
ダンスやスポーツ経
験がない方も安心し
てお越しください。一
緒に楽しみましょう！

大人J-POP Dance
ヒッツダンススペースインストラクター 岩田淳未
4～6月（全4回）
第1・3月曜
14：00～14：50
※初回は4月17日
6,028円（税込）

日常的に使っている日本語を英語で言うときに、言葉が
出てこない…という経験をしたことはありませんか？すぐに
使える簡単で短い英語フレーズを場面別に学びましょう。

ワンフレーズイングリッシュ
普段よく使う日本語を英語で話そう！
英会話講師 副見百合子
4～9月（12回）
第2・4火曜
14：00～15：00
3カ月分8,250円（税込・6回分）
※テキスト代別途

日本の伝統「発酵食」。腸の善玉菌を増やして免疫
力アップを目指しましょう。すぐに活用できる発酵メ
ニューをご紹介します。

はじめてのからだが喜ぶ発酵料理
からだが喜ぶ
発酵料理研究家

後藤知子ほか
4～6月（全3回）
第3木曜13：30～15：00
6,765円（税込）
※教材費別途

漢字、仮名、調和体の中
から選んで学びます。競
書雑誌「清楽」を教材と
して基本から創作まで指
導します。

書道を楽しむ
日展会員 伊藤仙游
4月開講
第1・3水曜
10：30～12：00
12,870円（税込・3カ月分）

音楽やリズムで楽しみながら脳を活性化させます。懐
かしい曲で体操や脳トレ、歌ったり合奏したりします。
健康維持増進、フレイル予防におすすめです。

いきいき脳トレ音楽体操
音楽の波に乗ろう！ミュージックサーフィン
ミュージックサーフィン副代表理事

古川洋子ほか
4月開講 第4火曜11：00～12：00
4,851円（税込・3カ月分）※コピー代別途

簡化24式太極拳を基礎からゆっくり学
びます。全身を使い足腰の筋肉を強化
することでしなやかな身体をつくります。

リフレッシュと健康のための
簡化24式太極拳入門
太極拳龍飛会 愛知MEG支部代表 
吉川恵美
4月開講 第2・4土曜11：00～12：15
11,682円（税込）

フランスオートクチュール刺繍の中でも手
刺繍で煌びやかなビーズ刺繍を楽しんで
いただける講座です。

オートクチュール手刺繍
Salon du Muguet
nahomi
4～6月（全3回）
第4月曜
10：30～12：30
16,665円（税込）
※教材費別途

日本神話の入口、神社の成立から特徴・
見方などの基本を学びます。記紀がほとん
ど語らず、美濃の古神社の存在が黙して
語っている美濃の歴史に親しんでいただ
ければ幸いです。

草枕古代史
尾張・美濃地域古代史研究家
在野一生
4～9月（全6回）
第3土曜10：30～12：00
15,015円（税込）

今、資本主義の真価が問われています。「市場経済」とか「自由主義
経済」という言葉を聞きますが、「資本主義」とは、どのように違うので
しょうか。さまざまな観点から考えます。

今さら聞けない
資本主義の仕組みと
理想の姿
岐阜聖徳学園大学経済情報学部教授 
加納正二
4～9月（全6回）第3土曜10：30～12：00
16,335円（税込）

知っていると知らないとでは人生が
違う、新しい片付け術「断捨離®」。実
は「捨てること」だけではありません。
執着を手放し、身軽に生き生きと生
きる生活革命です。

1日5分から始めましょう！
部屋・心・人生が整う断捨離®入門講座
やましたひでこ公認断捨離®トレーナー

おんだ柚希美
4～9月（全6回） 第2水曜15：15～16：45
16,335円（税込）※教材費別途

俳句は、四季折々の自然から、旅から、日常生活から、ど
こでも作ることができる小さな詩です。今の思いを五七
五の調べにのせて、楽しみながら学んでいきましょう。

俳句を楽しむ
「笹」編集長、
俳人協会幹事　

佐藤美恵子
4月開講 第2・4木曜
10：00～12：00
12,870円
（税込・3カ月分）

マクラメコード（ひも）を手で編み上げてフレームを作
り天然石を包む技法でアクセサリーを作っていきま
す。

マクラメ編みの天然石アクセサリー
attacher
丹下かおり
4～6月（全3回）
第4水曜
13：30～15：30
7,425円（税込）
※教材費別途

相続税は特例や生前贈与などを活用して、適切な
対策を行うことができます。弁護士兼税理士だからこ
そお話しできる相続対策のポイントをお伝えします。

親子・夫婦で実現する
後悔しない相続税・
遺言・贈与・信託対策
弁護士法人心・税理士法人心
（愛知県弁護士会・名古屋税理士会所属） 
小島隆太郎
4～9月（全6回）
第3金曜10：00～12：00　15,015円（税込） 穏やかな心、ゆったりとした呼吸、ゆっくり

動く太極拳は、肩こりや腰痛の改善に効
果が期待できます。また、心肺や脳にも良
い刺激をもたらします。

八段錦・太極拳で健康に！
日本健康太極拳協会師範　

今村真裕美
4～6月（全5回）
第1・3月曜13：30～15：00
※初回は4月17日
9,735円（税込）

算命学は生年月日から本当の自分を知り、より素
晴らしい心豊かな人生を送るヒントを見つけられ
ます。性格や相性、その人の思考・行動パターン
など、年代ごとの運勢を読み解くことができます。

本当の自分発見 やさしい算命学 性格編
東明学院専任講師

佐野有子
4～9月（全6回）
第2木曜10：30～12：00
15,675円（税込）
※テキスト代別途

親しみやすい楽曲をピアノの生伴奏に合わせて楽しく歌
唱します。初めてでも楽譜が読めなくても大丈夫です。

みんなの歌声サロン
楽しく健康に
ソプラノ歌手 河合未来
5月開講※初回は6月2日
第1金曜10：30～12：00
6,556円（税込・3カ月分）
※コピー代別途

本命星・月命星・最大吉星・同会・傾斜とさら
に深く九星を学んでいきます。ご自身の小旅行
先や長期滞在旅行、車の購入、引っ越し方位
を割り出せるレベルを目指します。

夢を叶える
九星気学・
社会運勢学講座
九星気学・社会運勢学鑑定師

河瀬七映
4～3月（全12回）第1金曜10：30～12：00
14,355円（税込・6回分）※教材費別途

英語ニュースのポイントは、何といってもまず“大人の語彙”。温暖化、
難民、宇宙開発といった単語になじめば英語のニュースがぐっと身近
に。一緒に世界のニュースを楽しみましょう！レベルは中学英語（英検
3級くらい）を理解できる方。

英語で楽しむ世界のニュース
英語講師 荻本邦子
4月開講 
第1・3火曜13：30～15：00
17,490円（税込・3カ月分）

手相に表れている性格・才能・個性を活かし
「自分らしい生き方」を発見していきます。手
相の基本的な知識や歴史、人気の線を学び
ます。講師によるワンポイント鑑定もあり！

手相でわかる生き方発見！入門編
東明学院専任講師 佐野有子
4～9月（全6回）
第2木曜
13：00～14：30
15,675円（税込）
※テキスト代別途

雑誌ＴＶメディアでの出演も多数、予約待ち続
出の人気作家に学ぶ、消しゴムはんこ教室です。

消しゴムはんこの世界
JESCA認定上級
消しゴムはんこ講師

うえむらゆみこ
4～9月（全6回）
第2火曜
10：00～12：00
14,355円（税込）
※教材費別途

そもそも仏様の言葉である「お経」を書き写すという行為は、キリ
スト教やイスラム教などには見られない仏教独自の文化です。
道具完備、準備は不要です。まずは気軽に体験してみましょう。

はじめてでも安心「お写経」
4～5月（全2回）第3月曜15：45～16：45　4,510円（税込）※納経料別途

日本で最も有名な説話集『今昔物語集』や、薬師寺の僧侶が編纂した『日本
霊異記』などを中心に、現代的な解釈で「むかしばなし」を楽しく読み解きます。

薬師寺のお坊さんと読む「むかしばなし」
奈良薬師寺東関東別院潮音寺住職村上定運
4～6月（全3回）第3月曜14：00～15：30　8,745円（税込）

大切なお洋服を可愛くお直し
するダーニングと、日常に彩り
を添える刺しゅうの教室です。
お好きな方をお選びください。

ダーニングと日常を彩る刺しゅう教室
創飾師 梨沙
4～6月（全3回）
第3木曜10：30～12：30
6,765円（税込）※教材費別途

“カリンバ”は、オルゴールのような優し
い音色の楽器です。親指を使い簡単
に音を出すことが出来るので、楽器の
経験がない方でも大丈夫。鍵盤シール
を使い、指番号や音名が書いてありま
すので、楽しく簡単に演奏ができます。

癒やしの音色 カリンバ
おてがるカリンバ協会認定講師

日比野泰江
4～6月（全6回）第2・4木曜13：00～14：00
13,662円（税込） ※テキスト代別途

日常生活で起こる現象や身の回りの商品の
原理を解説します。どの話も「なるほどな」とうな
ずき頭がすっきりします。

おもしろ化学講座～生活の知恵
岐阜大工学部教授 
纐纈 守
4～9月（全6回）
第1水曜13：30～15：00
※6、9月は第2週
13,695円（税込）
※テキスト代別途

難しい言葉は一切無し！写真を撮る「コ
ツ」と「カメラ操作」をラクに学んで柳ケ瀬
へカメラさんぽに出かけましょう！

カメラ女子のフォトレッスン
フォトグラファー

白川間弓美
4～6月（全3回）
第4木曜
10：30～12：30
11,715円（税込）
※教材費別途

各地の銘菓を取り寄せて味わいながら、城
が登場する文学作品を鑑賞し、歴史や構
造を学びます。

銘菓でめぐる
城と城下町
城と城下町案内人

大野鵠士
4～9月（全6回）
第3金曜
13：30～15：00
16,335円（税込）

女
性
限
定

女
性
限
定

現地集合・解散 岐阜の老舗料亭・名店を楽しむ会
4～6月（全3回）11：30～13：30　23,705円（税込）

シェフなどの話を伺い、旬の料理をお楽しみいただきます。ちょっぴり贅沢なひとときをお過ごしください。

人気シリー
ズ

第30弾

4月20日（木）

和と洋の枠にとらわれない、旬の
素材を使った料理をお届けしま
す。

「桃花館」 
シェフ 川西 聡

5月18日（木） 6月21日（水）　

3月25日（土）11：00～11：50
受講料1,177円（税込）

体験講座
（登録料不要）

素材そのものの持つ本来の味を活
かしたシンプルかつ大胆なイタリア
料理を、心ゆくまでご堪能ください。

「ラ・ルーナ ピエーナ」　
料理長 村瀬将士

創業が明治中期という100年以上の歴
史をもつ日本料理店で、長良川産の最
高の天然鮎を存分にお楽しみください。

「かわらや」
料理長 堀 謙一

3月21日（火・祝）13：30～14：30
受講料2,255円（税込）

体験講座
（登録料不要）

3月28日（火）11：00～11：40
受講料957円（税込）

体験講座
（登録料不要）

4月7日（金）11：00～12：00
受講料1,177円（税込）

体験講座
（登録料不要）

3月16日（木）10：30～12：30
受講料2,255円（税込）※教材費別途

体験講座
（登録料不要）

登録料 550円（税込） で
ご入会いただけます。

気
軽
に
！

新型コロナ感染予防対策実施中 みんなでつくろう、安心・安全な学びの場！

※お申し込み方法は最終面をご確認ください。　別途教材費等が必要な講座があります。　使用写真は一部イメージを含みます。※維持管理費、受講料（一部講座を除く）を2023年７月分より改定いたします。記載の金額は4月から（新講座は初回から）受講した場合の受講料表記となっております。

ぎ ふ
春の受講生募集
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