
～オリンピック年のおもてなし語学～

NEW  はじめての茶道・男性専科
裏千家講師　高橋 慶介

講師も受講者も
男性のクラス。お
点前を通して季節
を感じながら、楽
しく学びませんか。
茶道が気になる男
性に気兼ねなくご
参加いただけます。
◇第3日曜　
　13：00～15：00
◇4/19～　
　6か月6回
　15,840円

「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 3月1日（日）～3月31日（火）

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。

月期募集の案内42020年

「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

まずは
おためし

NEW  誰でも簡単に柔らかくなる！
魔法のストレッチ
柔軟性改善ストレッチ
インストラクター

大村 佳子
痛くない＆効果絶大の

オリジナルストレッチで、
すぐに柔らかくします。
今までのストレッチの概
念が変わります。
◇第3水曜　
　10：30～12：00
◇4/15～　3か月3回
　11,880円

NEW  ～顔も身体もスッキリ～
顔ヨガとかんたんヨガ

フェィシャルヨガ認定インストラクター　かみや ゆきこ
顔のむくみやほうれ
い線を解消し、目元や
口元のたるみをとって、
若々しい表情を目指し
ます。
◇第2木曜　
　13：00～14：30
◇5/14～　6か月4回
10,120円

NEW  瞑想から始まるヒーリングヨガ
Asahi terre yoga主宰　朝日 智子

呼吸を意識した瞑
想とポージングで心
身のストレス軽減と
健身を目指します。
◇第2・4水曜　
　19：00～20：15
◇4/8～　3か月6回15,180円

NEW  ～ゼロから始める～
レディス・キックボクシング
エクササイズ

ボクシング・キックボクシング
トレーナー

鈴木 聡
シャドーボクシン
グやミット打ち、ピ
ラティスなどでエ
クササイズする女
性のクラスです。
◇第3土曜　
　14：00～15：30
◇4/18～　
　6か月5回
　12,650円

NEW  初めての野口整体
整体指導者　近藤 佐和子

体の力を抜き、
深い呼吸を取り戻
すことから始めてス
トレス軽減を目指し
ます。
◇第4日曜　
　13：00～14：30
◇4/26～　
　6か月6回
　16,500円

NEW  骨と関節が若返る骨ナビ体操
ヨガ・骨ナビインストラクター　降矢 秋子

骨を意識した体操で、
ゆがみを解消させ、バラ
ンスのとれた体を作りま
す。筋肉、内臓、脳など
も自然とナビゲートされ
ます。
◇第2・4金曜　
　10：30～12：00

◇4/10～　3か月6回16,500円
◇事前体験会：3/13（金）10：30～12：00
　1,100円（要予約）

やさしいホームヨーガ
日本ヨーガ学会教授　武内 真理子
日本ヨーガ学会教授　田村 洋子　

インドの伝統ヨーガ
「ハタ・ヨーガ」を
楽しく学びます。
◇毎週火曜　
　10：30～12：00
◇4/7～　3か月12回
　29,040円

試合に勝つ！卓球教室
全日本単・複準優勝　小口 浩子

卓球の試
合にチャレン
ジしたい方、
試合であと
一歩なかな
か勝てない
という方に。
勝つ為の練
習をしてみま
せんか？
◇毎週月曜 11：50～13：20
◇4/6～　3か月9回22,770円

合気道 合気会師範七段　小林 幸光
合気道は、日本独特の武道

です。その動きは柔らかく、
無理なく構成されており、老
若男女を問わず、どなたでも
受講できます。
◇毎週日曜　
　10：15～12：15
◇4/5～　3か月10回
24,200円

楽しく上達するベリーダンス
ベリーダンスインストラクター　MAI

古代エジプト発祥で中東
とアラブ文化圏で発展した
ベリーダンスは、身体の柔
軟性を増し、胴体や体幹を
引き締める女性に人気のダ
ンスです。
◇第1・3・5水曜　
　19：00～20：30
◇4/1～　3か月6回
15,840円

ビューティフルフラ
早川洋舞塾主宰　カレイナニ早川

ビューティフルフラ講師　ケラマナニ 清水、稲川 麻里
ビューティ
フルフラのす
てきな講師が
お相手します。
ご 一 緒 に 心
身共にビュー
ティフルにな
りましょう。
◇毎週木曜 12：20～13：35（ハワイクラス）
◇毎週木曜 13：45～15：00（オアフクラス）
◇4/2～　3か月11回29,040円
◇毎週金曜 19：00～20：10（マウイクラス）
◇4/3～　3か月11回29,040円

居合道(夢想神伝流)
夢想神伝流直心道場、居合道教士七段　吉田 由美

心身の鍛錬にも役立
つ居合道はいかがです
か。初心者は木刀から
始めます。
◇毎週日曜　
　16：00～17：30
◇4/6～　3か月12回29,040円

～ SAM（TRF）ダレデモダンス～
SAMの健康イージーダンス

ダレデモダンス認定インストラクター　石渡 大輔
SAMプロデュースによる高
齢者の方々が無理なく楽しめ
るプログラムです。体力に自
信がない方にもおすすめ。
◇毎週月曜　
　14：30～15：30
◇4/6～　3か月12回
　33,000円

バレエストレッチで姿勢美人
元マイディズニージュニア　呉松 綾子

毎日の疲れとストレスは踊っ
て解消しましょう。ストレッチ
で体をほぐし、バレエの基礎を
学び、音楽にのって、美しく、
しなやかに踊ります。
◇第1・3・5水曜　
　19：00～20：30
◇4/1～　3か月6回
　15,840円

お勤め帰りのベリーダンス
studioDARYA主宰　志摩 仁美

アラブとペルシャの曲を中心
に、情熱的なベリーダンスと
女性らしくしなやかなペルシャ
ダンスを初心者にもわかりやす
く指導します。
◇毎週月曜　
　18：30～19：40（初級）
◇毎週月曜　
　20：00～21：10（入門）
◇4/6～　3か月12回31,680円

やさしいストレッチ＆筋トレヨガ
スタジオシェルター主宰ヨガインストラクター　伊藤 麻里

独自の呼吸法で心と体を
ほぐし、ゆるめる事から始め
ていきます。ご自分の体を
知り、正しい使い方を学び
ながら、徐々に不調なところ
を改善していきます。
◇毎週月曜　
　10：30～11：45

◇4/6～　3か月12回29,040円

椅子に座って楽々筋力アップ教室
介護予防運動指導員　松野 愛子

どなたでも楽しくできる簡
単な運動です。特に大腰筋を
中心に鍛えていく運動なので、
続けていくと「立つ・座る・歩く」
などの動作が楽になります！
◇第1・3・5火曜　
　13：00～14：00
◇4/7～　3か月6回
　13,200円

NEW  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

東京近郊でも
山や川、森を歩
けば様々な植物
や生き物が見ら
れます。図鑑や
ネットの情報だけ
でなく、自分の
五感で観察しな
がら気持ちよく歩きましょう。通称モンタ博士が
ご案内します。
◇第4木曜　10：30～13：30
◇4/23～　6か月5回13,750円

とっておきの奥多摩ハイキング
森林インストラクター東京会　稲葉 力

軽い低山歩きを楽しみません
か。多摩と高尾を中心に森林イ
ンストラクターの解説で、季節
の山野草を楽しみます。毎月、
講師特選のコースを歩きなが
ら、そば屋、名所、古刹、山の
温泉などの隠し味も楽しみます。
◇第1月曜　9：30～14：30
◇4/6～　6か月6回16,500円

再スタート  案内人と歩く！
江戸下町歴史ウォーク

江戸東京下町歴史研究会代表　七島 伸治
江戸の風情を残す代表的

な下町を散策します。面白
歴史エピソードをお話ししな
がらご案内します。散策後
は美味しいランチを召し上
がれ。
◇第3火曜　
　9：30～13：00
◇4/21～　3か月3回　
　8,250円

NEW  ファン先生の週末英会話
入門（少人数）
よみうりカルチャー講師　ファン・カスティーヨ

週末英会話を楽しみ
ませんか。気さくで優
しい人気のファン先生
の入門クラスです。
◇第1・3・5土曜　
　10：30～11：30
◇4/18～
　3か月5回
　15,400円

NEW  やさしく・おもてなし英会話
元客室乗務員　Kiyomi

観光やイベントで来日
した外国の方々を気軽に
助けたり、海外旅行を楽
しむには、最低限の英会
話力が必要です。日常の
必要性の高い場面を想定
しながら学びます。
◇第2・4火曜　
　10：30～11：30
◇4/14～　
　3か月6回15,840円

NEW  韓国語プライベートレッスン
（40分）
韓国出身ヴォイストレーナー　カワイ サチコ

入門から上級者まで
レベルに合わせて指導
します。韓国育ちの
講師が、重要な発音、
イントネーションや、
わからないことも丁寧
に説明します。
◇第2・4木曜　
　17：30～20：15
◇4/9～　3か月6回
　29,700円

NEW  韓国語超入門（少人数）
よみうりカルチャー講師　金 ハンナ

発音の基本や挨拶から始
め自己紹介や食事、ショッピ
ングなどで役立つ会話表現
を学びます。ドラマや映画
の台詞が聞き取れたり、旅
先で現地の人と楽しく交流
ができたらすてきです。
◇第2・4月曜　
　10：15～11：45
◇4/13～　3か月6回
　18,480円

NEW  初めてのスペイン語
小倉スペイン語教室主宰　小倉 雅文

入門者から初心者対象。
どうしたら「話せるように
なるか」を科学的にとら
え「自然に身につく」こと
を重視します。日常会話を
ゆっくりペースで学びます。
◇第1・3金曜　
　13：00～14：30
◇4/3～　3か月6回
16,500円

やり直し中学英語 
英語小説翻訳家　向井 ちぐさ
文法は「話す・聞く・読む・書く」、全ての土台で

す。ゆっくり時間をかけて、もう一度初心に戻って勉
強しましょう。
◇第1・3木曜　15：30～16：40　
◇4/2～　3か月6回15,840円

NEW  タイ語入門
よみうりカルチャー講師　ルーンスワン ギエッティポン
発音、文字、挨拶から

タイ文化の豆知識まで、
楽しくゆっくり学びます。
◇第2・4日曜　
　12：30～14：00　
◇4/5～　3か月6回
16,500円

NEW  ドイツ語入門（少人数）
よみうりカルチャー講師　赤池エルフリーデ、赤池 王

入門者向けのドイツ
語クラス。発音・挨拶
からスタートして、シー
ンに応じた初歩のドイ
ツ語を身につけます。
◇第1・3・5土曜　
　10：30～12：00
◇4/4～　3か月6回
　18,480円

NEW  おもてなしの中国語
よみうりカルチャー講師　高 美蘭

中国語を初めて学ぶ方
向けの入門クラスです。
ピンインの発音から始め
て、挨拶や簡単な日常会
話、旅先で使えるやさ
しい会話表現を学びま
しょう。
◇第2・4火曜　
　10：30～12：00 
◇4/14～　3か月6回
16,500円

英米文学原文で英会話
英語講師

ナオミ マキニー
児童書の中からやさしい
対話や詩などをピックアッ
プして練習します。3か月
で1冊読み切ります。
◇第2・4木曜　
　15：00～16：20
◇4/9～　3か月6回
　16,500円

公 ◆  開 ◆  講 ◆  座
～現役モデルが教える～
簡単おしゃれなインスタグラム

モデル・インスタグラマー　廣松 叶子
写真を簡単に

ネットで共有でき
る人気のインス
タ。現役モデル
でインスタグラ
マーの講師が、
オシャレなインス
タの秘訣をお教
えします。

◇3/29（日）　
　10：30～12：00
◇会員・一般2,200円

～春のおしゃれは首元から～
春のスカーフストール活用術

ぬのこころ主宰　谷川 みさえ
ちょっとのひと手間で
大きく変わる巻き方を伝
授します。きっとあなた
も、自信をもって巻きこ
なせるようになります。
◇3/12（木）　
　10：30～12：30
◇会員2,750円
　一般2,970円
　〔教材費〕100円

桜のブローチ
日本手芸普及協会指導員　生井 昌子

フランス刺しゅうの技
法で、桜を刺しゅうしま
す。ブローチに仕立て
て春の装いのワンポイン
トに。
◇3/16（月）　
　10：30～12：30
◇会員・一般
　2,640円
　〔教材費〕1,000円

思い出をリースにリメイク
（社）日本インテリアリース協会代表理事　堀 ヨリコ
大切に残したいド

レスや着物生地を
リースに仕立て直し
てみませんか。忘
れられない思い出
がお部屋のインテ
リアとして再び蘇り
ます。
◇3/29（日）　
　10：30～12：30
◇会員・一般
　2,750円
　〔教材費〕1,500円

季節の折り紙 ～端午の節句～
工房アトリエ優希主宰　塩谷 優希

お子様やお孫さ
んの成長を願って
端午の節句飾りを
折りましょう。
◇4/2（木）　
　10：30～12：30
◇会員・一般
　2,640円
　〔教材費〕500円

バラのバッグチャーム
手芸作家　くわはら けいこ

光沢もあり柔ら
かなサテン布を使っ
て、可愛らしく華
やかなバラのバッ
グチャームを作りま
す。
◇3/13（金）　
　10：30～12：30
◇会員・一般
　2,640円
　〔教材費〕1,000円

～おしゃれが楽しい春だから…～
メーク個人レッスン

メークアップアーティスト　田島 みゆき
マンツーマ

ンで、メーク
や美容に関す
る貴女のお悩
みを解決する
30 分レッス
ンです。「似
合う口紅の
色を知りたい」
「アイライン

の入れ方をマスターしたい」など、悩みにお答え
します。
◇3/24（火）　13：00～17：15
◇会員・一般3,520円

人形のおしゃれボンネット作り
工房咲良主宰　武藤 咲良

高級感のあるシャ
ンタンやサテン布地に
レースをあしらったク
ラシカルなボンネット
（帽子）を作ります。
◇3/29（日）　
　13：00～16：00
◇会員・一般3,850円
　〔教材費〕3,000円

はじめてのスマホ体験
スマートフォンアドバイザー

無料で貸し出すスマホを使って操
作体験できる講座です。「超入門編」
は、電源のいれ方や電話、メール
などの基本操作をじっくり解説。「基
本編」は基本操作のほかにおでか
けに便利な機能を学びます。
■「超入門編」
◇4/17（金）　13：30～15：30
■「基本編」
◇6/19（金）　13：30～15：30
◇各回とも会員・一般1,100円

～こども科学実験教室～
プルプルいい香り
オリジナル芳香剤を作ろう

科学実験講師　中村 美穂
芳香剤ってどうやってでき

るの。科学の不思議で解明
しよう。
◇3/15（日）　
　14：00～16：00
◇会員・一般2,530円
　〔教材費〕550円

～初めてでもできる～
スプリング・アイシング・クッキー

ALAアイシングクッキー協会認定講師　髙江 智子
春らしいイース

ターをテーマに4
種類の可愛いクッ
キーを作ります。
簡単なテクニック
から始めますの
で、初めての方
でも大丈夫。
◇3/28（土）　
　13：00～15：00

◇会員・一般2,750円〔教材費〕2,530円

あみぐるみで作るバッグチャーム
あみぐるみ作家　ナガイ マサミ

見ると思わずにっこり
するような可愛らしいヒヨ
コのバッグチャームをつ
くります。普段使いのバッ
グにつけて気分も上がり
ます。
◇3/30（月）　
　12：30～14：30
◇会員・一般2,640円
　〔教材費〕500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。

◇4/18（土）、5/16（土）　13：30～15：00
◇会員5,280円・一般5,500円〔教材費〕1,000円～

NEW  目指せ！プロの脚本家
映画・テレビドラマ脚本/監督　古厩 智之

自分で考えた物語を目
に見えるかたちにして、
表現してみませんか。現
役のプロが物語の発見、
構成、ハコ書き作り、脚
本執筆と、順を追って個
別指導します。ゴールは
映画、ドラマの脚本完成。
あなたにもきっと伝えた
い物語があるはず。
◇第1・3月曜　
　10：30～12：00
◇4/6～　3か月5回
　15,400円

再スタート  ヤマト王権時代の
遺跡を巡ろう

神奈川県考古学会会員・道具学会会員　鶴岡 道夫
関東にも古代の遺跡や古墳が多く残っています。

ちょっと足を延ばしてウオーキングを兼ねた遺跡巡
りに出かけましょう。
◇第1火曜　
　13：00～14：30
◇4/7～ 6か月6回17,160円

坐禅のすすめ
臨済宗南禅寺派興慶寺住職　蓮沼 直亮

坐禅は誰でもできる身近なセルフコントロール術
です。坐禅に慣れ親しみ、経典や禅語録などをひ
もとくことで、仏教をより身近に感じます。
◇第1土曜　16：00～18：00
◇4/4～　6か月6回16,500円

入門書道(火)
東洋書道芸術学会評議員　高田 温州

個性を表現
できる毛筆文
字の価値が見
直されていま
す。初心者を
対 象とした、
書道を基礎か
ら学んでいく
コースです。
◇第2・4火曜　
13：00～15：00

◇4/14～　3か月6回15,180円

再スタート  心と体のパントマイム
パントマイミスト　内山 英幸

パントマイムは体を
使い、実際には存在し
ない壁やロープなどが
あたかもその場に存在
するかのように表現す
る芸術です。体幹や筋
肉を鍛えバランス感覚
を磨き、基本のテクニッ
クから心の表現までを
楽しく学びます。
◇第2・4火曜　
　12：30～14：00
◇4/14～ 3か月6回16,500円

NEW  入門ペン習字
文部科学省後援硬筆・毛筆書写技能検定1級　木部 夏紀

初心者の方やクセ字でお困りの方などにおすすめ
の入門クラス。テキストに沿ってひらがな、漢字の
基礎から入り、日常的に必要な文字が美しく書ける
ようゆっくり指導します。
◇第1・3木曜　15：30～17：00
◇4/2～　3か月6回15,840円

書いろいろ 読売書法会理事　末常 照子
線や点画の用筆法から実用書、漢字、かなの他

に古典、古筆にもふれていきます。
◇毎週水曜　15：15～17：15
◇4/8～　3か月9回22,770円

再スタート  ～自由な発想で、ビジネスチャンスも～
デザイン書で楽しむ
オリジナルグッズ作り
日本デザイン書道作家協会正会員　さくま めぐみ

広告などに使用される筆文字。デザイン的要素
を取り入れた書を駆使して、ポストカードや雑貨
など自分だけのオリジナルグッズを作ります。
◇第4月曜　10：30～12：30
◇4/27～　3か月3回8,250円

宇宙の不思議とロマンを楽しむ
元五島プラネタリウム解説員　金井 三男

最新のトピックスを
まじえ、神話から科学
まで楽しく詳しく面白
く宇宙の不思議を探求
します。
◇第2火曜　
　13：00～14：30
◇4/14～　6か月6回
　16,500円

NEW  ～メキメキ上達する入門クラス～
ショート小説教室

作家、文章スクール主宰　高橋 フミアキ
文章術の著作多数の講
師が、誰でもうまく書ける
基本のポイントやテクニッ
クを伝授します。笑いあ
り、涙あり、ワクワクあり
の楽しい教室です。文章
が苦手な人も、小説を読
んだことがない人でも書
けるようになります。好き
なジャンルで短い文章か
ら始めましょう。

◇第1・3水曜　13：00～14：30
◇4/1～　3か月6回 18,480円

NEW  短期集中！自分史作り
編集者・自分史活用アドバイザー　飯田 陽子

3か月完結クラス。古
い記憶を辿り整理する事
は、人生の集大成を作
る事ばかりでなく脳の活
性化にも役立ちます。思
い出や写真を整理し、ま
とめ、どんな文章を添え
るかなど自分史作成の手
順を解説し、希望の方に
は製本まで指導します。
◇第2水曜　13：00～14：30
◇4/8～　3か月3回8,250円
◇無料説明会：3/25（水）13：00～13：30（要予約）

文芸・教養

書道・ペン字

生け花・フラワー

NEW  はじめての茶花教室
いけばな郁生流家元　澤井 雅恵

野に咲く美しさ
と、自然から与えら
れた生命の尊さを
いかし、それぞれの
花の趣を大切にしな
がら茶花を入れるコ
ツを学びます。

◇第1火曜　10：30～12：30
◇4/7～　6か月5回13,200円

いけばな 草月流
草月流師範会理事　久保田 芳生

生の花はもちろんの
こと、種々の素材を生
かした創造性豊かな造
形は草月流の大きな特
色です。
◇第1・3・5土曜　
　10：30～12：30
◇4/4～　3か月7回
　18,480円

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

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
技法を楽しみながら学べるレッス
ンです。
◇第3水曜　
　12：45～14：45
◇4/15～　6か月6回
　16,500円

茶道・裏千家Ａ
裏千家正教授　中野 宗香
裏千家教授　中野 宗恵 

茶の湯はやすら
ぎです。茶を楽し
み明日への英気を
しっかり養いましょ
う。お点前は入門、
小習、四ヶ伝へと進
みます。
◇毎週木曜　
　13：00～16：00
◇4/2～　
　3か月12回
　30,360円

立礼席の茶の湯
江戸千家　井上 皓心、橋本 宗真

江戸千家の茶の湯を一緒に学んでみませんか。
椅子に腰掛け、お点前を学ぶ稽古を通じて、凛とし
たお茶のおもてなしの心を身に付けましょう。
◇第1火曜　18：00～20：00
◇4/28～　6か月6回16,500円

NEW  ～ワンランク上の花レッスン～
華やかに創る インテリア＆ギフト

フラワーサロン Rose Classic代表　おおくぼ きえこ

月に1回、癒やされるひとときをお花で。魅力
的なプリザーブドフラワー作品を作ります。
◇第4木曜　13：00～15：00
◇4/23～　6か月6回16,500円

マミフラワーデザイン
マミフラワーデザインスクール多摩指定教室責任者　福間 陽子
お客様を花で迎

える、記念日に贈る
花、食卓にかざる
花など暮らしに花の
あるシーンを演出し
ます。
◇第1・3・5木曜　
　13：00～15：00
◇4/2～　
　3か月6回
　15,840円

再スタート  ～お花のレパートリーを広げましょう～
Flower Partyのドライフラワー
（6回コース）

� ower design bureau Flower Party代表　鈴木 佳津子
美しい生花がそ
のままに。ビタミ
ンカラーや優しい
色合いのドライフラ
ワー、プリザーブド
フラワーはインテリ
アやギフトに最適で
す。シーンに合わ
せてすてきな作品
を楽しみながら作り
ましょう。
◇第2水曜　
　10：30～12：30
◇4/8～　6か月6回16,500円

現場プロのフラワーアレンジメント
空間プロデューサーフリーフローリスト　森川 ひろみ

デザインの基礎か
ら応用まで、花を扱
う技術や知識、色彩、
素材の組み合わせを
学び生活空間をより
引き立てるアレンジ
をします。
◇第1火曜　
　12：45～14：45
◇4/7～　6か月5回
　16,500円

茶 道

NEW  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
◇4/6～　3か月5回12,650円

茶道・表千家 月1回 初心者コース
表千家講師　大原 宗千

正式な茶事を根底に
踏まえたけいこを、静か
な雰囲気の中で行いま
す。初めて入門される
方対象の月1回初心者
コースです。
◇第1金曜　
　18：00～20：30
◇4/3～　6か月6回
　15,180円

大きな声で謡う観世流・謡曲
観世流準職分　福代 やす子

「能」の台本が謡
曲本です。源氏物
語、平家物語、そ
の他様々なお話を、
謡（うたい）で表現
して楽しみます。大
きな声を出すので、
健康にもおすすめで
す。基礎から丁寧に
指導します。
◇第2・4火曜　
　10：30～12：30

◇4/14～　3か月6回16,500円

龍笛を吹こう（雅楽入門）
雅楽師　清田 裕美子

龍笛は雅楽の主
旋律と細やかな装
飾を担当する横笛
です。譜面の読み
方や吹き方から始
まり古典曲だけで
なく、現代曲や歌
謡曲など好みの曲
をお選びいただけ
ます。
◇第1土曜　
　13：00～15：00
◇4/4～　6か月6回19,800円

はじめての中之島流・大正琴
中之島流師範　中 琴結愛

琴、三味線、尺八に次ぐ四番目の日本の楽器、
大正琴。中之島流の力強さを活かし、初心者には
手ほどきから、経験者には高度なテクニックをやさ
しく親切に指導します。
◇第2・4金曜　10：15～12：15
◇4/10～　3か月6回15,180円

藤間流日本舞踊
藤間流師範　藤間 貴雅
藤間流師範　藤間 龍巳 

日本舞踊を初
めて習いたい方
に、しっかりと
基本を身につけ
ながら小唄、端
唄、民謡など楽
しく踊ることが
できるよう指導
します。
◇毎週月曜　13：15～15：30
◇4/6～　3か月8回22,000円

茶道・江戸千家
江戸千家家元　川上 閑雪
江戸千家教授　成瀬 宗和 

一服の茶を差し上げる。お茶の精神『和敬静寂』
を感じてみませんか。
◇毎週水曜　13：00～15：30
◇4/1～　3か月12回30,360円

NEW  ～私の色をみつけて綺麗の仕上げを！～
美人を作る
メイクのワンポイント講座
美容ライター＆ラジオパーソナリティ　吉田 ゆう子

今のご自分のメイクを
変えてみたい方、話題の
メイクアップコスメを試し
てみたい方へ。美容（メ
イクアップ）がもっと好き
になる、楽しくなるきっ
かけをお届けする講座で

す。さらに、写真撮りの仕上がりをよくするための
メイクの色、洋服、アクセサリー選びなどのテクニッ
クもお教えします。
◇第3土曜　14：00～16：00
◇4/18～　6か月5回15,400円

～トータルコーディネートでおしゃれ改革～
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

るトータルコーディネート術を
30 分の個人レッスンでお教
えします。回を重ねるたびに
気持ちもかわり、おしゃれに
積極的に。あなただけのコー
ディネートファイルをアドバイ
スを添えてお渡しします。一
緒におしゃれ改革しませんか。
◇第3木曜　
　13：00～15：00
◇4/16～　6か月6回
　17,820円

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

ナチュラルメークは、年齢・Ｔ
ＰＯを問わない普遍の化粧法で
す。化粧品の使い方からクレン
ジング、メークまで学びます。
◇第4火曜　
　10：30～12：00
◇4/28～　6か月6回
　19,800円

～基礎から丁寧に～
はじめての着付け

加藤澄子きもの総合学院院長　加藤 澄子
街着や浴衣、外出
着から留袖まで、ひ
とりで楽に着物を着
られるように基本か
ら学びます。
◇第2・4水曜　
　13：00～15：00

◇4/8～　3か月6回15,180円

NEW  ～テレビのクイズ番組を疑似体験～
みんなで挑戦！『クイズで脳トレ』

（一社）日本クイズ協会代表理事　斉藤 喜徳
クイズは老若
男女を問わない
知的遊戯、頭
脳スポーツ。ク
イズ番組のよう
な「早押しクイ
ズ」が誰でも体
験できます。知
識や教養を深め

るので、脳のアンチエイジングにも効果的。トップ
で正解したときの爽快感を味わいましょう。『Q. 台
風が赤道を通過することはない。○か×か？』
◇第1・3月曜　10：30～12：00
◇4/6～　3か月6回 19,800円

NEW  ～楽しい寄席演芸～
初めての紙切り

紙切り　林家 喜之輔
江戸時代に
宴席芸として
始まり、明治
時代からは寄
席の出し物と
して定着した
「紙切り」。ハ
サミの使い方
から、手の動

かし方、途中の語りの部分、人前で披露する際の
練習まで指導します。みんなの前で披露すればきっ
と人気者の仲間入り。
◇第1・3水曜　10：30～12：00
◇4/1～　3か月6回16,500円

NEW  ～早めに始めよう～
愛犬のためのシニアケア
JAPANペットケアマネジャー協会認定　　　　　　　

ペットケアマネージャー　平端 弘美
大切な家族の一員の
愛犬も、人と同じよう
に年をとります。いつ
までも元気な体を保つ
ためのケアや予防法、
シニアペットに対する
対処法を環境や年齢別
に学びます。
◇第2火曜　
　10：30～12：00
◇4/14～　6か月6回15,180円

NEW  ドムス特進2年生コース
こどもクラブ専任講師

国語、算数、生
活と合わせて知能
の分野についても
学びます。国語、
算数については、
基礎力をつけ学
力のレベルを上げ
ます。知能の分
野では思考力を
深めます。

◇毎週火曜　16：00～17：40
◇4/7～　3か月12回43,560円

こどものフラダンス
プアリリレフア秋山インストラクター

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。
◇第2土曜　13：30～14：30
　（対象年齢：3歳～小学6年生）
◇4/11～　3か月6回14,520円

1歳知能総合（プチあいあいコース）
こどもクラブ 専任講師
体全体、指先、五感を
刺激する脳の発育に大切な
遊びを、カリキュラムの中
に盛りこんで楽しい活動を
展開します。
◇第1・3・5金曜
10：30～11：30

◇4/3～　3か月6回
11,880円

こどもの絵画教室
KAMONこども絵画自由教室主任講師　ひづめ つかさ
のびのびと描く楽しさや素晴らしさを学びま

す。感性や個性、発想力を大切にしながら取組
む事によって自信や考える力を身につけます。
◇第1・3・5水曜　16：40～17：50
　（対象年齢：3歳～小学校低学年）
◇4/1～　3か月7回18,480円

再スタート  ～たくさんの発見を見つけよう！～
科学実験・エジソン教室

科学実験講師　中村 美穂
子ども達の好奇心、
想像力を育てる科学実
験教室です。お子様の
安全を第一に考え、おも
しろ楽しく実験をしてい
きます。毎月異なるテー

マでお子様の興味をひき、授業ではオリジナルの
テキストを使い理解を深めます。
◇第3日曜　14：00～16：00
　（対象年齢：小学生）
◇4/19～　6か月5回12,650円

東京ドームで踊ろう！　～好評・生徒募集中～
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では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。

★新規入会特典★
● オリジナルグッズプレゼント！
（スクールバッグ、練習Tシャツ、ポンポン）

◇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）

◇ 4/2～　3か月13回28,600円

京王講座

KAMONこどもデッサン教室
デッサンとは、あらゆる物を誰でも簡単に描

くための方法です。すべての視覚表現基礎とな
るデッサンを始めるのに、早すぎるという事はあ
りません。
◇第1・3・5水曜　16：40～17：50
　（対象年齢：小学生）
◇4/1～　3か月7回18,480円

ＫＡＭＯＮこども絵画自由教室
さまざまな素材に触れ、絵や工作をする

ことで、一人ひとりの個性を引き上げ想像
力を育みます。
◇第1金曜　16：50～18：00
　（対象年齢：3歳～小学校低学年）
◇4/3～ 6か月6回16,500円

ＫＡＭＯＮこどもデッサン教室
ＫＡＭＯＮこども絵画自由教室主任講師　ひづめ つかさ
デッサンはモノを見る
目、観察力を養います。
一人ひとりのレベルに合
わせたデッサン指導をし
ていきます。
◇第1金曜　
　16：50～18：00
　（対象年齢：小学生）
◇4/3～ 6か月6回
16,500円

ジュニアのフラダンス
フイ・オ・プアリリレフア秋山主宰
プアリリレフア秋山

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。
◇第2土曜　
　17：00～18：00

　(対象年齢：3歳～小学6年生)
◇4/11～ 6か月6回14,520円

おもしろ科学実験塾
科学実験講師　中村 美穂

毎回異なる
テーマで楽しく
科学実験を行
います。お子
さまの好奇心、
想像力を育て
ます。
◇第3土曜　
　16：00～18：00（対象年齢：小学生）
◇4/18～ 6か月5回12,650円

●  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▶3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2,000円分の商品券を進呈、紹介された「お友達」
は入会金半額で。（２月20日～４月３０日まで）

お友だち紹介

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 =1月期新設講座です。 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。

よみうりカルチャー創業40年
講座やイベント　集う６万人
未来へ紡ぐストーリー
チャチャ丸も応援中！

CELEO 北館10階のカルチャースクール

☎042‒622‒6211
2020年4月期

読売・日本テレビ文化センター

八王子

煎茶道・東阿部流〈月曜〉
煎茶道東阿部流師範雅修庵　青木 翠柳

おいしくいただき、まごころでさし上げる煎茶道
の精神を学びます。
◇月曜　10：30～13：00
◇4/6～　3か月11回27,830円

京王友の会教室（京王百貨店聖蹟桜ヶ丘店８階）会場アートテラー・とに～さん解説 
週末美術館ツアー

アートテラー・　とに～
　美術を楽しく伝える、アートテラー・
とに～さんが、実際に美術館でその
楽しみ方を伝授します。難しい知識
はまた次の機会に。今、訪れておき
たい都内の美術館を巡るツアーです。
（※ご希望の日程で個別のお申し込
みになります）

＜第1弾＞
竹橋の美術館～東京国立近代美術館所蔵作品展、
ピーター・ドイグ展
◇5/10（日）　13：30～17：00
＜第2弾＞
新宿の美術館～中村屋サロン美術館、SOMPO美術館
◇6/7（日）　13：30～17：00 ◇各回とも会員・一般2,530円
〔保険料〕100円 ※展覧会入館料別

～今すぐ役立つ 
　終活 セミナー～
現在の葬儀事情と
家族葬について

（株）セレモア八王子本社取締役社長

粕谷 良
もしもの時の
ために、 専門
家が事例を挙
げながら、わか
りやすく解説い
たします。知り
たいこと、聞き
たかったことが
わかる勉強会
です。
◇4/11（土）　13：00～14：30
◇会員・一般1,100円

～話すことが楽しくなる～
印象アップの話し方　個人レッスン

OES表現技法研究所講師　金子 恭子
希望に合わせたカリキュラ

ムを作成し、腹式呼吸、しっ
かりした声で話せる「活舌の
トレーニング」も取り入れ、
話すことが楽しくなるように
指導します。
◇第3土曜　18：30～21：00
◇4/18～　6か月6回　
21,120円

© Shingo Kanagawa
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1,000円
商品券が 4月期定期講座の受講手続き（継続・新規）をされた方全員が抽選でき

ます。830 本は、直営センターの合計です。

景品がなくなり次第終了となります。全社
合計 830本!春のお楽し

み
抽選会

表示の入会金、受講料等は消費税を含む金額です。

～さぁ動き出そう！～

邦楽・舞踊

趣味・暮らし

ジュニア・親子

おしゃれ・マナー


