
名古屋市東区東桜1-3-22 ヴィアーレ・アルベルゴ10F　テレビ塔より徒歩約2分
お問い合わせ・お申し込み：052-253-6340
受付時間：月～土9：00～18：00
E-Mail：intertiara-salon@outlook.jp　URL：https://www.intertiara.com 

各6,468円
（4回分）

こどもバレエ
（3歳～小学2年生）

7/7、14、21、28（水）
16：00～17：00
7/3、10、17、24（土）
10：00～11：00

各6,468円
（4回分）

こどもバレエ
（小学3年生～中学生）

7/7、14、21、28（水）
17：10～18：10
7/3、10、17、24（土）
11：10～12：10

天然の木で
カトラリーを作る

7/12、8/9、9/13（月）
10：00～12：00

各2,585円
※教材費別途

大人のやさしいバレエ
女性限定

7/7、14、21、28（水）
19：00～20：30

8,228円
（4回分）

フラダンス入門～経験者
女性限定

4,554円
（2回分）

7/11、25（日）
11：30～12：45

日常会話からビジネスまで
実践！
自分を生かす話し方

2,475円
7/10（土）
15：30～17：30

心を伝える話し方
実践教室

7/10、24（土）
10：00～12：00

4,950円
（2回分）

※そのほか多彩な25講座を開講しています。受講料1回6,000円程度（材料費など含む、3カ月分または
　6カ月分を前納）。詳細はお問い合わせください。資料請求も可能です。

「シミ・シワ・タルミ」の予防改善や小顔づくりに役立つ、医学に基づいた
「究極のトレーニング法」とともに、人生哲学、女性美学などを学びます。

水野愛子の
表情筋トレーニング＆心美学®
日本表情筋トレーニング協会代表 水野愛子
7～12月（全6回）第2木曜10：30～12：00
15,510円（税込）※教材費別途

閑寂の美や世の無常がしみじみとうたわれた
「新古今和歌集」。現代の騒 し々さをしばし忘れ
て、美しき“詩歌の森”へ分け入ってみませんか。

新古今和歌集
王朝の雅を読む
京都産業大教授
小林一彦
7～12月（全6回）
第3木曜
13：00～14：30
16,830円（税込）

恋あり、陰謀あり、涙や笑いありと、歌人
が織りなすドラマがひしめく「百人一首」。
今期は柿本人麻呂、山部赤人、猿丸大
夫を取り上げます。

歴史ロマン
百人一首の歌と生涯
歌人たちのドラマを楽しんで
現代歌人集会理事長 林 和清
7～9月（全3回）第1木曜14：00～15：30
8,745円（税込）

日本史上に起こった数々の大事件を改めて検証し、真実を追求します。歴史
大好きな人はもちろん、歴史にあまり詳しくない人も楽しんでいただけます。

日本史12大事件簿
7～9月（全3回）第1木曜11：00～12：30　8,745円（税込）

歴史上の失敗を取り上げ、その時代の特徴を
分析しながら、なぜそれが失敗だったのかを明ら
かにします。また、「もし失敗がなかったら歴史は
こう変わっていたかもしれない」と推測し、考察し
ていきます。

本郷和人の
「失敗の
日本史」
東京大学史料編纂所教授
本郷和人
7～12月（全6回）
第2月曜
13：00～14：30
18,810円（税込）

宗教を知れば世界のニュースが分かる！身近
な話題から時事問題を取り上げ、比較宗教の
視点から解説します。神道、仏教、ユダヤ教、キ
リスト教、イスラム教など、基本的な理解から始
めてみましょう。

世界の時事問題と宗教
名古屋学院大
准教授
黒柳志仁
7～12月
（全6回）
第4木曜
13：00～14：30
15,510円
（税込）

聖書と西洋美術の関係が密接であることが分か
ると、より深い美術の楽しさが味わえます。旧約
聖書に登場する三人の代表的人物に焦点を当
て、人物像、時代背景、今日的意味を探ります。

聖書でたどる
キリスト教
美術
前岐阜県美術館館長
古川秀昭
7～9月（全3回）
第4金曜
10：30～12：00
7,755円（税込）

人生を巡る悩みに「そろそろ答えを見つけたい」
人のための講座。ブッダの生涯を時系列でたど
りつつ、自分の人生を振り返り、「人生これでヨ
シ」という納得の境地を目指します。

生き方として
学ぶ仏教
心のやすらぎを
求めて─
ブッダの生き方編
僧侶・作家 
草薙龍瞬
7/20、8/31、9/21（全3回）
火曜13：00～15：00
8,745円（税込）※資料代別途 親鸞は晩年に浄土の教えを和文の「うた」であ

る和讃（わさん）として表現しています。うたわれ
た内容の多彩さから、「和文の『教行信証』」と
も呼ばれます。三帖（さんじょう）和讃から120首
を選び、1年かけて読み解きます。

親鸞の
和讃に親しむ
親鸞研究家
浅井 勉
7月開講、1年講座
第4月曜
13：00～14：30
15,510円
（税込・6回分）

怒りのコントロール「アンガーマネジメント」や
「男女脳コミュニケーション」「アサーション」など
周りと上手に関わる方法を学び、毎日HAPPY
に過ごしましょう！

越前海岸で「百笑の塩」を作る人として一躍有名になった「時の人」を迎え、山・海・畑（里）
の環境を生かした豊かさについてお話しいただきます。志野さんの塩を使ったおいしい食事
付き（簡単な実習あり）。
※この講座は“「食」のスペシャリストをめざして”クラスのレッスンの一環を一般の方にも開
放して開催するものです。上手に伝え、上手に怒る

アンガーマネジメントで
HAPPY
コミュニケーション
人材開発オフィス 
エムズモーメント代表
川地美仲子
7～9月（全3回）
第2金曜10：30～12：00
7,755円（税込）

椅子が体を支えることで姿勢が安定します。
負担が少ないため、足腰や体力・筋力に自
信がない人も、無理なく効果的に続けていた
だける運動を一緒に始めませんか。

座って楽々
イスｄｅヨガ
東山ヨガ道場講師 
桑原かなえ
7～9月（全6回）
第2・4日曜
10：00～11：00
14,190円（税込）

開運 免疫力アップ
美声＆笑いヨガ
笑いヨガティーチャー
仙石由美
7～9月（全6回）
第1・3月曜11：30～13：00
14,190円（税込）

認知症予防、改善に効果的といわれる有酸
素運動であるヨーガ。ポーズ、呼吸法、瞑想
（めいそう）によって、心身のリフレッシュを図
りましょう。ゆったりしたヨーガです。

こころもからだも
リラックス！
ホーム・ヨーガ
日本ヨーガ学会会員
権田芳子
木曜12：00～13：30
24,420円
（税込・12回分）

骨盤底筋群が衰え、骨盤がゆがみ、内臓が
下に落ちることで、ぽっこりおなかや頻尿など
体に負担も。体幹部を鍛え、若 し々い体づく
りをサポートします。

女性に嬉しい体づくり
骨盤底筋群
トレーニング
ACEフィットネストレーナー
柘植美沙子
7～9月（全6回）
第2・4水曜
①14：00～15：15
②15：30～16：45
各14,190円 （税込）

肩・腰・ひざなどの痛みを自身で改善。正しい
動きを忘れてしまった筋肉を再教育すること
で、体が最も機能的に働くようにする根本解
決のための運動療法です。

アメリカ生まれの
痛み解消エクササイズ
エゴスキュー
メソッド
エゴスキュージャパン協会
認定Eサイズトレーナー
佐野友紀子
7～9月（全6回）
第1・3水曜14：30～15：45
15,510円（税込）

筋トレやストレッチではなく骨格ポジションを
整えることで、関節を運動方向に正しく動か
します。無理なく全身の筋肉を動かすことが
できるようになると、代謝がアップします。

女性のための
骨盤おこし
骨盤おこし
エクササイズで
代謝アップ
骨盤おこしトレーナー
中村よし子
7～12月（全6回）第1日曜11：30～13：00
15,510円（税込）※教材費別途

ゆっくり動作を行い、筋肉に効果的な刺激を
与えるスロー筋トレ。自分の体に合った正し
い運動方法で、けがなく効果的に“筋肉貯
筋”しましょう。

道具不要！関節にも負担が少ない！
無理なく
はじめられる
スロー筋トレ
健康運動指導士
姿勢健康アドバイザー
西口雄生
7～9月（全6回）
第2・4金曜10：30～12：00　14,190円（税込）

ただ歩くのではなく効率よく歩く＝小走りウ
オーキングを学びます。しんどいのは苦手、続
かない、と思っている人へ。姿勢を整えて、ま
ず10分から始めることによって起こる身体と
心の変化を一緒に楽しみませんか。

今の足を生涯の
足のチカラへ
10分から
はじめる小走り
ウオーキング
アスリートウオーキング協会認定講師 上田美和
7～9月（全3回）第3金曜10：00～11：00
7,425円（税込）

身体のゆがみを整え、関節の動きを良くする
ことで、動ける身体づくりをします。無理なく簡
単な体操です。健康寿命は足腰から。何歳
になっても元気に歩きたいものです。

ひざ・腰・
股関節痛
ケア体操
ゆうき体操
ゆうき健康関節
指導士、看護師
坂下洋子ほか
7～9月（全6回）
第1・3木曜11：30～13：00　14,190円（税込）

なぜ、ひざの不調が起こるのか、どんな動き方
ができたら負担がかからないのかを学び、いつ
までもらくらくと動ける体をつくりませんか？

ひざ痛改善教室 動きケアプラス
動きケアスペースnicotto代表
動きケア®
パーソナル
トレーナー 
MIHO
7～9月
（全6回）
第1・3月曜
9：30～11：00
13,530円
（税込）

両手両足を別々に、同時に動かすことで認
知機能の強化に役立ち、バランスのとれた
姿勢は転倒予防に最適です。初めての人向
けに、基本の動作・流れを1年かけて行うクラ
スです。

一生続けられる健康運動
はじめてみよう
太極拳 楊名時八段錦
楊名時八段錦太極拳師範　
山田はつ江
7～9月（全6回）
第1・3火曜15：30～16：45
14,190円（税込）

名鉄阿久比駅に集合後、神社仏閣を巡りなが
ら矢勝川の彼岸花や新美南吉の生家などを
訪れます。7キロほどの健康ウオーキングです。

健康ウオーキング
半田 彼岸花の里を歩く
元環境省
自然公園指導員 
辻 伸夫
9月27日（月）
10：00～15：00頃
2,805円（税込）
※現地までの交通費別途

武士の時代、宗教の時代、民衆の時代といわ
れる、平安時代後半から鎌倉・室町時代までに
スポットを当て、古文書などの史料を手掛かり
に、興味深い歴史の実像に迫ります。

日本の歴史 中世社会の実像
愛知県立大教授 上川通夫
第1・3金曜10：00～12：00　14,850円（税込・6回分）

神仏同体思想の始まりから確立、そしてあらゆ
る神に本地として仏・菩薩等が設定されていく
他の仏教圏には見られない状況の成立時期を
考えます。

日本人の
信仰の歴史
本地垂迹説の
萌芽、確立、普及
愛知学院大講師
脊古真哉
7～9月（全6回）
第1・3月曜
10：00～12：00
14,850円（税込）

日本書紀は最古の「国史」で、歴史認識、政治
制度の根本を記した書物として重んじられ、後
に「呪縛」と呼べるほどの拘束力を持ちました。
この書物の性格と力について考えていきます。

日本書紀の
呪縛
名古屋市立大
特任教授
吉田一彦
8～12月（全5回）
第4金曜
10：30～12：00
13,200円（税込）

「西園寺公と政局」は、昭和戦前期の政治中
枢の動きが手に取るように分かります。今回は、
第二次近衛内閣成立、日独伊三国同盟の成
立を中心に見ていきます。

昭和史の激動を追って
原田熊雄「西園寺公と政局」を読む
名古屋大名誉教授 川田 稔
7～12月（全6回）
第4木曜
13：30～15：00
※10月のみ
第3週（10/21）
15：30～17：00
15,510円（税込）

今世界は新型コロナウイルスの脅威にさらされ
続けていますが、そもそも人類は常に病気と闘
い続けてきました。歴史を通じて病気とどのよう
に闘ってきたのか、主に古代・中世ヨーロッパを
取り上げて探っていきます。

病気と医術から見るヨーロッパ史
病にあらがい
続けた人類
関西大非常勤講師
比佐 篤
7～12月（全6回）
第4月曜
13：00～14：30
15,510円（税込）

ヨーロッパの歴史を、誰もが一度は名前を耳に
したことがある英雄からみていきます。今期は
アーサー王の史実と伝説について、写真や映
像を交えてひもといていきます。

英雄からみる
ヨーロッパ史
アーサー王を
中心に
古代地中海史研究者
青木真兵
8～12月（全5回）
第3水曜
13：00～14：30
14,025円（税込）

イタリア・オペラで重要な作曲家ロッ
シーニ、ヴェルディ、プッチーニの代表
作を、物語、歴史的背景、裏話など詳
しい解説付きで楽しみます。

名曲・名演奏がいっぱい！音楽ファン必見！めったに観ること
ができない名作音楽映画を詳しい解説付きで鑑賞します。

オペラを楽しむ 
三大名作イタリア・オペラの饗宴！
オペラ研究家 都築義高
7～9月（全6回）
第2・4火曜10：30～12：00
14,850円（税込）

名作音楽映画鑑賞講座
7～9月（全3回）第2火曜13：00～15：30　7,755円（税込）

今回は、半夏生の庭園が特別公開される建仁寺塔頭「両足院」の拝観や、滋
賀県大津市の名刹「三井寺」の参拝などを予定しています。現地集合・解散。

声は加齢によって衰えますが、トレーニングで美
声に変わります。呼吸、発声、共鳴、滑舌、声の
高さなど、実践的にレッスンします。

マスク越しでも
ハッキリ！
声と滑舌を鍛える
「話す」ための
ボイストレーニング
話すためのボイス
トレーニングスクール
「ビジヴォ」代表
秋竹朋子ほか
9～11月（全3回）第2日曜10：30～12：00
10,065円（税込）※テキスト代別途

星座はいつどこで生まれ、どのようにしてギリシャ神話は創造されたので
しょうか。星座とその星座にまつわるギリシャの神々や神話について楽しく
学びます。

星座とギリシャ神話を楽しむ
7～9月（全3回）第1火曜10：30～12：00　7,755円（税込）

天文学は理科系の学問に思われがちですが、
決してそんなことはありません。夏の星空の楽し
み方やペルセウス座流星群、月の謎などについ
てお話しします。

星空へのいざない 天文楽入門
日本天文学会所属天文研究家 
浅田英夫
7/19、8/30、9/20（全3回）
月曜14：00～15：30　7,755円（税込）

永遠の都・京都は日本史の主要舞台であると
ともに、日本文化の結節点です。京都の魅力
を、最新の歴史学の研究成果から紹介します。

京都の
歴史を
読みなおす
同志社女子大教授
山田邦和
7/2、8/6、27
（全3回）
金曜15：30～17：00
8,415円（税込）

訪ねて後悔することのない厳選した城を、原則
1回1城取り上げます。歴史や縄張から、城主
のエピソード、城にまつわる合戦、最新の発掘
成果や整備状況まで、画像も交えて詳しく解説
します。

徹底探訪
日本の城
歴史研究家
小和田泰経
7～12月（全6回）
第3水曜
11：00～12：30
16,830円（税込）

江戸時代には、数多くの御家（おいえ）騒動や
疑獄事件が見られます。それらは文楽・歌舞伎
のお芝居、小説、テレビ・映画の時代劇などに
もなりましたが、実際はどうだったのでしょうか。事
実関係の究明に徹し、事件の真相を探ります。

江戸時代の
事件・御家
騒動の虚実
大阪学院大教授
笠谷和比古
7～12月（全6回）
第4土曜
15：30～17：30
15,510円（税込）

満鉄・関東軍・開拓団という3つのテーマで、そ
れぞれの組織や事業の概要を説明しつつ、当
時の社会状況や外交、経済などとの関わりを分
析します。絵はがきやパンフレットなど、当時の
人々が目にしたさまざまな資料もお見せします。

近代日本と
旧満州
満鉄・関東軍・開拓団
皇学館大助教
長谷川 怜
7/20、8/31、9/21
（全3回）
火曜10：30～12：00
7,755円（税込）

明治5（1872）年に新橋～横浜間で始まった
日本の鉄道は、来年150周年を迎えます。各時
代の地図を見ながら線路の敷き方を観察し、路
面電車や新幹線の動向にも触れつつ、日本人
の暮らしに根付いた鉄道の姿をたどります。

地図でたどる
鉄道150年の
歩み
日本地図センター
客員研究員
今尾恵介
7～12月（全6回）
第1月曜13：00～14：30
18,150円（税込）

女
性
限
定

女
性
限
定

女
性
限
定

3電話    0120－53－8164  受付時間 10：00～19：00（日曜17：00まで）

1dayセミナー（登録料不要）
中高年のためのトコトン表情筋スペシャル！
9月4日（土）10：30～12：00　2,585円（税込）
若さの違いは表情筋にあり！今年69歳を迎える表情筋スペシャリスト
が理論と実践を詳しくお伝えします。

ミュージカル映画を
とことん楽しむ
9月21日（火）
10：00～12：00
2,200円（税込）

名作ミュージカル映画の数々
を豊富な映像で見ながら、歌、
音楽、物語、歴史、監督、俳優
を含め解説します。ミュージカル
映画を丸ごと楽しみます。受講
者にDVDもプレゼント。

玉木正之の
新オペラ入門講座
オペラの神髄は
ブッファ（喜劇）にあり！
音楽評論家 玉木正之
9月25日（土）
13：00～15：00
3,025円（税込）

興味のある講座を1カ月間体験できます。

登録料
不要

講座名 開催日・時間 受講料

マンスリーチャレンジ
※2回目以降から受講できる講座もあります。
※受講料は税込表記です。

料理を更に研究したいというプロの料理人や、
料理研究家・フードコーディネーターを目指す人にお勧めの講座
「食」のスペシャリストをめざして
第1月曜10：00～約2時間半
もてなし料理とフードコーディネート入門
第2土曜10：00～12：00、13：15～15：15
料理研究家養成講座（全10回集中講座）
第1水曜10：00～12：00ほか（要相談）

1日特別講座 うまい塩があれば…人生が豊かに！！

みやび

体験講座（登録料不要）
6月27日（日）10：00～11：00　2,365円（税込）

体験講座（登録料不要）
6月21日（月）11：30～13：00　2,365円（税込）

笑って､笑って､大笑いして､モーツァルトやロッシーニを
楽しみましょう！オペラとは本質的に大衆芸能。ブッファ
の中にこそ人生の｢悲喜劇｣が描かれているのです｡

いまや世界的に人気な日本の「シティ・ポップ」。山下達
郎、竹内まりや、松原みきなど70～80年代の名曲は、ど
のようにして海外の若者たちに届いたのか？その“現
象”の裏側と、この先の可能性を解き明かします。

シティ・ポップの
現在
音楽ジャーナリスト 
柴 那典
9月26日（日）
13：00～14：30
3,047円（税込）

落語の歴史や寄席の仕組み、落語家の捧腹
絶倒のエピソードなどをお話しします。12月には
ゲスト落語家を招きます。

2021年もビートルズの話題は尽きません。映画
「The Beatles：Get Back」の話題も含め、今
期も60年代という時代を通してビートルズを振
り返ります。

ビートルズと
60年代
Part2
ビートルズ研究家
藤本国彦
7～12月（全6回）
第2土曜
13：00～15：00
20,130円（税込）

歌の曲は人間の感情をダイレクトに伝えます。今
期は3つの異なった感情表現を選びました。すぐ
に歌える曲から専門家でなくては難しい名曲ま
で、聞いても歌っても心が解放されるでしょう。

青島広志の
音楽の楽しみ方
人間の感情を
表す歌
作曲家
青島広志ほか
7～9月（全3回）
第2月曜15：30～17：00
10,065円（税込）

落語 噺の
世界へ
ようこそ
演芸研究家
大友 浩
7～12月（全6回）
第3月曜
13：00～15：00
16,830円（税込）

はなし

インターティアラ・お料理サロン運営主宰／
（株）ハンナプロジェクト 提携会場

あり

あり

登録料不要

登録料不要

登録料不要

生涯動けるカラダづくり

インターティアラ・お料理サロン
校長：伊藤華づ枝

なぜこの人の塩を買いたい人が続出するのか。
越前の海水をくみ、昔ながらの雑味ある塩作りに生命の炎を燃やす男がいる―。

志野製塩所所長 志野佑介 6月7日（月）10：00～約2時間半　7,700円（税込）※食事付き

今、なぜ松本清張なのか。社会と人間の
秘密、暗黒を暴き出した独自の社会派推
理小説―その傑作短篇を毎回2作品以
上精読し、松本清張文学の生成と展開を
たどります。

コロナ禍が不安をかき立てるこんな時こそ、闇の中に一筋の光が差し込む
独特な物語を楽しみたい。10のテーマから、鈍く輝くその世界に迫ります。

松本清張の
傑作短篇を読む
早稲田大教授 高橋敏夫
7～12月（全6回）第4金曜11：00～12：30
18,150円（税込）

藤沢周平・10のテーマから愉しむ
7～12月（全6回）第4金曜13：00～14：30　18,150円（税込）

たの

都名所之内「知恩院本堂に傘を見る」国立国会図書館のウェブサイトより

日常生活で笑うことが少なくなったと感じて
いませんか？声を磨く美声講座と、インド発
祥笑いの体操とヨガの呼吸を組み合わせた
笑いヨガの両方を学べるお得な90分です。

映画の
オープニング
６つの映画を渡り歩く
ミステリーツアー
筑波大名誉教授 今泉容子
6月19日（土）15：30～16：30
2,805円（税込）
映画のオープニング（冒頭）には、観客にアピールする
ためのさまざまな仕掛けが施されています。数々の映
画賞を受賞した、映画史に残る6つの映画のオープニ
ングを考察します。

※約1,000講座開講しています。詳細はホームページをご覧ください。　※お申し込み方法は最終面をご確認ください。

ほんじすいじゃく

教
室
視
聴

あり

京都・滋賀
プレミアム
拝観
京都産業大上席
特別客員研究員 
二村盛寧
7～9月（全3回）
第1金曜
12：30～15：30
9,075円（税込）




