
趣味

文学・歴史・宗教

創作

キャリアアップ

外国語　※テキスト代別途

生年月日や、名前に秘
められた、性格、気質、健
康開運期などを学んでよ
り良い人間関係を、築き
ましょう。

椙山女学園大学教授
加藤主税

加藤式実践占術学会正教授
西山和代

ちから教授の手相・易学入門
～加藤式実践戦術のてほどき～

籐華会師範科講師
大平三枝子
月曜
10：30～12：30
5,000円＋税
（4回分）

籐工芸

写真家竹中好明
第1・3火曜
18：30～20：30（初級）
第1・3木曜
18：30～20：30（中級）
3,400円＋税
（2回分）

写真上達法

革工芸くちなし会講師
藤塚仁美
第2・4金曜13：30～15：30
3,400円＋税（2回分）

レザークラフト

アトリエはなのわ本部教授
和田宣子
第2・4木曜
13：30～15：30
3,400円＋税
（2回分）

布をアートする
日本バルーン協会会員
バルーンパフォーマー
Mu.cho
第1・3火曜
10：30～12：00
3,400円＋税（2回分）

はじめての
「バルーンアート」

ラッピング協会特別協力
講師
城島時子
第4水曜
13：00～15：00
2,200円＋税
（1回分）

おしゃれに
ラッピング

ステンドグラス工房
ボニート主宰
伊佐地陽子
第2水曜10：30～12：30
2,000円＋税（1回分）

はじめての
ステンドグラス

純銀粘土技能認定者
インストラクター
山本幸子
第1・3火曜
13：00～15：00
3,400円＋税（2回分）

手づくりシルバー
アクセサリー

安紀子とんぼ玉あーと
篠田安紀子
第1・3土曜
10：00～12：00
（平野学園）
3,400円＋税（2回分）

安紀子とんぼ玉あーと

ROCKFIELD
K.IWATA
第1・3土曜10：30～12：00
3,400円＋税（2回分）

デジタル一眼レフ
を楽しむ

カットリボンフラワー協会
常任理事
青木元子
第2・4金曜13：00～15：00
3,400円＋税
（2回分）

はじめて習う
創作リボン盆栽

第4火曜13：30～15：00　
2,200円＋税（1回分）

基本の技法を学び、籐の花、人形、家具などいろいろ
なものが作れるよう分かりやすく指導します。

儒教の易経を根元とす
る占術である九星気学
を、初歩から学びます。
九星気学を人生の羅針
盤として生活に役立てる
ことができます。

つまみ細工コーディネート協会認定講師
服部加世
第3水曜
10：30～12：30
初級コース
18,000円＋税（6回分）
3級・2級・1級取得コース
各9,000円＋税（3回分）
教材費別途

はじめての「つまみ細工」

江戸時代発祥の日本の伝統工芸「つまみ細工」。基
本技法から現代生活にアレンジした作品作りもご紹
介します。

四季折々に咲く花葉実をリボンの布を使い本物のよ
うに創り、好みの樹形で鉢に仕上げます。

露出、ホワイトバランス、
ISO感度などデジカメに
必要な基礎知識や一眼
レフならではの上手な写
真の撮り方を実践しなが
ら紹介します。

東海地区の古城を中心
に、各講師が座学と現
地講座を案内します。

様々な問題が渦巻く現
代社会において仏教が
語りかけてくれるものは
何かを一緒に考え、学ん
でいきます。

古文書を通じて美濃国
の中世から近世の歩みを
知り、ふるさとの歴史につ
いて理解を深めましょう。

基本のバルーンアートを
習得後、動物やキャラク
ターのバルーンアート作
りを楽しみます。

光で美しく写るステンドグ
ラス。テーブルランプや
フォトスタンドなどお好み
のステンドグラスを手作
りで完成させます。

布を染色して花を作りデ
ザインしたり、古布やち
りめんで吊し雛や置きも
の等、多彩な作品作り
をします。

バーナーでガラス棒を溶かし、丸玉に水玉・花などの
模様を描きます。棒よせ、江戸菊花、レース、同心円、
四角、モザイク、水中花他ワイヤーアートも行います。

革の持つ光沢、渋さなど
の長所を活かし様々な
技法を用い、自分好み
のオリジナルの作品が
作れます。

栗原蘇秀監修　
漆芸伝承の会認定講師
駒田育代
第2金曜
10：10～12：20
2,440円＋税
（1回分）

金継ぎ工房

破損した大事なうつわ、陶器や漆器がよみがえります。
割れた部分を継ぎ、欠けた部分を形成し、その部分に
金や銀の化粧を施し、器を修繕する技法を学べます。

銀粘土を使って、オリジナルのアイデアあふれるアク
セサリーの作り方を教えます。

他人を占うことを目標とし、そのための手相や易学
に関する情報だけでなくアドバイスの仕方、伝達方
法も教えます。さらには加藤式筮竹さばきのテクニッ
クと科学的な周易を指導します。

風景や花などを写す
基本技術を、やさしく
解説します。

斜め包み・合わせ包み・円柱など、様々なラッピング技術を学べま
す。プレゼントなどきれいで、かわいいラッピングができるよう教えま
す。希望者は、資格も取得できます。

中日歴史紀行会代表
中山春義
同会幹事
岩田義城
第3水曜13：30～15：30
2,200円＋税（1回分）
資料代200円（税込）／月
保険料1,200円／年度
※現地講座の交通費は実費要
※カリキュラムをＨＰでご覧いただけます。

宿場と街道・歴史めぐり

大垣市文化財保護協会理事
横幕 孜
第2火曜13：00～15：00
2,200円＋税（1回分）

古文書で探る
美濃の歴史 善念寺住職

龍 茂樹
第2水曜10：30～12：30
2,200円＋税（1回分）

広く仏教に学ぶ
東海古城研究会会員
宮崎諭志ほか

第4火曜13:00～15:00
2,300円＋税（1回分・保険料込み）
資料代200円＋税／月
※現地講座の交通費は実費要
※カリキュラムをＨＰでご覧いただけます。

東海古城と武将たち

師範鑑定士服部幸峰
第1・3火曜
13：30～15：00（中級）
3,200円＋税（2回分）

～あなたに宿る魅力～
やさしい運命学

はじめての
デジタル一眼
レフカメラ
ROCKFIELD
K.IWATA
第1・3水曜
19：00～20：30
3,400円＋税
（2回分）

写真は大切なシーンを残せます。デジタルカメラに必要な基礎知識
や上手な写真の撮り方、シーンごとの撮影方法を紹介します。

愛知産業大学造形学研究所研究員・
日本易学連合会認定鑑定士

森崎麻充
第3土曜13：30～15：00
13,200円＋税（6回分）

やさしい九星気学

押花インストラクター
田中米子
第1木曜10：30～12：30
2,200円＋税（1回分）

押花ふしぎな
花倶楽部

押し花にする技術を、い
ろいろな小物などを作り
ながら学びます。免状も
取得できます。

日本プロ麻雀連盟2段
若松正和
火曜10：30～12：30
6,600円＋税（4回分）

レディース麻雀

麻雀のルール、点数の
書き方、格言など基本
から指導します。
を初めて触る人でも気
軽にご入会できます。女
性限定。

ハーブの栽培から活用術
までをデザイン・クラフト・
アロマテラピー・かんたん
料理など、多彩なカリキュ
ラムで学びます。日々の
暮らしに癒しと潤いを…。

ハーブ研究家
田宮智香
第4木曜10：30～12：30
2,200円＋税（1回分）

ハーブデザインと
アロマテラピー

中部奇術連合会講師
認定審議委員長
玄尚小林
第2･4木曜13：00～15：00
3,400円＋税（2回分）

マジックを覚える
～人を楽しませるお手伝い～

身近にある新聞紙やス
カーフを使ってアッと驚く
マジックを覚えます。ボラ
ンティア活動やパーティ
等で大変役立ちます。

久しぶりに「そろばん」しませんか。先生が参加者の
ペースに合わせてゆっくりと読み上げながら、進めて
いきます。脳活に最適なそろばんは、認知症の予防
も期待できます。はじめての方はやり方も教えます。
希望者は検定に挑戦することもできます。

願いましては…
中高年のそろばん
大石髙等速算学校

大石京美
第4金曜
10：30～12：00
2,000円＋税（1回分）

岐阜県川柳作家協会
成瀬雅子
第1水曜13：00～15：00
2,200円＋税（1回分）

川柳入門
現代歌人集会会員栗山 繁
第2水曜13：00～15：00
2,200円＋税（1回分）

短歌入門
̶鑑賞と作歌̶

岐阜簿記学校代表
福永正弘
土曜13：00～15：00
5,000円＋税（4回分）

簿記

作家・日本ペンクラブ会員
吉村 登
第1土曜13：00～15：00
2,200円＋税
（1回分）

小説・エッセイ

英会話講師
アレキサンドリア ラスコ
水曜19：00～20：30
5,000円＋税（4回分）

ネイティブ講師の
英会話
～ゼロからのレッスン～

英会話講師
アレキサンドリア ラスコ
第1・3月曜10：30～12：00
3,400円＋税（2回分）

ネイティブ講師の
グッドモーニング
English!

ネイティブが使う「とっさの
一言」をマスター。通じる
英会話を楽しく学びます。

韓国語講師
ユ・ソウヒャン
第1・3月曜
19：00～20：30（中級）
第1・3火曜
19：00～20：30（初級）
3,400円＋税
（2回分）

韓国語会話

韓国語講師
クォン・イギョン
火曜18：00～19：30
（平野学園）
4,800円＋税（4回分）

韓国語会話（初級） 韓国語会話
レベルアップコース

韓国語を基礎から学び
ます。文字の読み書きを
マスターして日常会話を
中心にレッスンします。

簿記の基本的知識を
身につけ、就職や企業
に役立てられるよう指
導します。

希望に合わせて知りたい
パソコン知識を教えます。

英字新聞記者
平野宏司
火曜18：30～20：00
（平野学園）
5,000円＋税（4回分）

クイックレッスン
英会話
10本勝負

第一種情報処理技術者
渕上尚志
土曜9：00～10：30
（平野学園）
5,800円＋税（4回分）
8,400円＋税（8回分）

知りたいスキルを
ゆっくり学ぶパソコン

あいさつや簡単な日常
会話・旅行に使う言葉
などを中心に教えます。

基礎からはじめ、「聞く」
「話す」を中心に実践力
のつく英会話を学びます。

初めての方を対象に、英
会話の基礎をネイティブ
講師が教えます。

中国語講師李 紅梅
水曜19：15～20：45（入門）
（平野学園）
火曜19：15～20：45（中級）
（平野学園）
4,800円＋税（4回分）

中国語会話～入門・中級～

基礎的な発音からス
タートし、簡単な会話まで
学びます。中級は、海外
旅行、仕事に役立つ中
国語会話です。

基礎を修了した方や中
級レベル程度を学びたい
方を対象に指導します。

ロマンあり、涙あり、読む
人に感動を与え、共感
を呼ぶ。そんな川柳の楽
しさを、仲間と一緒に学
びます。

三十一音のリズムに乗
せて、清新な抒情と個
性を重んじる現代短歌
を分かりやすく解説、指
導します。

初心者でも、楽しみながら
マイペースで学べます。投
稿、応募や本づくりの指導
もします。

韓国語講師
クオン・イギョン
第1・3木曜13:30～15:00　
3,400円＋税（2回分）

初心者の
韓国語会話

初心者を対象に、ゆっく
りとしたペースで韓国語
の基礎を学びます。あい
さつや簡単な日常会話
などを中心に教えます。

コミュニケーション

聖企画
日比貴代
土曜15：30～17：30
5,000円＋税（4回分）

やさしい手話講座
話し方講師
臼井由美
第2・4木曜19：00～20：30
3,400円＋税（2回分）

話し方美人になる

手話は「見る言葉」です。
簡単なあいさつから日常
会話まで、分かりやすく
指導します。

話し方で印象がガラリと
変わります。魅力的な話
し方を学んでさまざまな
シーンに役立てましょう。

韓国語講師
クォン・イギョン
金曜18：30～20：30
土曜13：30～15：30（平野学園）
各5,000円＋税（4回分）

6 ※お申込み方法は最終面をご確認ください。　料金は一部を除いてすべて税抜き表記です。　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。


