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ロビーコンサート
文化会館のロビーで無料のコンサートを開催します
（各会場先着約25名・立ち見含む／要整理券・11：30～配布）
※住所、氏名、電話番号をお伺いします。　※館内ではマスクの着用をお願いいたします。

 042-679-2202  南大沢文化会館（12：15～12：45）

  いちょうホール（12：15～12：45）  042-621-3005

6月12日（土）  YOSHIE（ピアノ）　  長い間（玉城千春）、Lemon（米津玄師）、いのちの歌（村松崇継）  ほか

6月19日（土）  スターチス：吉川 円（ヴァイオリン）、鈴木杏莉（ピアノ）　  愛の挨拶op.12（エルガー）  ほか

6月26日（土）  Duo Goose：山下聖紅（オカリナ）、伊藤志津（ピアノ）　  白鳥（サン=サーンス）  ほか

7月  3日（土）  風呂本佳苗（ピアノ）　  スペイン組曲 第1集op.47より（アルベニス）  ほか

6月  5日（土）  田畑博野（ピアノ）　  愛の挨拶op.12（エルガー）、舞踏への勧誘op.65（ウェーバー）  ほか

6月12日（土）  菱山麻美子（ヴァイオリン）、田子まり恵（ピアノ）　  風笛、朧月夜、情熱大陸  ほか

6月19日（土）  Freckle Face（ヴォーカル、アコーディオン、ギター、ベース）　  Danny Boy、陽気なメリー  ほか

6月23日（水）  KOJI（ウクレレ）　  歩いて帰ろう、オリビアを聴きながら  ほか

学園都市センター 改修工事に伴う利用休止のお知らせ
令和4年1月に改修工事を行うため、イベントホールは、ご利用いただけません。令和3年7月
1日（木）の抽選会では、イベントホールの抽選は実施いたしませんので、ご注意ください。

 学園都市センター　  042-646-5611
 https://www.hachiojibunka.or.jp/gakuen/ 

※ 詳細につきましては、下記ホームページに掲載しておりますので、事前に
　 ご確認いただくようお願いいたします。

  〒192-0083 八王子市旭町9-1八王子スクエアビル11F 八王子学園都市大学事務局 受付時間9：00～17：00（日曜・祝日を除く）
 042-646-5621　  042-646-2663　  https: //web.my-class.jp/icho/asp-webapp/web/WTopPage.do学園都市センター（学習）

八王子学園都市大学 「いちょう塾」 令和3年度（前期）一般講座（7月開講）の受講生を募集中！※最新情報はホームページをご覧ください。

♦公開講座　休止のお知らせ♦
令和3年度前期（4～8月）の公開講座（無料）は新型コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑み、不特定多数の方が
集まる講座のため、休止といたします。

一般講座（7月開講）の詳細については、ホームページ・講座案内
等をご覧ください。※ホームページからの申込みも可能です。
 6月15日（火）必着

7/17（土）・18（日）

第11回夏休み子どもいちょう塾
大学コンソーシアム八王子加盟の大学・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
さんを対象にした講座を開講します。なお、新型コロナウイルスの感染状況等により中止する場合がありますので、開催状況、
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をご覧ください。

 500円※別途教材費や材料費がかかる場合があります。　  各10名※申込多数の場合は抽選となります。
 市内在住・在学の小学 4～6年生　【申込期間】 6月4日（金）～24日（木）
※開講講座の詳細については、6月1日（火）以降に大学コンソーシアム八王子のホームページ内で公開します。https://gakuen-hachioji.jp/main-business/icho/
  大学コンソーシアム八王子事務局　〒192-0083 八王子市旭町9-1八王子スクエアビル11F　八王子市学園都市センター内
 042-646-5740　  042-646-2663　  https: //www.gakuen-hachioji.jp/

午前の部 10：30～12：00　午後の部 13：30～15：00
※一部授業は午前・午後通しで実施。  八王子市学園都市センター及びクリエイトホール

上柚木公園（文化）上柚木公園（文化）   〒192-0373 八王子市上柚木 2-40-1 上柚木公園陸上競技場管理事務所  ※お電話の際は番号間違いにご注意ください。
 042-675-0227　  042-675-0228　  https: //www.kamiyugi-park.com

スライドを通じて、森林インストラクターが樹木の解説をします。天候
次第では外に出て、実際に樹木観察の時間を設ける予定です。

公園散策の楽しみ方  ～スライドで学ぶ樹木～
参加者募集
8月8日（日・祝）※2部制
1部 9：00～10：30　2部 11：00～12：30

 上柚木公園野球場会議室
  600円（保険料込み）
 各部20名※応募多数の場合は抽選

 渡辺一夫（森林インストラクター・農学博士・NHK文化センター講師・
 読売日本テレビ文化センター講師）
 7月15日（木）必着
 ハガキ又はFAXに、住所・氏名（カナ）・年齢・電話番号・希望の部を
 ご記入のうえ、上記宛先「公園散策を楽しもう」係へ。

●お申込み・お問合せ（9：00～17：00）
（公財）八王子市学園都市文化
ふれあい財団  会員制度事務局
TEL:042-621-3005
FAX:042-621-3011
ホームページ
 https://www.hachiojibunka.or.jp/

様々な事業をお楽しみいただくために各会員制度
への入会をご案内しております。
ご入会・更新等について詳しくは、ホームページ
をご覧ください。

公演のお知らせ・会社のPRなど、
この情報紙に広告を載せませんか？
発行部数：20万7千部
　　　　　（原則毎月第1火曜日発行）

配  布  先：新聞折込み  19万7千部
　　　　  （読売・朝日・毎日・産経・東京・日経新聞）

　　      市内公共施設ほか   約1万部
掲載場所：原則3・4面下段広告欄

掲載料金：39,000円～（1枠はこの広告サイズ）
詳しくは財団ホームページをご覧ください。
ホームページ   https://www.hachiojibunka.or.jp/

お問合せ・お申込みTEL：042-621-3005

いちょうホール（文化） 八王子市芸術文化会館（いちょうホール）  〒192-0066 八王子市本町24-1　※催し物に関するお問合せは、下記の にご連絡ください。
 http://www.hachiojibunka.or.jp/icho/

初心者のためのいけ花教室 第1期（7月～9月）  受講生募集
ご用意願います（花器・剣山・バケツ・水指・ザルは用意あり）。
定定 各14名　  いけ花を始めてみたい方
締締 6月21日（月）必着※申込多数の場合は先着
  往復ハガキに教室名（初心者のためのいけ花教室）・郵便
 番号・住所・氏名（カナ）・年齢・電話番号・返信面の宛名をご
 記入のうえ、右記宛先の各希望の部へ。

 午前の部　〒192-0371　八王子市南陽台1-14-8
  　　中川玉窓 宛　  042-676-5775
 午後の部　〒193-0813　八王子市四谷町823-5 
  　　茅野幸山 宛　  042-622-0979
※ 午前・午後の部で、お申込み・お問合せ先が異なります。

7月～9月の第1・第3木曜日（計6回）
午前の部10：00～12：00　  勅使河原和風会 中川玉窓
午後の部13：30～15：30　  宏道流 茅野幸山

 いちょうホール4F （創作室）
￥￥ 11,000円（初回全納）※ 花代（1,000円×6回分）含む。
※ 納入後の返金は不可。花バサミ・雑巾・エプロン・花包みは各自で

玄関、お部屋をお花で飾りませんか？

美味しいお茶を味わってみませんか？

　【主催】八王子華道連盟

 　【主催】八王子茶道連盟初心者のための茶道教室 第6期（7月～9月）  受講生募集
※ 白いソックス・茶道具（袱紗・扇子・楊枝・懐紙・袱紗入れ）を
　 お持ちください。用意出来ない場合は茶道連盟までお問合
　 せください。
定定 各3名　  茶道を始めてみたい方
講講 江戸千家　西川宗利
締締 6月25日（金）必着※申込多数の場合は抽選

  往復ハガキに教室名（初心者のための茶道教室）・希望
 の部（①か②、どちらでもよい場合は③）・郵便番号・住所・
 氏名（カナ）・年齢・電話番号・返信面の宛名をご記入のうえ、
 次の宛先へ。〒192-0904  八王子市子安町2-37-22
 八王子茶道連盟　西川宗利 宛　  042-644-3781

7月～9月の第2・第4土曜日（計6回）
①午前の部10：00～12：30
②午後の部14：00～16：30（片付け含む）

 いちょうホール3F （第1茶室）  
￥￥ 9,000円（初回全納）※ 納入後の返金は不可。

八王子ユースオーケストラメンバー第２次募集中！

 いちょうホール（小ホール）ほか
 小学1年生～25歳くらいまで ※入団時に簡単なレベルチェックを行います。
 7月20日（火）必着

一緒に演奏する仲間を募集中！初級者から上級者まで一緒に音楽を楽しみま
しょう！申込み方法など詳しくはホームページをご覧ください。
令和3年7月～9月、令和4年1月～3月 月4回程度、木曜・土曜・日曜予定。

第71回八王子市民文化祭 第43回音楽芸術フェスティバル 参加者募集

10月17日（日）に、Ｊ:ＣＯＭホール八王子で行う音楽芸術フェスティバル
の出演者とスタッフを募集します。

  〒192-0043  八王子市暁町 2-35-9
音楽芸術フェスティバル 推進委員会  推進委員長 宮﨑珠子（  042-623-5547）

10月17日（日）　13：30開演　  Ｊ:ＣＯＭホール八王子
【募集】 ①出演者…声楽・器楽・和楽器 ほか 　※審査を行います。
　　　 ②スタッフ…会場係　※面接を行います。
 市内在住・在勤・在学の方（中学生以上）
 6月20日（日）必着

【申込み方法】①出演希望者は、当日演奏予定曲を録音したCD（CD-RW、DVD不可）と略歴
（審査をさせていただきます）②会場係希望者は志望動機（400字以内）を記入（そのほか、後日
面接を行います）し、①・②ともに、郵便番号・住所・氏名・電話番号を明記のうえ、郵送にて
下記宛先にお申込みください。
後日、審査結果を事務局（武居）よりご連絡いたします。ただし、資料は返却いたしません。

市民センターの催し物

 中野市民センター　  042-627-6221

感染対策を徹底して開催予定です。

中野市民センター

七夕まつり・福祉大会

七夕まつり　　　　  　　    　9：00～16：00
カラオケ芸能大会　　　　    10：00～15：00
模擬店物品販売（飲食を除く）  10：00～14：00

7/11（日）

教室の様子教室の様子


