
岐阜大学シティカレッジ プログラム

場所を選ばず飾れるシックな装いのかぶとを作りま
す。ご自宅に飾ったり、お子さん、お孫さんへのプレゼ
ントにも最適。

陶芸でかぶとを作ろう
①美濃陶芸協会理事
　東 正之
②美濃焼伝統工芸士
　加藤芳平
①4月1日、15日（土）
　10：30～12：30
②3月22日、4月12日（水）
　13：00～15：00
各4,510円（税込・2回分）

自然の景色を小さな器に閉じ込めたような「苔テラリ
ウム」。管理も比較的簡単で、癒やしのインテリアとし
て長く楽しめます。

ガラスの中の小さな自然
苔テラリウム
テラリウム作家
terrarium magic主宰 
前畑乃理子
3月27日（月）
10：30～12：00
2,255円（税込）
※教材費別途

かわいい形のおたふくバッグは、初心者の方やお裁
縫が苦手な方でも作れます。和モダンの素敵なバッグ
はカジュアルにもフォーマルにも使えるすぐれもの。世
界にひとつのトートバッグを作ってみませんか。

おたふくバッグ
紀屋バッグデザイナー

さかくらのりこ
3月28日（火）
13：00～16：30
4,400円（税込）
※教材費別途

薬膳茶や中国茶と薬膳
おやつをいただきながら、
春の過ごし方やより健康
でいられる養生について
学びます。

季節の養生法と薬膳おやつ
春に起きやすい不調を整える
漢方ナチュラルkitchen主宰  
高山恵美
3月28日（火）
13：30～15：00
2,475円（税込）
※教材費別途

「ねこ背は10秒で治る！身長
が伸びる、やせる！背伸ばし体
操」（講談社）が話題。北海道
のカリスマトレーナー、清水さん
による、90歳でも背が伸びる
姿勢改善エクササイズを体験。

10秒でねこ背を伸ばす！
背伸ばし体操
プロトレーナー・姿勢道普及協会
理事長 清水 真
4月10日（月）10：30～12：00
3,355円（税込）

普段使っている化粧品で、楽しく実習しながら毎日で
きる自然な若見えメイクをマスターしましょう。

マイナス10歳！若見えメイク
メイクセラピスト
ジャパン認定
メイクセラピー
アドバイサー

星乃せい
4月10日（月）
10：30～12：30
2,750円（税込） 真珠の街「神戸」の講師が用意した様々な色のパー

ル・天然石でお好きなアクセサリーを作ります。一粒
ずつ違う真珠やパーツを選び作品を参考に長さやデ
ザインをお選びください。本物だからこその満足感。真
珠のプロがパールの見分け方やお手入などもお話し
します。

真珠屋さんのパールアクセサリー講座
神戸パール・コレクション代表

所神根孝二
4月10日（月）
13：00～15：30
2,805円（税込）
※教材費別途

グリーンとナチュラルと台紙布をお好きなものを選ん
で白い花の花束を作ります。お好みによって、刺繍の
お花も添えることができます。

花・糸・布のコラージュ
hana塾主宰
吉田和代
4月11日（火）
13：00～15：00
2,805円（税込）
※教材費別途

ハーブとスパイスを使った身体に優しいクラフトコーラ
と、ジンジャーエールのシロップを作り、お持ち帰りいた
だきます。

クラフトコーラとジンジャーエールの
シロップ作り
JHS認定上級
インストラクター

丹羽憲子
5月8日（月）
13：00～15：00
2,255円（税込）
※教材費別途

私たち自身が人生100年時代を如何に最期まで幸せ
に「生ききる」かが重要です。こうした時代を生きるの
は、これまでの「あたり前」を見直すことが必要です。本
講座では、新たな視点を加えることで、将来に不安を
感じている中高年の方々に対して、自信を取り戻し豊
かで幸せな人生を送るためのヒントを提供します。

幸福な人生100年時代に向けて
～高齢化や働き方を捉え直す～
社会政策課題研究所所長・
岐阜大学客員教授 
江崎禎英
5月17日（水）10：30～12：00
2,255円（税込）

ブレスレットの石が欠けてしまったり、サイ
ズが大きすぎたり小さすぎたりしていませ
んか？ブレスレットは身を守ってくれるもの。
いつもいい状態に保つことでしっかりと役
割を果たしてくれます。ゴムの交換方法や
お手入れの仕方をお伝えします。

天然石ブレスレットメンテナンス
日本ジュエリー
カウンセラー協会
守護石鑑定士 
河瀬七映
5月20日（土）
10：00～12：00　
3,355円（税込）

フワフワの羊毛を専用の針でチクチクさし
て、可愛いトラねこの招き猫を作ります。右
手は金運、左手は人を招きますので、招き
たい方を上げて作ってくださいね！

羊毛フェルトで作る☆
招きトラにゃんこ
羊毛フェルト作家
meimei 
箕浦メイ
6月10日（土）
13：30～16：30
2,255円（税込）
※教材費別途

アーティフィシャルのグリーンをたくさん
使った丸いリースを作ります。丈夫な素材
ですので室内だけでなく玄関ドアに飾って
も長く楽しめます。

初夏にぴったり！
爽やかな
グリーンリース
花雑貨Roji
村瀬幸代
5月18日（木）
10：30～12：30
2,255円（税込）
※教材費別途

長寿梅は2～3カ月置きに花が咲き1年中
花を楽しめ、管理も比較的簡単で盆栽初
心者の方にもお勧めです。盆栽を愛でる
お家時間をはじめませんか？

1年中花が楽しめる‼
長寿梅の
情景盆栽を
作ってみましょう
インテリア盆栽工房
BonCyu 中尾浩之
6月22日（木）13：30～15：30
2,475円（税込）※教材費別途

新作の盆踊りから踊り継がれてきたお馴
染みの曲まで、分かりやすく指導します。

可知豊親の盆踊り教室
日本民踊研究会会長 可知豊親
6月12日（月）14：00～15：30　2,277円（税込）

踊り方のレクチャーを受けて、本番をより
楽しみましょう。「かわさき」「春駒」「げんげ
んばらばら」「ヤッチク」「三百」の主要5曲
を練習します。

今年は行こう！
郡上踊り
日本民踊研究会会長

可知豊親
6月26日（月）
14：00～15：30
2,277円（税込）

有松・鳴海絞りの数有る技法の一つ、雪
花絞りで手ぬぐいを作りましょう。知多木
綿の135㎝の手ぬぐいを2本染めます。

有松鳴海絞り
雪花絞りの手ぬぐい染め
こんせい取締役社長

近藤泰仁
6月29日（木）
13：00～15：00
3,740円（税込）

簡単なパターンを繰り返し描くだけで、
アートを楽しめます。集中して描くことで、ヨ
ガや瞑想のようなリラックス効果も感じら
れます。

気軽に描ける“禅アート”
ゼンタングル
Zentangle®認定講師

福岡寛美
4月8日（土）
10：30～12：00
2,805円（税込）
※教材費別途

お手持ちの帯を切らずにお太鼓に仕上げます。帯結
びが2分ででき、着付けが楽になります。糸を取れば
元の帯に戻ります。

着付けが簡単！
造り帯教室
さくら着物工房

北澤育代
5月9日（火）
13：00～17：00
6,875円（税込）
※教材費別途

紅茶の美味しい淹れ方や、自
家製フルーツシロップなどを
使用したティーモクテルの作
り方をお伝えします。手作りお
菓子とオリジナル紅茶で
ティータイムを楽しみましょう。

紅茶の魔法
自分だけのオリジナルティーモクテルを作ってみよう
Teaplace Mahola主宰・紅茶塾ＤＡＧＵ認定
ティーアドバイザー

奥田奈美
5月29日（月）13：30～15：00
2,255円（税込）※教材費別途

風水効果を高めるパワーストーンと指定のパーツを使
い、インテリア風水サンキャッチャーを作ります。あわせ
てお部屋の風水アドバイスも行います。

2023年幸運を引き込む本格風水
サンキャッチャー作り
開運コンシェルジュ®協会代表

隼川昌也
同協会認定パワーストーン
インストラクター

吉永紘子
5月13日（土）13：00～16：00
6,655円（税込）

季節の行事には先人からの教えや願いが
込められ、私たちの暮らしや命を守ってくれ
るヒントがいっぱいです。今回は「夏越の
祓い」で大和の心を感じてみませんか。

季節の行事から学ぶ、日本の文化
～和文化アンバサダー®～
和文化アンバサダー®認定講師　

南園貴絵
5月20日（土）
13：30～15：00
2,805円（税込）
※教材費別途

私たちに身近な遺伝物質のひとつに血液型があ
ります。本講座では、血液型の基本と遺伝のしくみ
をはじめ、輸血や臓器移植、個人識別といった血
液型と私たちの関わりなどについてお話しします。

血液型のはなし
大学院医学系研究科
法医学分野准教授  
永井 淳
6月22日（木）
10：30～12：00
2,035円（税込）動物は動く生き物あるいは行動する生物で

ある。なぜそんな行動をするのか？そしてその
行動はどのように進化してきたのだろうか？
動物の行動のはかり方を理解するとともに、
科学的な思考とは何かを考える。

動物の行動をはかる
応用生物科学部生産環境科学課程
応用動物科学コース教授

八代田真人
5月26日（金）10：30～12：00
2,035円（税込）

懐かしい岐阜の方言を、おしゃべりしながら
思い出してみませんか。方言の由来や他の
地域での言い方を学びます。

方言で取り戻せ！ 地元の価値
教育学部
国語教育教授

山田敏弘
4月21日（金）
15：30～17：00　　　　　15：30～17：00
2,035円（税込）曹洞宗大本山永平寺に参拝すると、塵一つ

落ちていない廊下に皆さん驚かれます。それ
だけ掃除や片付けは、自己を見つめる禅の修
行において徹底されます。掃除・片付けがどう
も苦手だという方はどうぞお聴きください。

心とくらしが整う禅の教え
掃除・片づけを通して自己を見つめる
曹洞宗八屋山普門寺住職
公認心理師・臨床心理士

吉村昇洋
5月31日（水）13：30～15：00
2,750円（税込）
会場：iビル・尾張一宮駅前ビル（愛知県一宮市栄3）
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お申し込み・お問い合わせは、窓口、フリーダイヤル、ホームページまで 

新規入会
お申し込み
の手順

1. 講座を決めて確認 2.お支払い方法の選択
講座を決めたらお電話、
またはHPへアクセス。
空席・募集状況を確認し、
予約登録を行います。

窓口もしくはコンビニでの
お振込を選択いただけます。
HPからお申込みの場合は、
カード決済。24時間受付可。

お支払日に窓口で
お渡しいたします。
コンビニ振込とWEB決済は、
初回日に窓口でお渡しします。

4.会員証のお受け取り

54

157

157

名鉄各務原線
名鉄名古屋本線

神田町3

金町5

157

❷
❶

●高島屋

粕森
公園

長
良
橋
通

N

●十六銀行

神田町5

特約駐車場
❶鵜飼パーキング
❷河田パーキング
※会員割引制度があります。
（1day・講座体験は除く）
詳細はお問い合わせください。

ぎふ中日文化センター
岐阜中日ビル3F

名鉄岐阜駅
岐阜駅

・JR岐阜駅より
 徒歩15分
・名鉄岐阜駅より
 徒歩10分
・岐阜バス
 柳ケ瀬バス停より
 徒歩1分

3.登録料・受講料のお支払い
お電話でのご予約は、
登録料550円（税込）と受講料を、
14日以内に窓口もしくは
コンビニ振込にてお支払ください。

◎特約駐車場があります。

岐阜市柳ケ瀬通1丁目12番地 岐阜中日ビル3階

入
会
と
受
講
に
つ
い
て

●登録料550円（税込）と受講料を前納いただければ、どなたでも入会できます。会
員資格は、各地の中日文化センターに共通です。（一部を除く）
　特別講演会、1dayセミナー、体験講座など一部の講座は、登録料は不要です。
●満席の場合はキャンセル待ちを受け付けます。また、規定開講人数に満たな
い場合は開講を中止させていただく場合があります。ご入金後に受講者の
都合でキャンセルされる場合は、事務手数料20％を差し引いて返金いたします。
●受講料には維持管理費が含まれています。
●一部の講座の受講料には音楽著作権使用料が含まれています。

中日文化センターは、入会・受講申し込みの際にご記入
いただいた、個人情報を厳正かつ適正な管理のもと運用
いたします。利用目的は次の通りです。○申し込みいただ
いた講座の受講手続き、そのほか欠かせない確認やご案
内○講座資料、募集企画などのご案内、サービスの提供
○個人を識別することができない形で統計的に処理し、
今後の参考データとするため○新しい講座企画、キャン

個
人
情
報
の
取
り
扱
い

ペーンなどのお知らせ○中日グループ内で共有のうえ、さま
ざまなサービス提供のご案内など。詳しくは中日文化セン
ターホームページ内プライバシーポリシーをご覧ください。
個人情報相談窓口　中日文化センターグループ個人情報担当
〒460-0008 名古屋市中区栄4-16-36 久屋中日ビル7階
栄中日文化センター内　TEL  0120-53-8164


