平成２９年５月１日 現在

日 曜
付 日
1

催
主

物
催

名
者

13:00 13:10 16:00
080-8711-4806

500円

042-642-3243

土 【いちょう塾公開講座】
年間約３００万人が訪れる高尾山の魅力再発見！

500円
13:00 13:30 15:00

八王子観光協会 高尾山観光案内ボランティア

全席自由
先着順

無料

八王子学園都市大学
4

ニュールビー
5

042-646-5621

13:00 13:00 16:00

日 社交ダンス
090-8812-1043

042-302-8552

カタクリ

042-663-6411

042-644-0929

パピヨン

090-2738-5568

090-4913-4337

700円

會津ピアノ教室

042-622-7471

11 日 陵南セミナー高校入試説明会

800円

株式会社 創造教育

042-666-0099

平成２９年度 市民食育講座
親子で楽しく学ぼう 考えよう

無料

全席自由

10:00 11:40

無料

全席自由

13:30 14:00 16:00
042-645-5112

無料

全席自由

9:20

ティアラ

13:00 13:15 16:15
090-9688-1051

042-664-0252

14 水 太極拳

日本健康太極拳協会

800円
9:30

10:00 11:30

042-624-1232 見学無料

18 日 心豊かに生きる集い
一般社団法人実践倫理宏正会
八王子支舎

スズラン

700円

800円
18:30 19:00 20:30
無料

9:30
090-6183-5896

全席自由

10:00 11:30

無料

八王子マーマーコール

アップルダンス

オカリナ

えがお

ライラック

創価大学 フラチーム
ＬｅａＭａｋａｎａ

13:00 13:10 16:00
090-6104-2105

500円
9:20

13:00 13:10 16:00
080-5171-4719

700円
13:00 13:10 16:00

090-8559-3417

700円
13:00 13:10 16:00

080-1256-4506

800円
13:00 13:00 16:00

042-622-0602

080-3128-2056

700円
13:00 13:30 16:00
無料

ダンス カトレア

080-1194-2793

無料

13:00 13:00 16:00
090-6117-5500

042-635-7729

600円
13:00 13:10 16:20

042-654-2341

800円
13:00 13:00 16:00

090-1158-0170

800円
13:00 13:15 16:00

30 金 ダンスパーティー

コスモス

800円
13:00 13:00 16:00

29 木 ダンスパーティ

リリィー

042-622-1980

700円

11:50

042-626-5657 見学無料

28 水 さくらサークルパーティー

さくらサークル

全席自由

9:20

27 火 社交ダンスパーティー

ブルースカイ

全席自由

12:00 12:30 16:00

26 月 合唱練習

八王子マーマーコール

11:50

042-626-5657 見学無料

25 日 新人コンサート
中央大学クラシックピアノ同好会

全席自由

042-642-3243

500円

13:00 13:00 16:00

社交ダンスパーティー
ベリータ

800円
13:00 13:10 16:00

13 火 社交ダンス

ジャスミン

11:50

042-626-5657 見学無料

ダンスパーティー

042-643-5282

ダンスパーティー

12 月 合唱練習

八王子マーマーコール

090-5753-1515

Ｋｉｃｋ-ｏｆｆ Ｍｅｅｔｉｎｇ ｆｏｒ Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ Ｚ
伊藤しょうこう総決起大会

伊藤しょうこう後援会

13:00 13:10 16:30

13:00 13:10 16:00

16 金 ダンスパーティ

24 土 第10回 レイデイ ハワイデイ

～いただきますの心を大切に～
八王子市保健所健康政策課
健康づくり担当

15 木 ベーシックステップダンスパーティー

23 金 社交ダンスパーティー

800円

9:30

入 場 方 法 等

22 木 ダンスパーティー

18:30 18:45 21:00

ピアノ発表会

話

20 火 ダンスパーティー

13:00 13:10 16:00

10 土 ダンスパーティ

マリリン

700円

13:00 13:15 16:15

金 ダンスパーティー

電

ダンスパーティー

13:00 13:00 16:00

木 ダンスパーティー

アカシア
9

800円
13:00 13:10 16:00

火 ダンスパーティ

者

開場 開演 終演

19 月 合唱練習

13:00 13:15 16:00

メイポール

8

11:50

042-626-5657 見学無料

ダンスパーティー

催

名

スズランダンスパーティ
9:20

八王子マーマーコール

6

500円

月 合唱練習

主

物

悠悠

～お勧めの見どころとボランティアガイドになるためには～

講師：萩原 卓

催

ベーシックステップサークル 090-8746-4638

13:00 13:10 16:00

金 ダンスパーティー

なでしこ
3

話

木 ダンスパーティ

サークル ふじ
2

電

開場 開演 終演 日 曜
付 日
入 場 方 法 等

※上記の内容は、主催者の都合により変更されることがあります。
詳細は、主催者にお問い合わせください。

平成２９年５月１日現在

【第１・第２ギャラリー】

◆華の会美術展 洋画・日本画・陶芸

◆第１３回多摩らいふフォトフレンズ写真展

華の会
期 間

【第２ギャラリー】

042-637-2189

6/3 (土) ～ 6/8 (木)

時

間 10:00 ～ 17:30

初

日 10:00 から 最終日 16:15 まで

多摩らいふフォトフレンズ
期 間 6/19 (月) ～ 6/22 (木)

042-321-0143
時

間 10:00 ～ 19:00

初

日 13:00 から 最終日 16:00 まで

【第１ギャラリー】

◆しらかし会「ギャラリー展」

【第１・２ギャラリー】

◆書窓展

しらかし会

042-795-0125

期 間 6/10 (土) ～ 6/11 (日)

13:00 ～ 17:00
10:00 ～ 15:00

6/10
6/11

日本教育書道学校連盟
期 間 6/23 (金) ～ 6/25 (日)

042-622-3824
時

間 10:00 ～ 19:00

初

日 13:00 から 最終日 17:00 まで

【第２ギャラリー】

◆書道展

【第１ギャラリー】

◆・・・時に気ままに・・・書を楽しむ二人展

峰水会

042-626-1787

期 間 6/10 (土) ～ 6/14 (水)

時

間 10:00 ～ 18:00

初

日 13:00 から 最終日 17:00 まで

書象会八南支部
期 間 6/30 (金) ～ 7/4 (火)

042-636-6054
時

間 10:00 ～ 19:00

初

日 13:00 から 最終日 18:00 まで

【第１・第２ギャラリー】

◆木工作品・陶芸作品・押し花作品

◆染色刺しゅう作品展

手造りを楽しむ会
期 間 6/16 (金) ～ 6/18 (日)

【第２ギャラリー】

042-652-4753
時

間 9:00

～ 19:00

初

日 12:00 から 最終日 19:00 まで

クロッカスの会
期 間 6/30 (金) ～ 7/4 (火)

042-636-8659
時

間 10:00 ～ 18:00

初

日 13:00 から 最終日 17:00 まで

※上記の内容は、主催者の都合により変更されることがあります。詳細は、主催者にお問い合わせください。

◆ 抽選日のお知らせ

ギャラリーホール ６月の空き状況

受付時間・9:00～10:00／抽選開始・10:00

◇第１ギャラリー

◇６月の抽選日・・・６月１日（木）

◇７月の抽選日・・・７月１日（土）

２０１７年 １２月分 （イベントホール・ギャラリーホール）
２０１７年 ９月分 （セミナー室・サウンドルーム・和室）

＊市内在住・在勤・在学の方が対象です。

＊市外の方は、翌日9：00から受付となります。

「大学コンソーシアム八王子」生涯学習推進事業

八王子学園都市大学 いちょう塾【
いちょう塾【公開講座】
公開講座】
＜会場 学園都市センター １２階・第１セミナー室（定員５６名）＞
◆講座名 美しく健やかに生きる
～おしゃれ、身だしなみを意識して～
日時
６月３日（土） 15：20～16：50
講師
木村 康一 山野美容芸術短期大学 副学長
◆講座名 変化した小売業のマーケティング
～データから見る三多摩地区の小売業～
日時
６月５日（月） 10：20～11：50
講師
生田目 崇 中央大学 教授
◆講座名 ヒトを支えるイヌたち
～身体障害者補助犬～
日時
６月１０日（土）10：20～11：50
講師
山川 伊津子 ヤマザキ学園大学 専任講師
◆講座名 問題行動の予防につながる犬との接し方
～愛犬とのよりよい関係づくり～
日時
６月１０日（土） 13：30～15：00
講師
堀井 隆行 ヤマザキ学園大学 講師
◆講座名 税を身近なところから学ぶ②
～マイホームの売買と税金～
日時
６月１０日（土） 15：20～16：50
講師
東京税理士会 八王子支部 所属税理士
◆講座名 アウトドアで出合うこわい虫
～山や海で出合う毒虫、毒魚などを紹介する～
日時
６月１７日（土） 13：30～15：00
講師
内田 明彦 ヤマザキ学園大学 教授
◆講座名 法学入門
～法律の世界の特色を具体例を挙げて解説～
日時
６月２４日（土） 10：20～11：50
講師
南方 暁 創価大学 教授

八王子市学園都市センター
〒192-0083 八王子市旭町
八王子市旭町9-1八王子スクエアビル
八王子スクエアビル11・
階
八王子スクエアビル ・12階

（公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団

６／ １（木）～６／ ２（金）
６／１２（月）～６／１５（木）
６／１９（月）～６／２２（木）
６／２６（月）～６／２９（木）

２０１８年 １月分 （イベントホール・ギャラリーホール）
２０１７年１０月分 （セミナー室・サウンドルーム・和室）

◇第２ギャラリー
６／ １（木）～６／ ２（金）
６／ ９（金）
６／１５（木）
６／２６（月）～６／２９（木）

＜会場 東京純心大学 江角記念講堂（定員８００名）＞
※会場は学園都市センターではありませんので、ご注意ください。
◆講座名
日時
講師

パイプオルガンレクチャーコンサート
～歌から生まれたオルガン作品を集めて～
６月２４日（土） 14：00～16：00
米沢（鏑木）陽子 東京純心大学 教授

第７回
夏休み子どもいちょう塾
第７
大学コンソーシアム八王子加盟の大学・短大・高専の先生たちが、
その特色を活かして、八王子市内在住・在学の小学４～６年生の
皆さんを対象に夏休みの特別講座を開講します。
日 時：

会 場：
対 象：
参加費：
募
申
主
後

集：
込：
催：
援：

平成２９年７月２２日（土）・２３日（日）
10:30～12:00または13：30～15：00
※一部午前午後通しの講座もあります。
八王子市学園都市センター

市内在住・在学の小学４～６年生
500円
※別途教材費や材料費がかかる場合があります。
各講座原則１０名 ※応募多数の場合は抽選
６月２９日（木）までホームページから申込
大学コンソーシアム八王子
八王子市教育委員会

講座内容や申込方法等は、大学コンソーシアム八王子の
ホームページまたは市内小学校に配布予定のリーフレットを
ご覧ください。
大学コンソーシアム八王子事務局
http://www.gakuen-hachioji.jp/

ＴＥＬ : 042（
（646）
）5611
ＦＡＸ : 042（
（646）
）2663
ＵＲＬ http://www.hachiojibunka.or.jp/ （毎月２０日頃更新）

