平成29年6月１日 現在
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開場 開演 終演 日 曜
付 日
入 場 方 法 等

いちょう塾・公開講座】
土 【いちょう塾・公開講座】

主

～武相学のすすめ（７）～

9:50

【いちょう塾・公開講座】
いちょう塾・公開講座】
宇宙における生命の起源と進化
講師：山岸 明彦 東京薬科大学 教授

講師：鈎 治雄

090-2623-8937

市制100周年記念事業
100周年記念事業
日 市制100

健康福祉フォーラム
～健康づくりの未来を考える～
八王子市健康部健康政策課 042-645-5112

4

5

042-374-3179

042-654-0040

水 太極拳

ダンスクラブ シャッセ

090-4201-7866

800円

042-620-7252

いちょう塾・公開講座】
土 【いちょう塾・公開講座】

800円

090-6138-5146

700円
13:00 13:15 16:15

090-9688-1051

800円
9:20

八王子マーマーコール

リリィー

ニュールビー

13:00 13:00 16:00
090-1158-0170

090-8812-1043

13:00 13:10 16:20

ダンスパーティー
080-4439-0711

800円
13:00 13:15 16:00

ＤＣアンダンテ

042-651-7120

800円
13:00 13:00 16:00

28 金 ダンスパーティ

18:00 18:15 21:00

10:00 11:30

042-624-1232 見学無料

27 木 ダンスパーティー
全席自由
先着順

500円
9:30

日本健康太極拳協会

ＵＫ会

800円
13:00 13:00 16:00

26 水 太極拳

無料 ・全席自由

11:50

042-626-5657 見学無料

25 火 社交ダンス

13:00 13:30 15:00

ＳＤ富士森七夕ダンスパーティー

13:15 13:15 16:00

ダンスパーティ

800円

042-646-5621

500円

24 月 合唱練習

700円

無料

キラリー

042-654-2931

800円

042-622-6890 前売700円 当日800円 29 土 むじくるの音楽列車 ～親子で楽しむ音楽会～ 10:15 10:30 11:30

ＳＤ富士森
日 都立高校学校説明会

学校法人河合塾立川校

9:30
042-656-8031

パッション

10:00 16:00

無料 ・全席自由

13:00 13:15 16:00

10 月 ダンスパーティー
042-637-0669

800円

むじくる

こども（0歳～小学生）500円

090-8463-2669 大人：1000円

【いちょう塾・公開講座】
いちょう塾・公開講座】
音で綴る昭和の時代

13:00 13:30 15:30

～戦後の日本・敗戦から高度成長へ～

講師：間宮 章 八王子学園都市大学

元評議委員

全席自由
先着順

無料

13:00 13:10 16:00

11 火 社交ダンスパーティー

Ｋ＆Ｙダンス会

090-6110-3865

500円
13:00 13:15 16:15

12 水 ダンス

ルル

090-4711-6349

090-3502-9860

14 金 ベーシックステップダンスパーティ

ベーシックステップサークル 090-8746-4638

八王子学園都市大学

～こどもたちに伝えたい この想い～
八王子市総務部総務課

042-620-7201

13:30 14:00 16:00
無料 ・全席自由

9:20

31 月 合唱練習

700円
13:00 13:10 16:30

042-646-5621

30 日 第３２回平和展

800円
13:00 13:10 16:00

13 木 ダンスパーティー

トマトダンス

ティアラ

10:00 11:30

明星大学 教授

八王子学園都市大学

080-5535-4495

20 木 ダンスパーティー

～目に見えない幽霊はどのように絵に描かれたのか～

講師：山本 陽子

サニーサイド２１

13:30 13:30 16:30

13:00 13:00 16:00

18 火 ダンスパーティー

12:45 13:30 16:00

日本の幽霊

9

サンフラワー

13:00 13:10 16:20

金 「若者就職面接会ｉｎ八王子」

八王子市産業政策課
8

無料 ・全席自由

18:00 18:30 21:00

042-622-0602 前売1500円 当日2000円

17 月 サンフラワーダンスパーティー

13:00 13:10 16:10

木 セカンド、ステップパーティー

セカンド、ステップ
7

チャリティー社交ダンスパーティー

祝

042-624-1232 見学無料

090-9335-2133

042-646-5621

ライラック

13:30 14:00 16:00

全席自由
先着順

無料

16 日 第1１回東日本大震災復興支援

800円

9:30

シャッセ・ダンスパーティ

（公財）東洋哲学研究所 委嘱研究員

八王子社交ダンス協議会 042-666-8912 前売500円 当日600円

13:10 13:10 16:20

火 社交ダンスパーティ

日本健康太極拳協会

6

全席自由
先着順

無料

13:00 13:15 16:00

月 社交ダンス

ＡＫＢサークル

入 場 方 法 等

第４２７回サタディナイトダンスパーティー

18:00 18:15 21:00

エル・タンゴ

話

13:00 13:30 15:00

八王子学園都市大学

13:00 13:30 15:00

042-646-5621

ダンスパーティー

3

電

～ポジティブライフのすすめ～

～生命のいる惑星は地球以外にないのでしょうか？～

2

者

開場 開演 終演

”楽観主義”は、元気の秘

10:20 11:50

講師：米崎 清実 法政大学 兼任講師

まやダンス

催

名

15 土 【いちょう塾・公開講座】
いちょう塾・公開講座】

江戸時代の高尾山薬王院と末寺・門徒

八王子学園都市大学

物

八王子マーマーコール

042-626-5657 見学無料

13:00 13:00 16:00

ダンスパーティー

700円

※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。

クローバー

11:50

090-4711-6349

詳細は、主催者にお問い合わせください。

800円

平成２９年６月１日現在

【第１ギャラリー】

◆・・・時に気ままに・・・書を楽しむ二人展
書象会八南支部
期 間 6/30 (金) ～ 7/4 (火)

【第１ギャラリー】

◆第45回いづみ書道会展
042-636-6054

時

間 10:00 ～ 19:00

初

日 13:00 から 最終日 18:00 まで

いづみ書道会
期 間 7/14 (金) ～ 7/16 (日)

042-661-3552
時

間 10:00 ～ 18:00

初

日 10:00 から 最終日 16:30 まで

【第２ギャラリー】

◆若冲生誕300年記念
西陣美術織 若冲 動植綵絵 全30図展

◆染色刺しゅう作品展
クロッカスの会
期 間 6/30 (金) ～ 7/4 (火)

【第２ギャラリー】

042-636-8659
時

間 10:00 ～ 18:00

初

日 13:00 から 最終日 17:00 まで

西陣美術織 若冲・全国巡回展 実行委員会 八王子支部 にしわ

期 間 7/14 (金) ～ 7/18 (火)

時

間 10:00 ～ 19:00

初

日 12:00 から 最終日 15:00 まで

【第１・第２ギャラリー】

◆ ’17 日本総合書道連盟会員展

7/6 (木) ～ 7/9 (日)

【第１・２ギャラリー】

◆第32回平和展 ～こどもたちに伝えたい この想い～

日本総合書道連盟（龍門書道会）
期 間

042-625-0019

042-635-5660

時

間 10:00 ～ 19:00

初

日 10:00 から 最終日 17:00 まで

八王子市総務部総務課
期 間 7/29 (土) ～ 8/2 (水)

042-620-7201
時

間 10:00 ～ 18:00

初

日 10:00 から 最終日 17:00 まで

【第１・第２ギャラリー】

◆むだい展

明星・帝京・創価・中央大学の学生による
絵画・陶芸作品・その他立体作品

むだい展実行委員会
期 間 7/11 (火) ～ 7/13 (木)

080-4343-3993
時

間 10:00 ～ 19:00

初

日 10:00 から 最終日 16:00 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 ７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

◇７月の抽選日・・・７月１日（土）

◇８月の抽選日・・・８月１日（火）

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）

＊市内在住・在勤・在学の方が対象です。

２０１８年 ２月分 （イベントホール・ギャラリーホール）
２０１７年１１月分 （セミナー室・サウンドルーム・和室）

７／１７（月）～７／１９（水）
７／２４（月）～７／２７（木）

◇第２ギャラリー
７／１９（水）
７／２４（月）～７／２７（木）

＊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 エンタテインメント産業論
～Ｗｅｂ ・ モバイル業界編～
日時
７月１５日（土） 10：20～11：50
講師
高橋 光輝 デジタルハリウッド大学 准教授

Googleストリートビューで施設内をご覧いただけます。
ギャラリーホール内で無料Wi-Fiがご利用いただけます。
大学・学生の利用について
割引します！学園都市センター利用料金
大学の利用・・・講座・ゼミ活動・研究発表会など
学生の利用・・・コンサート・美術展・サークル活動など
学生の利用には最大７５％引きの制度があるほか、
割引対象の大学や学生サークル団体であれば
一般予約開始に先がけて先行予約ができます。

イベントホール改修工事のお知らせ
設備の改修工事のため、イベントホールは下記の期間を
利用休止とさせていただきます。

展示（絵画・工芸品等）でのご利用の他に、会議・勉強
会・表彰式・相談会などにもご利用いただけます。
最長６日間連続使用することができ、多様なレイアウト
が可能となるピクチャーレールつきの可動式展示パネル
を備えています。
展示用のテーブルも用意していますので、絵画に限らず
工芸品などにも対応できる大型展示室です。
【展示目的以外の利用について】
3ヵ月前の1日から受付いたします。
会議等で使用される場合は、ガラス壁の内側の
ロールカーテンを降ろすことも可能です。

平成30年1月11日（木）～25日（木）

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

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

