1dayは
2ページにも
あります！

こども1dayは
3ページに
あります！

水野愛子の中高年のための
表情筋トレーニング＆心美学®

作って弾こう！憧れのバイオリン

工房楽器の森

南大高

鳴海

日本表情筋トレーニング協会代表

10月9日(日)
10：30〜16：30
※途中休憩あり
8,877円（税込）

2023年1月15日
（日）
10：00〜16：00
※途中休憩あり
8,877円（税込）

水野愛子

10月17日
（月）13：30〜15：00
2,475円（税込）

加藤正行

有松・鳴海絞り

雪花絞りの
手ぬぐい染め

ゼンタングル

DRYandPEACE上級認定講師

成田奈苗

近藤泰仁

10月27日
（木）
10：30〜12：00
2,805円（税込）
※教材費別途1,000円（税込）

高木桂一

ACE代表コンディショニングトレーナー

児童文学作家

トロッケンクランツ認定講師

小
以 学生
上

真っ赤な実が可愛い！
！

コトネアスターの
情景盆栽を
作ってみましょう
中尾浩之

11月15日
（火）
15：30〜17：30
2,805円（税込）※教材費別途3,850円（税込）
手のひらサイズの鉢の中に苔や砂をあしらい、
モダンでか
わいい情景盆栽を制作します。
コトネアスターは春は花、
秋から冬は真っ赤な実を楽しめ、管理も比較的簡単で盆
栽初心者の方にもおすすめ。

プロ直伝！
目からウロコのお掃除講座
日本清掃収納協会認定講師

杉 千郷

11月24日
（木）
10：00〜11：30
2,805円（税込）
毎年おっくうな大掃除。新しい道具や
洗剤を買わなくても、
お掃除の基本を
知れば、
身近にあるもので楽してスッキ
リ落とせます。年間 500 件を超える現
場に入っている講師が家庭で実践で
きるコツをお伝えします。

クリスマスリース
フローリスト

3 分弱で全身の筋肉を伸ばし、整えるこ
とができるラジオ体操。ポイントを知らな
いと効果を得られず、腰や肩などを痛め
てしまうことも。
トレーナーの立場から正し
く伝えます。

ワタの実のクリスマスツオップ

トロッケンクランツ認定講師

籠橋由起

クリスマスツリーアレンジメント

羊毛で作る☆

まねきうさぎ

フローリスト

大金タケヒロ

羊毛フェルト作家meimei

箕浦メイ

11月17日
（木）13：00〜15：00
2,035円（税込）
※教材費別途3,300円（税込）

12月18日
（日）
13：00〜16：00
2,255円（税込）
※教材費別途
2,200円（税込）
ふわふわの羊毛を専用の針でチクチクさして、来年の干支の
まねきうさぎを作ります。色は白かグレーを選択。右手は金運、
左手は人を招きますので、好きな方をあげて作ってくださいね！

ワタの実、
そしてヒマラヤスギな
どのいろいろな木の実 、アー
ティフィシャルの材料を使ってク
リスマスアレンジのツオップを作
ります。壁に飾って楽しめます。

お正月のしめ縄飾り

作って楽しく、飾って開運！
！

ラメの輝きに心ときめく
キラキラアート

フローリスト

大金タケヒロ

姿月真由美

11月26日
（土）10：00〜12：00
2,035円（税込）
お正月にぴったりなしめ縄を使ったア
※教材費別途2,000円（税込）
縁起の良い吉祥模様の図柄に、
キラキラのラメを筆でトン レンジメントを作ります。色鮮やかな
トンとつけていくだけで、
ステキなアートが完成します。
ゴー 水引などをあしらい、華やかな雰囲気
ジャスなラメの輝きと、幸せを呼ぶ図柄で運気もUP！
！
で新たな年を迎える準備をしましょう。

楽しいマジックバルーン

古文書にみる
徳川家康

クラウン

11月27日
（日）
10：30〜12：30
2,255円（税込）
※教材費別途3,500円（税込）
シルバーブルーの針 葉 樹を
使ったクリスマスツリーのアレ
ンジメントです。お好みのオー
ナメントで飾って、素敵なクリ
スマスを過ごしましょう。

萩原淳也

10月9日
（日）
10：30〜12：30
2,365円（税込）
家康とはどのような人物だった
のでしょうか。実際に家康が発
給した古文書を読み解くことで、
針葉樹と木の実を使って生花のクリスマスリースを作りま
くずし字が読めな
クリスマスに向けて色々 思考やその人物像に迫ってみませんか。
す。お好みのオーナメントを飾ることもできます。素敵なクリ 基本のひねり方をマスターして、
い方でも大丈夫です。
な作品を作ってみましょう。
スマスを過ごしましょう。

10〜12月
（全3回）
第1日曜 13：00〜15：00
7,425円（税込）※テキスト代別途
交渉が上手くなり、相手が納得す
る人間心理をつく具体的な言葉
のテクニックを伝授。すぐに使える
会話のコツを学びます。

10〜12月
（全3回）
第4月曜 10：30〜12：00
6,765円（税込）※教材費別途

神野美奈子

萩原淳也

10月9日
（日）
13：30〜15：30
2,365円（税込）
徳川家康の家臣団とはどのよ
うなものだったのでしょうか。実
際に家臣団の発給した古文書を読み解き、家康配下の
組織の構造や、各人に期待された課題などに迫っていき
ます。
くずし字が読めない方でも大丈夫です。

※料金はすべて税込み表記です。 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。

今年の大掃除は楽してキレイに！

プロに学ぶお掃除教室

JESCA認定
上級消しゴムはんこ講師

日本清掃収納協会認定講師

うえむらゆみこ

杉 千郷

10〜3月
（全6回）
第4火曜
13：00〜15：00
13,530円（税込）
※教材費別途

10〜12月
（全3回）
第4水曜 10：30〜12：00
7,755円（税込）
良く分からないままやっていた
お掃 除 。洗 剤も道 具もこう
やって使えば、
こんなにも楽に
汚れが落とせたんだ?!と、
目か
らウロコの清掃講座です。今
年の大掃除は楽してスッキリ
！

雑誌TVメディアでの
出演も多数、予約まち続出の人気作家に学ぶ、消しゴム
はんこ教室です。おしゃれにかわいく、何より楽しく
！基礎か
らしっかり学ぶことができます。

和菓子の練り切り

社交ダンス 入門〜初級

日本サロネーゼ協会認定
練りきりアート講師

カワチダンススタジオ講師

10〜3月
（全6回）
第3金曜
10：00〜12：00
14,190円（税込）
※教材費別途

9月15日
（木）
11：00〜12：00
1,100円（税込）

チョークアートを楽しもう
！

〜腰・肩・膝〜

水谷範子

東山ヨガ講師

MCA認定ゴールド講師

日本パンチニードル協会
認定講師

福村真由美

10〜3月
（全6回）
第2土曜 10：00〜12：00
13,530円（税込）
※教材費別途
毛糸を通した専用針を布に刺してループを作り、
モフモフ
としたかわいいコースターやチャームなどを制作します。初
めての方、裁縫が苦手な方でも基礎からきれいに仕上げ
るコツをお教えします。

刺し子の
花ふきん

10月開講
第1月曜
10：00〜12：00
6,765円
（税込・3ヵ月分）
※教材費別途
チョークアートで季節
の絵などを描きます。
インテリアやプレゼン
トにもおすすめです。

にわぜんきゅう

2023年1月開講
1〜3月
（全3回）
第1月曜 18：30〜20：00
※初回は1月30日
7,590円（税込）

入会と受講について

2. お支払い方法の選択

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。

●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。

個人情報の取り扱いについて

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。

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

9月26日
（月）10：30〜11：30
1,100円（税込）

旅がもっと楽しくなる

AHTAアロマハンドトリートメント協会認定講師

英会話講師

河内隆慶ほか

10〜12月
（全3回）
第2火曜 19：00〜20：30
8,745円（税込）
※教材費別途
香料の基礎学的な考えを学び、中心になる香料にトップ
ノート、
ミドルノート、
ラストノートの香料を調香し、
オリジナリ
ティーに満ちた自分だけの香りを作りましょう。

介護されないための

旅行英会話

チェアヨガ

Natsuki

鳴海・南大高どちらのセンターでも
現地講座［事前予約制］ お申し込み承り
ます
めざせ完走！名古屋ウィメンズマラソン・
シティマラソン

会場 地
緑
大高 集合
現地 解散
現地

シニアチェアヨガインストラクター
介護予防健康アドバイザー

ＮＡＧＩ
ＳＡ

10月開講
第1・3土曜 10：30〜11：30
10,230円（税込・3ヵ月分）
マットは使わずイスに座って行うストレッチヨガ。加齢と共に衰
えたり緊張して働きが悪くなった筋肉をほぐし、背もたれを使っ
て下半身を鍛え、介護が必要のない身体を目指しましょう。
9月17日
（土）
10：30〜11：30
1,100円（税込）

ウクレレを始めよう
ウクレレ奏者

Tsuyo

10月開講
第4金曜 16：00〜17：30
6,831円（税込・3ヵ月分）

ウクレレは誰でも弾け小さく持ち運びも楽。ポロン
10〜3月
（全10回）水曜 10：00〜11：30
と音を鳴らすだけで誰もが幸せな気持ちになれる
※10/19、11/2、16、
12/7、21、
楽器です。基本的なコードから始め、邦楽や洋楽
1/11、25、2/8、22、3/8
などを弾き語りで歌う練習もします。楽しみながら
26,950円（税込）
演奏できるように丁寧に指導します。
これから走り始める人、笑顔で完走したい人を対象に、
マラソン完走に必要な知
デモンストレーション演奏見学会（要予約）
識や体力を身に付けましょう。※「名古屋ウィメンズマラソン2023」
または
「名古屋
９月30日
（金）
16：00〜17：00 無料
シティマラソン2023」参加権付き
（参加費・事務手数料別途・本人のみ有効）

安心して受講していただくために
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。

田代はなよ
佐藤令子

身体に痛みや疲れが続いてマッサージなどに行っても、症
状が繰り返すということはありませんか？優しいヨガを通し
て、正しい姿勢作りや筋力不足を解消。身体の不調をた
め込まない習慣づくりをしていきましょう
！

（公財）
日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー

小筆でかわいいお地蔵様を描きます。
絵を描いたことの無い方でも大丈夫。
ぜんきゅうさんのやさしいタッチを学び、
素朴で温かい作品に仕上がります。

1. 講座を決めて確認

調香師の店
MON PARFUM調香師

10月開講
近藤由紀
伊藤恵梨
第1・3土曜
10〜3月
（全12回）
10〜3月
（全6回）
10：15〜11：15（初心者）
第3・4月曜
第3日曜
11：30〜12：30（経験者）
15：30〜16：30
13：30〜15：30
各10,890円（税込・3ヵ月分）
16,500円（税込）
13,530円（税込）
※教材費別途
海外旅行やホームステイに行ってみたい！
という方向けの
※教材費別途
実践講座。会話を通して総合的な英語力を上げ、海外で
並縫いだけで花ふきんが完成するキットを使用します。並縫い 天然の香りと手と手でふれあうことで頭や身体の疲れなど 過ごすヒントやコツを学べます。初心者はシンプルで伝わ
を進めるごとに様々な幾何学模様が生まれていく様は、
まさしく 様々な不調を改善できる自然療法。自分とまわりのみんな りやすい会話を取得し、海外でのひとときをワクワクする瞬
先人の知恵。ゆっくりと流れる手縫いの時間を楽しみましょう。 が元気になれる方法を楽しく学びます。
間にしていきましょう。

石の鳥・流木造形作家

新規入会
お申し込み
の手順

〜私だけの香りを作る〜

松下亜紀子

アロマハンドトリートメント2級

ぜんきゅうさんとお地蔵様を描こう

駐車場5時間無料

香水講座

痛み改善ヨガ

10月開講
第2・4月曜 10：30〜12：00
14,190円（税込・3ヵ月分）

手で看る自然療法

伊藤刺し子店店主

野田幹也

10月開講
第1・3木曜 11：00〜12：00
11,682円（税込・3ヵ月分）
優雅な社交ダンスの基本を指導。
練習するステップはワルツ、
タンゴ、
ルンバ、
チャチャチャなど。社交ダン
スを楽しみながら体幹を整え、美し
い姿勢、
立ち方、
歩き方を教えます。

おかもとまきこ

はじめての
パンチニードル

12月11日
（土）
10：30〜12：30
2,805円（税込）
※教材費別途4,700円（税込）
淡い色のダリア、
マム等を使って
アレンジ。ゴールドの葉などで華
やぎをプラス。来年がもっと素晴
らしい年になりますように！

表情筋は正しい速度で正しく動かすことでシミ、
シワ、
タル
ミの予防改善に効果があります。身体に良いお茶と動物
性フリースイーツのティータイムでリラックスしながら無理
のないペースで行います。

消しゴムはんこの世界

松浦奈美子

歴史研究者

心と身体をきれいにするティータイム
日本表情筋トレーニング協会認定講師
国際中医薬膳師

日本の美しい四季や
行事を感じながら、簡単でおうちでも作りやすい練り切りを
作ります。中に包まれるあんこは、
あずきや渋皮マロンなど
作品ごとに色々な味を包み、
毎回4個作ります。

古文書にみる
徳川家臣団

歴史研究者

表情筋トレーニング＆心美学Ⓡ

セルフディフェンスコミュニケーション
開発社会教育士

華やぎの
お正月飾り

グリーンローズ主宰

12月17日
（土）
13：30〜15：30
2,255円（税込）
※教材費別途3,500円（税込）

心の筆文字主宰

12月5日
（月）
16：00〜17：30
2,475円（税込）
※教材費別途
1,200円（税込）〜

11月30日
（水）
15：30〜17：30
2,255円（税込）
※教材費別途
3,800円（税込）

服部恵美

11月14日
（月）10：30〜12：30
11月13日
（日）
10：30〜12：00
2,035円（税込）
3,905円（税込）
※教材費別途3,300円（税込）
心の中で眠っている小さな想いを
様々な木の実と紫色のフランス
物語にしてみませんか？3 枚の絵
リボンで弓形の壁飾りを作りま
カードを使用して、文章の書き方や
す。デザインアイアンを用いて、
物語の作り方をお伝えします。原稿用紙 1〜2 枚程度の ヨーロッパのクラシカルなクリス
創作童話を完成させましょう
！中学生以上対象
マスの雰囲気に仕上げます。

ミント

大金タケヒロ

クラシカルなクリスマス壁飾り

小原麻由美

11月7日
（月）13：00〜14：15
2,585円（税込）

11月6日
（日）
10：00〜11：00
3,300円（税込）

夢の世界、宝塚の魅力について語ります。娘役として心
がけてきたことや自宅でできるエクササイズもご紹介。
ご一
緒に素敵な時間を過ごしましょう。女性対象

トロッケンクランツ

玉田鷹士

村山 巧

11月6日
（日）
13：00〜15：00
3,377円（税込）

想いをカタチにする

創作文章教室

水野愛子監修

青嶋宮央

美苑えりか

全身を伸ばして朝からスッキリ

全力ラジオ体操

柔軟美トレーナー

心理学を使って理論的に伝える

元宝塚歌劇団花組

10月10日
（月）17：00〜18：00
10月20日
（木）
2,035円（税込）
13：30〜15：30
※教材費別途500円（税込）
3,355円（税込）
イギリス・ヴィクトリア王朝貴族に愛されたタティングレー
地元、有松・鳴海絞りの数ある技法の一つ「雪花絞り」で 簡単なパターンを繰り返し描くだけで、絵心がなくてもアー ス。
シャトルと呼ばれる舟型の小さな糸巻を使って行う手
手ぬぐいを染めましょう。針や糸を使わず、折りたたんで染め トを楽しめるメソッド。心を落ち着かせ、集中して描くことで、 芸で、結び方はとってもシンプル。今回は、
かわいいお花
る方法なので、難しい技や細かい作業は必要ありません。 ヨガや瞑想のようなリラックス効果も感じられるはずです。 のストラップを作ります。

（税込）で
登録料 550円
けます。
ご入会 いた だ

たった3回で説得力が
劇的に変わる会話術

トーク＆ミニレッスン

タティングレース専任講師

跡治友美

柔らかくなりたい
憧れを叶えるストレッチ

気 軽 に！

タティングレース体験

Zentangle®認定講師

こんせい取締役社長

情景盆栽作家

2 0 2 2年1 0 月期

宝塚の
お花のストラップを作りましょう 魅力に迫る
日本アートクラフト協会常任理事

気軽に描ける 禅アート

体が硬い人から柔らかい人まで、
ツール
を用いてストレッチ！８年前は激硬だっ
た講師が、現在の柔軟性に至ったト
レーニングを一緒に行いましょう。

秋 の受講生募集

自家製ドライフルーツ＆
簡単フライパングラノーラ作り

10月6日
（木）
13：30〜15：30
3,905円（税込）
天日干しでできる自家製ドライフルー
ツはとてもヘルシー。
フライパンひとつ
で手軽に出来るあなただけのオリジ
特許製法により初めての方でも簡単に、本格的な演奏を楽しめる軽バイオリンを制作します。 ナルフルーツグラノーラの失敗しない
完成後はみんなで
「キラキラ星」
などを演奏しましょう。中学生以上対象
コツをお伝えし、
お持ち帰り頂きます。

古希を迎えた表情筋のスペシャリストが開発
した若返りのための究極のトレーニング法で、
シミ、
シワなどの予防改善、小顔効果を楽しい
トークと共にお伝えします。

鳴海・南大高

新型コロナウイルス感染予防対策実施中

4. 会員証のお受け取り

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。

◯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

※お申し込み方法は最終面をご確認ください。 料金はすべて税込み表記です。 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。 ♥印の講座は女性対象です。

