
3月3日（火）～3月31日（火）間の
講座日のみ（要予約）

期 間よみカル体験日
「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。対象講座は裏面の講座一覧をご確認ください。一
部対象外の講座や教材費が別にかかる講座があります。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。

さあ、令和の春に出かけよう！

再スタート～固まるハーバリウム～
　　　クリアリウム
 Premier・Candle主宰　今村 弘子

固まるハーバリウムとして話題のク
リアリウムに挑戦しましょう。箸置き
等の小物から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
◇ 4/8～　6か月6回　15,180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
使い昭和記念公園に出かけて季節
感のある風景画を描きましょう。（室
内に変更あり）
火曜クラス
◇ 第1・3・5火曜　13：00～15：00
◇ 4/7～　3か月6回　15,180円
水曜クラス
◇ 第2・4水曜　10：00～12：00
◇ 4/8～　3か月6回　15,180円

Flower Partyのフラワーアレンジメント
 fl ower design bureau Flower Party講師　小菅 操
個々のレベルに
合わせ基本のデ
ザインから学びま
す。18単位修了
後は、次のステッ
プとして、表現力
やデザインを習得
していきます。
◇ 第2火曜　14：45～16：15
◇ 4/14～　6か月6回　14,520円

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　佐宗 美鈴
身体の不調でお悩
みの方、ダイエット
目的の方、気持ちよ
く身体を動かし健康
的な身体づくりを目
指しませんか。初め
ての方大歓迎。
◇ 第2・4火曜　12：30～14：00
◇ 4/14～　3か月6回　15,180円

四季の公園散歩　 元ニコン社員　田中 洋一
コンパクトデジカメや一眼デジカメを買ったけれど難
しいからといって使わないでいる方はいませんか。撮
影、再生、削除の「３つのさ」から勉強します。
※昭和記念公園以外にも野外撮影に行くことがあります。
※野外撮影は3回予定しています。
◇ 第2火曜　10：00～12：00　
◇ 4/14～　6か月6回　15,180円

季節の移ろいを撮る
◇ 第2・4水曜　10：00～12：00　◇ 4/8～　3か月6回　15,180円

再スタートデッサンで植物を描く
 主体美術協会会員・洋画家　藤田 俊哉
季節の草花など
をモチーフにデッ
サンの基本を学び
ます。超初心者の
方も描く楽しさを
感じましょう。
◇ 第3火曜　
12：15～14：15
◇ 4/21～　
6か月6回　15,180円

楽しい絵手紙
 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。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
◇ 4/8～　3か月6回　15,180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
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
人立礼卓でお点前の練習をします。
◇ 第2火曜　12：30～14：15
◇ 4/14～　6か月6回　14,520円

デジタル一眼をはじめよう　 フォトグラファー　シヲバラ タク
初めての方向けの超初心者講座です。昭和記念公園内で花や風景

を撮影しながら、基本操作や構図の決め方など
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）
　　3水曜　11：15～12：45（野外撮影）
◇ 4/1～　3か月6回　14,520円

デジタル一眼で撮る・中級
◇ 第1水曜　14：15～16：15（室内講評）
　　3水曜　13：15～15：15（野外撮影）
◇ 4/1～　3か月6回　15,180円

再スタート季節の絵手紙
 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、
筆、割り箸、サイン
ペン等を使って描き、
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
◇ 4/21～　6か月6回　15,180円

四季の花たちを描く
 画家　宮野 裕子
四季折々に咲

く花をメインに描
きます。基本の
鉛筆デッサンか
ら水彩色の合せ
方など、レベル
に合わせて丁寧
に指導します。
◇ 第1・3水曜　
10：00～12：00
◇ 4/1～　3か月6回　15,180円

おとなの絵日記
◇ 第2・4火曜　10：00～12：00
◇ 4/14～　3か月6回　15,180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。基本
から指導しますので、気軽に参加し
て下さい。（雨天翌週順延）
◇ 第1・3火曜　10：00～12：30
◇ 4/7～　3か月5回　12,650円

再スタートゼロからのマラソン講座
 バルセロナ五輪代表
 　園原 健弘
ランニング
未経験の方、
体力作りに一
緒に走ってみ

ませんか？講座では、体の使い方か
ら走り方のコツまで気軽に学べます。
◇ 第3火曜　10：00～11：30
◇ 4/21～　6か月6回　15,180円

どなたでも気軽にご参加いただけます。電話またはインターネットからご予約ください。入会金不要

桜香るキャンドル
 Premier・Candle主宰　今村 弘子
カラフルなキャン

ドルブロックで土
台を作り、粘土の
ようなろうで作っ
た桜をデコレー
ションします。桜
のフレグランスでお部屋が桜の香り
で包まれます。小学生から参加で
きます。（低学年は必ず保護者同伴）
◇ 3/31(火)　12：15～14：00
◇ 受講料　2,530円
 2,420円(小学生)

◇ 教材費　2,500円

～公園散歩に～ペットボトルカバーを編もう
 あみぐるみ作家　ナガイ マサミ
春の公園散歩にぴったりのペットボトルカバーを編みましょう。
お花のモチーフがアクセントです。
◇ 3/31(火)　10：00～12：00　◇ 受講料　2,530円　◇ 教材費　1,000円

春の花を撮る
 フォトグラファー　シヲバラ タク
桜やチューリッ
プ、ポピーなど春
は写真に残したい
色鮮やかな花が
いっぱいです。花
のクローズアップ
などの撮影のコツ
を撮影会形式で学
びましょう。
◇ 3/31(火)　13：15～15：15
 14：15～16：15(雨天時室内)
◇ 受講料　2,530円
※別途入園料がかかります。

公開講座

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。

よみカル・ポイント 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）がたまります。

お友だちを
ご紹介ください！

ご紹介いただいた会員様には商品券2,000円を差
し上げます。ご紹介のお友だちは入会金が無料（会
員証発行手数料220円のみ）です。（4月30日まで）

国営昭和記念公園教室
花みどり文化センター（入場

無料）で学べる32講座

※ 花みどり文化センターは入場無
料エリアにあります。

携
帯
サ
イ
ト

〒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.jpＨＰ ｍａｉｌskpark@ync.ne.jp

原則火曜・水曜開講
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