Partyのフラワーアレンジメント
flower design bureau Flower Party講師　小菅 操

厳選された上質な花材を使います。基本のデザインから学び、54単位
修了後はインストラクターコースへも進めます。
◇第2火曜　14：45～16：15
◇10/12～　６か月６回17,160円

Flower Partyの楽しいガーデニング教室
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

空間を華やかに演出するハンギングバスケットを中心に、季節の花で表
情豊かに変わる寄せ植え作りもします。作って、飾り育てる喜びが長く楽し
めるガーデニングです。
◇第4火曜　12：30～14：30
◇10/26～　6か月5回14,300円

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　
島田 詠美子

プリザーブド、アーティフィシャル、ドライフラ
ワーを多彩に組み合わせて、リースやアレンジ、
トピアリーを毎月1作品お楽しみいただきます。
◇第4水曜　12：00～14：00
◇10/27～　6か月6回17,160円

岡田わ・花びら押し葉
日本手工芸指導協会師範　岡田 わ

季節の植物を使い、一般的な押し花作品だけで
はなく、風景や空想の世界などひとつひとつ丁寧
に個性ある作品に仕上げていきます。
◇第3水曜　12：30～14：30
◇10/20～　6か月6回19,140円

季節の絵手紙
絵手紙花の会　池田 京子

日々の暮らしの中での新しい発見を、温かい心
を、伝えてみませんか。紙以外の素材に描くこと
も楽しみます。
◇第3火曜　10：00～12：00
◇10/19～　6か月6回18,480円

絵手紙・十人十色
日本絵手紙協会公認講師　今井 あかね

不器用でも表現次第で魅力溢れる絵手紙にな
ります。ものまねではない、自由な心で描く楽
しさを暮らしの中に取り入れましょう。
◇第2・4水曜　14：15～16：15
◇10/13～　3か月6回18,480円

NEW   花モチーフから始める
レース編みとニット

お好きな色の糸で
自分だけの作品をひ
と針ひと針編み進め
て、“すてき”を形
にしてみましょう。
◇第1・3水曜　
　10：00～12：00
◇10/20～　
　3か月5回
　14,850円

日本編物検定協会　杉浦 真希子

公開
講座
かぎ針で編む

　　マスクチャーム

編み物超初心者さんにぴったりの講座です。
かわいらしい花のモチーフをレース糸で編んで、
マスクチャームに仕立てます。
◇10/6（水）　10：00～12：00
◇会員・一般2,970円〔教材費〕800円

戸塚刺しゅう
戸塚刺しゅう協会認定師範　長船 つる子

ステッチの豊かさと立体感のある美しい色彩が
特色の戸塚刺しゅう。エプロン、袋物など小さな
作品から始めます。経験者は大作にも取り組み
ます。
◇第1・3・5水曜　10：00～12：00
◇10/6～　3か月6回17,820円

問い合わせ よみうりカルチャー八王子までお電話でご連絡ください。

国営昭和記念公園教室
（入会金
　 不要 ）花みどり文化センター（入場

無料）で学べる28講座

〒190-0014　立川市緑町 3173　国営昭和記念公園・花みどり文化センター内

http://www.ync.ne.jp/skpark/ＨＰ ｍａｉｌskpark@ync.ne.jp
原則火曜・水曜開講
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入会金は無料です。（会員証発行手数料220円がかかります）花みどり文化セン
ターへの入場は無料ですが、講座により公園内でも行われるものがあります。
この場合は入園料が別途必要です。ほとんどの講座で見学（無料）・1日体験（有
料）ができます。事前のご予約をお願いいたします。受講料のお支払いはWeb

入会金と受講のご案内　
決済、コンビニ支払い（手数料110円がかかります）または、八王子センター
受付でお願いいたします。受講料のほかに維持費が講座1回あたり110円かかり
ます。教材費、保険料、音楽著作権使用料が必要な講座もあります。

● 定期講座の受講料（税抜き）２００円につき１ポイント（クレジットカード利用は４００円で１ポイント）を差し上げます。
● 早得ポイント▶9月15日（水）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。
● たまったポイントは定期講座の受講料のお支払いにご利用いただけます。５００ポイントたまると５００円を割引いたします。なお、現金との交換はできません。

ポイントのご案内

はじめてのデジタル一眼
花・風景・人物などをプロカメラマンと一緒に撮影に行きます。基本操
作から、構図の決め方など様々なシーンでの撮影法を学びます。
◇第1水曜　12：15～13：45（室内講評）
　第3水曜　11：15～12：45（野外撮影）
◇10/6～　3か月6回17,160円

フォトグラファー　シヲバラ タク

デジタル一眼で撮る・
中級
◇第1水曜　14：15～16：15（室内講評）
　第3水曜　13：15～15：15（野外撮影）
◇10/6～　3か月6回17,820円

季節の移ろいを撮る
四季の移り変わりを求めて撮影に出か

け、構図の捉え方、光線の効果などを学
びます。教室では楽しく鑑賞・講評します。
◇第2・4水曜　10：00～12：00
◇10/13～　3か月6回18,480円

元ニコン社員　田中 洋一

公園の四季を撮る
基本の操作から、ホワイトバランス、露出補正、クローズアップなどを
学びます。気軽に通える月に１回のクラスです。
◇第2火曜　10：00～12：00
◇10/12～　6か月6回18,480円

パステル風景画
画家　松川 佳代

鮮やかな色彩のソフトパステルを使い季節感のある風景画を描きましょう。空や光の表情を追っていく
と身近な風景も素敵に仕上がります。公園内でスケッチをします。
火曜クラス
◇第1・3・5火曜　
　13：00～15：00
◇10/5～　3か月6回
　18,480円 
水曜クラス
◇第2・4水曜　
　10：00～12：00
◇10/13～　3か月6回
　18,480円

公園まるごとスケッチ
日本美術家連盟会員　大間々 賢司

豊かな自
然に包まれ
た昭和記念
公園を舞台
に楽しく描
いてみましょ
う。水彩だ
けでなくパ
ステルや色
鉛筆でも大
丈夫です。
◇第1・3火曜　10：00～12：30
◇10/5～　3か月6回18,480円

コカリナを吹いてみよう
日本コカリナ協会公認講師　下山 登世子

ハンガリー生まれのコ
カリナは自然と人に優し
い木の笛です。まるで木
の精が歌っているような
やさしい音色を楽しみま
しょう。初心者から経験
者までレベルに合わせた
レッスンです。
◇第2・4水曜　
　12：45～14：15
◇10/13～　3か月6回
　17,820円

マンドリンを弾こう
東京マンドリン・アンサンブル主宰　竹内 郁子

クラシック、
ポピュラーな
ど楽しみなが
ら合奏してみ
ませんか。初
めて楽器を
手にする方か
ら、経験者ま
でひとりひと

りに合った指導をします。
◇第2・4火曜　14：20～16：10
◇10/12～　3か月5回15,812円

ウクレレを楽しむ
矢島眞バンド講師　矢島 眞
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。まずは 1 曲弾
けるようになりましょう。
入門　◇第1・3・5火曜　
　　　　11：45～13：00
　　　◇10/5～　3か月7回21,560円
中級　◇第1・3・5火曜　13：05～14：35
　　　◇10/5～　3か月7回22,330円
上級　◇第1・3・5火曜　14：40～16：10
　　　◇10/5～　3か月7回23,100円

NEW   ゆったり朝ヨガ
深い呼吸に合わせ、心と体のバランスを整えていきましょ

う。月に一度、芝生広場を見渡せる教室で、ゆったりとした
朝の時間を過ごしてみませんか。ヨガ初心者におすすめのク
ラスです。
◇第4火曜　10：30～12：00
◇10/26～　6か月4回11,440円

ヨガ・ピラティスインストラクター　佐宗 美鈴

自然派ヨガ＆ピラティス
◇第2・4火曜　12：30～14：00
◇10/12～　3か月5回14,300円

初めてのテーブル茶道・表千家
表千家茶道教授　鈴木 宗雅

膝に不安のあ
る方、正座が苦
手な方も安心な
椅子席でのお稽
古です。お一人
ずつ立礼卓でお
点前の練習をし
ます。
◇第2火曜　
　12：30～
　14：15
◇10/12～　
　６か月６回
　17,160円NEW クリアリウム

Premier・Candle主宰　今村 弘子

ハーバリウムを一歩進めて、まるでガラスの中
で花が咲いているようなクリアリウムに挑戦しま
しょう。箸置きや時計など日常で使える作品を作
ります。
◇第2水曜　12：15～14：00
◇10/13～　６か月６回17,160円

漢方とハーブ
AEAJ認定アロマセラピスト　青木 恵里子

漢方生薬やメディカルハーブ、アロマテラピー、
スパイスなどを使用します。具体的な使い方や体
質の見方、心身の健康への生かし方を実習を交え
て学びます。
◇第1水曜　14：15～16：15
◇10/6～　6か月5回15,400円

あけびで作るつる篭
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

あけびなどの自然のつるを使って生活の中で
楽しむ篭やインテリア雑貨を作ります。まずは一
輪挿しから。
◇第1火曜　10：00～12：00
◇10/5～　6か月5回14,850円

NEW は新設講座、 体験 表示はよみカル体験日対象講座です。（一部教材費が別途かかる講座があります）

手のひらサイズの盆栽教室
琳葉盆栽教室主宰　岸本 千絵

講師が選んだその時季に最もよい状態の植物を盆
栽に仕立てます。基本知識から管理方法まで学びます。
◇第1火曜　12：15～14：15
◇10/5～　６か月5回15,950円

※写真はイメージです

authed. by Belvedere Museum, Wien

プリザーブドフラワーで作る
クリスマスプレート

Pomme Vent主宰　中田 智美
◇12/4（土）　
　15：30～17：30
◇会員・一般3,080円　
　〔教材費〕3,800円～

ジュエル
ハーバリウム

Premier・Candle主宰　
今村 弘子

◇12/8（水）　
　10：30～12：30
◇会員・一般3,080円　
　〔教材費〕3,000円


