
ミュージカル俳優と一緒に歌おう
Let’s sing a 
musical 
song♪
ミュージカル俳優
鈴木結加里
7月21日（水）
18：30～20：15
3,377円（税込）

※ 20歳以上対象 の講座はアルコールの試飲がございます。妊婦の方、お車でのご来場はご遠慮ください。　※使用写真は一部イメージを含みます。　

感染状況により、日程や時間の変更、オンライン講座への切り替え、休講などの措置を取る可能性がございますので、ご了承ください。

新型コロナウイルス
感染予防対策実施中

60～80年代にソウルミュージックと共にクラブから生
まれ、世界中に広まったディスコダンスを、懐かしい曲
を聴きながら現役プロダンサーの指導で楽しみます。

ＪＩＮ先生と踊る
ソウルディスコダンスを楽しむ
プロディスコダンサー JINほか
9月26日（日）
【初心者】
15：15～16：15
2,827円（税込）
【経験者】
16：25～17：25
3,157円（税込）

特別講演会

こども1dayセミナー夏休み特別企画
登録料不要

ONE
1dayセミナー

登録料不要

登録料不要

プリザーブド＆
アーティフィシャル
フラワー
鳥かごアレンジ
グリーンローズ主宰
松浦奈美子
7月18日（日）
13：00～15：00
2,255円（税込）
※教材費別途

マークは講座の録画配信を行います。詳細はお問い合わせください。マークは講座のZoomライブ配信を、マークは講座のZoomライブ配信を、
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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）
●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
いただいたお客さまの個人情報を、細心の注意を払って
適法かつ適切に管理し、運用します。右記の利用目的以
外には一切使用しません。当センターでは、お預かりした
個人情報の取り扱いを外部に委託することがあります。こ
の場合は、個人情報の守秘義務を盛り込んだ取り扱いに
関する契約を締結し、適切な管理を実施させます。

個
人
情
報
の
取
り
扱
い

1.利用目的  ○会員登録や各種ご連絡など文化センター運営 
○講座の管理運営 ○サービスの向上などのため、個人を特定
できない形で統計処理したデータの作成と活用 ○お役に立つ
情報など、中日新聞グループからの各種ご案内
2.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

名古屋市中区栄4丁目16番36号 久屋中日ビル7階（地下鉄栄駅13番出口・同矢場町駅1番出口から徒歩約 　　　分）　電話受付10：00～19：00   営業時間 月～金 9：30～19：00、土曜～18：30、日曜～16：00

ヒロバス
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明智光秀
ゆかりの城を探る
滋賀県立大名誉教授 
中井 均
7月14日（水）
13：00～14：30
3,080円（税込）

「本能寺の変」決行の真相をはじめ、生まれた年や場所、前
半生など、謎多き人生を送った明智光秀。築城の才もあっ
たといわれる光秀ゆかりの城を中心に、城郭研究の第一
人者がその痕跡を探ります。

ジャーナリストが
斬る！
世界と日本の大変動
ジャーナリスト 
高野 孟
7月24日（土）
13：00～14：30
2,750円（税込）
大変動の最中にある日本。国際社会での立ち位置はどこ
にあるのか？さまざまな世界と日本の事象、現状をジャーナ
リストの視点から分析し、考えます。

秘蔵映像で体験する
昭和初期のGo to
満州国ツアー
作家 小牟田哲彦
9月6日（月）
15：15～16：45
2,915円（税込）
80年前の日本人旅行者が撮影した旧満州（現中国東北
部）旅行の映像や当時の絵はがき、パンフレットなどを豊富
に用いながら、当時の日本人が体験した満州観光ツアーを
疑似体験します。

コロナ禍でおうち時間が増えた今、生活リズムの変化や美
食の誘惑で体重増加や肌トラブルなどに悩む人が続出し
ています。根本原因を改善していくために、漢方を取り入れ
た「体質改善」の方法を分かりやすくお話しします。

この一年の韓国ドラマの潮流、韓国で話題を呼んだドラマ
など、韓国ドラマにまつわるお話を楽しく語ります。

特効薬がない以上、流行を抑えるにはワクチンによる予防
が唯一の希望です。ただ、「副反応が心配」「効果はいつま
で続くの」などの声が多く聞かれます。常に効果と安全性の
バランスを考えながら進めなければなりません。ワクチンの
歴史を振り返りながらお話しします。

幼少の頃からタイトル獲得までの道のりを、活躍で沸く地
元瀬戸の様子を盛り込みながら「鱗林節」で会場も湧かせ
ます！将棋、講談初心者ともにお楽しみください！

2年が経過するコロナ禍。大きな影響を受けた世界と日本
の経済。中でも日本のダメージは甚大。コロナ禍の先行きと
ともに、経済の今後を日銀出身の専門家が分かりやすく解
説します。

新型コロナウイルス出現の経緯を、インフルエンザと対比し
ながら考えます。感染症の歴史から、コロナウイルスとどう共
存してゆくのか、予防法、診断方法、治療法、ワクチンの構
造と効果など、科学的知見についてお話しします。

英語力向上のための音読・
シャドーイングの効果的な実践法
関西学院大
大学院教授 
門田修平
7月25日（日）
13：00～14：30
3,025円（税込）
外国語習得を成功に導く4つのポイントとそれら
を支える「音読」と「シャドーイング」。その効果を科
学的根拠とともに示し、効率のよいトレーニング
方法について詳細に解説します。

フワフワの羊毛を石けん水を使ってフェルト化し、
かわいいおきあがりこぼしのアマビエを作ります。
何度倒れてもめげないアマビエちゃんを作って、
元気に過ごしましょう！

新型コロナウイルスと
ともに生きるための知識
国立病院機構
名古屋医療センター院長 
長谷川好規
7月11日（日）10：00～11：30
3,080円（税込）

“黒いダイヤ”
オオクワガタを
育てよう！！
くわがた村代表 
野平英一郎ほか
7月4日（日）13：00～15：00
親子ペア3,355円（税込）※教材費別途
オオクワガタの幼虫を菌糸ボトルに入れて大きく育
てます。エサでもある菌糸を交換しながら成虫への
観察の仕方、魅力と不思議についても学びます。

日本を知ろう！
こどもの茶道と
マナー体験
武者小路千家正教授
松岡守恭 
8月4日（水）13：30～15：00
子ども 2,255円（税込）
親子ペア 3,905円（税込）
意外と知らない日本の文化。畳の上でのお作
法を体験してみませんか。お菓子とお抹茶もい
ただきます。年少～小学生対象。

楽しく跳ぼう
なわとび教室
7重跳び
ジャンパー 
森口明利
（もりぞー）

8月1日（日）
①小学生　14：00～15：00　2,475円（税込）
②親子ペア 15：15～16：15　2,915円（税込）
③大人　   16：30～17：30　2,475円（税込）
跳んだことのない技を、子どもも大人も楽しくマス
ターしましょう！こつや練習方法なども伝授します。

①性格診断で苦手な相手攻略術 ②誰とでも話
が続く雑談術 ③相手をその気にさせるコーチン
グ術というテーマで、誰でもすぐに使える簡単な
会話術を伝授します。前に出て発表はしません。

藤田医科大提携講座
ワクチンによる
新型コロナウイルス
感染症の予防
藤田医科大副学長 吉川哲史
7月31日（土）10：30～12：00　2,255円（税込）

知って安心！
「聞こえと補聴器」の話
補聴器を使う前に知っておきたいこと
認定補聴器技能者 
山田邦雄
9月25日（土）10：30～12：00
一般1,155円（税込）
会員935円（税込）
協力：ブルームヒアリング株式会社
豊かな生活に欠かすことのできない「聞こえ」の
仕組みや、補聴器を使う前に知っておきたいこと
などを補聴器の専門家が紹介します。

からだの内側からアプローチ
綺麗に生きる
漢方のすすめ
栄漢方内科クリニック院長 
大熊康裕
9月5日（日）13：30～15：00
2,695円（税込）

相続発生後の手続きや相続放棄、遺言執行な
ど相続に関する心配事をお持ちの方は多いは
ず。500件以上もの案件を担当した講師があな
たの立場でお話しします。

試験まで「60日」で合格する学習法を、「パーフェ
クト宅建要点整理」や「宅建一問一答」などの著
者である講師が解説します。

今飲んでおきたい日本ワイン秋晴編

ソムリエ 青木龍二
9月26日（日）13：00～14：30　4,455円（税込）
日本で栽培したブドウを原料に日本で作られた日
本ワインは、ここ数年で劇的においしくなりました。
日本ワインに合うおいしいチーズも紹介します。

遺産分割、あなたの家はどうする？
我が家の相続2
NPOくらしとお金navi
相続診断士 
橋本玄也
9月18日（土）
13：00～14：30
2,585円（税込）
ペア4,455円（税込）

自宅でできる
骨盤底筋群
トレーニング
ACE代表・
コンディショニングトレーナー
玉田鷹士
8月5日（木）
14：00～15：15　2,585円（税込）
加齢や腹部手術などで衰え、内臓が支えられ
ず、ぽっこりおなかや頻尿の原因にもなる骨盤
底筋群。「なりたい自分」のために始めましょう。男
女混合クラスでの開催です。

180度開脚を作るための
フロアバレエ
元チャイコフスキー記念
東京バレエ団 
佐々木達也
9月11日（土）
①左右開脚編＝10：00～11：00
②前後開脚編＝11：15～12：15
各3,025円（税込）
60分で目に見えて開脚が変わります。間違った
身体の使い方を床に寝て直す「フランスバレエ」
の伝統技術です。

一次史料からみた
岡田以蔵の実像
京都女子大非常勤講師 
中村武生
配信期間：
9月末まで
2,860円（税込）

岡田以蔵は、テレビドラマなどにより、武市半平
太に利用され、坂本龍馬にかわいがられた悲劇
の「人斬り」のイメージがありますが、それらは実像
をいかほど反映しているのでしょうか。信用できる
同時代史料などを基にその実像に迫ります。

織田信長
ゆかりの
日本刀
歴史研究家 
小和田泰経
配信期間：9月末まで
2,805円（税込）
織田信長は日本刀好きとしても知られ、数多く所
持していました。信長にまつわるエピソードから名
付けられたものがあるほどです。今回は、「へし切
長谷部」「鶴丸国永」「薬研藤四郎」「義元左文
字」などを取り上げます。

Zoomで踊ろう
ジャズダンス
スタジオフィネスインストラクター 
市川裕子
7月9日（金）
19：30～20：00
627円（税込）

週末の夜30分、自宅でジャズ
ダンスを踊ってみませんか。短
時間で集中して踊れば心も身
体もスッキリ。初めての人もぜ
ひご参加ください！

タップダンス超入門
志乃舞優Dance Art 
志乃舞 優
6月29日（火）
13：00～14：00
2,387円（税込）

音楽のリズムに合わせ、楽しんでステップ
を踏みましょう。初めての人を対象に、簡
単なステップから丁寧に指導します。

腰掛タップ
ダンスⓇ
腰掛タップダンス
公式インストラクター 
志乃舞 優
6月29日（火）14：30～15：30
2,607円（税込）
椅子に腰掛けたままなので転倒の心配も
なく、シニア世代にピッタリ！無理なく下半
身全体と腹筋を鍛えることが可能です。

ママチア♪
ダンスレッスン
チアドラキッズ
プレミアムクラス講師 
HARUNA
【Aコース】①7/6、13 ②9/14、21（火）各11：00～12：30
【Bコース】①7/6、13 ②9/14、21（火）各13：00～14：30
2回分5,214円（税込）
①②通し4回分9,988円（税込）
チアダンスは子どもだけの習い事と思っ
ていませんか！？大人も楽しく踊ってみま
しょう！ストレス解消、ダイエットなど、目的は
何でもオッケーです。

癒しの香りでつくる
消毒＆保湿のハンドジェルと
空色バスソルト
AEAJ認定アロマテラピー
インストラクター 
多田真奈美
9月23日（木）13：00～14：30
5,335円（税込）
毎日使う消毒用ハンドジェルを好みの香りで作っ
てみましょう。南国ハーブとヒマラヤソルトで作る
バスソルトは、コロナ禍と夏の暑さで疲れた心と
身体を癒やします。

上賀茂流
真多呂人形
真多呂人形学院
雅会専務理事 
川上真仙子
7月10日（土）
13：00～15：00
2,035円（税込）
※教材費別途

現代木目込みの手法を使う真多呂人形は、200
年以上の伝統を持つ正統技術を受け継ぐ雅や
かな人形です。「アマビエ」の人形を作ります。

羊毛で作る☆
おきあがりアマビエ
羊毛フェルト作家 
meimei
8月8日（日）
13：00～16：00
2,585円（税込）
※教材費別途

表紙に蝋（ろう）引きの加工を施し、糸でとじる
ノートです。表紙の色、糸の色、本文のけい線の
種類を選べます。ダイアリー、レシピブックなどに
お使いいただけます。

蝋引きの
糸綴じノート
KaoPoK 
カオポック
7月18日（日）
10：00～12：30
2,805円（税込）
※教材費別途

水替えの必要がなく、枯れることもない仏花を、
プリザーブドフラワーで1つ作ります。

プリザーブド
フラワーの
仏花レッスン
フラワーデザイナー
スタジオリー代表 
新井紀江ほか
7月16日（金）
10：00～12：00
2,255円（税込）
※教材費別途

ビーズ
刺しゅう
ビーズパフェ主宰 
岡本恵子
7月22日（木）
10：30～12：00
2,255円（税込）
※教材費別途

かわいらしい小花が咲いたパールのブローチを
作ります。針と糸を使ってビーズをデコレーション
感覚で刺しゅうします。

余合ナオミの
モードジュエリー
メイキング
モードジュエリーメイキング
本部認定講師 
大金タケヒロ
7月12日（月）
13：00～14：30
2,585円（税込）
※教材費別途
モードジュエリーの基本技法「めがね留め」を使
い、ネックレスを作ります。

小枝の
アクセサリー
sabia主宰 
後藤絵美
8月29日（日）
13：00～14：30
2,365円（税込）
※教材費別途

ワイヤーをねじって小枝に見立て、スワロフスキー
等を組み合わせてナチュラルなネックレストップを
作ります。イヤリング（ピアス）に変更も可。

楽しい
カラフル
切り絵
切り絵作家 
ゆまあひ
maki
8月6日（金）
13：00～15：30
4,235円（税込）
黒い紙をカットして、好きな色の和紙を後ろから
貼る手法で、夏をモチーフにしたはがきサイズの
作品「かき氷と猫」を作ります。額付き。

平野流 
和紙ちぎり絵
平野流和紙
ちぎり絵代表 
平野滋子
7月16日（金）
10：00～12：00
2,200円（税込）
※教材費別途

平野流和紙ちぎり絵独自の色とりどりの手すき
和紙を手でちぎり、色紙にのりで貼り付けていく
簡単な手法で季節の色紙を作ります。

暮らしを彩る
苔テラリウム
moss artist 
谷川豊英
7月25日（日）
①10：00～12：00 
②13：00～15：00
各2,475円（税込）
※教材費別途

会場：名古屋スポーツセンター
（名古屋市中区門前町1-60）

2～3種類の苔を使用して、あなただけの特別な苔
テラリウムを作製します。情景フィギュア1体付き。

“動く禅”とも言われる、心と体と呼吸法の
3つの融合からなる健康法です。バランス
の取れた姿勢を保つ動きは転倒予防に
もお勧めです。

ハスワーク
伝え手 
市石真奈美
7月24日（土）
10：00～12：00
2,585円（税込）
※教材費別途

紙をばらし、こよって、花びらを作り、それを貼り付
けていく単純で無心な時間。色鮮やかな花びら
を重ねていくワークは心が落ち着きます。ミニ
LEDライト付きでほのかな灯火も楽しめます。

名古屋出身の鈴木さんを講師に迎え、発声や
呼吸法を学びながら、舞台や映画でおなじみの
ナンバーを楽しく歌いましょう。

バラやカモミールなど優しい色合いのお花で、ナ
チュラルなリースと鳥かごのアレンジを作ります。

あなたを虜にする
韓国ドラマの魅力
このドラマ見ましたか？
韓国エンターテインメント・
ナビゲーター 
田代親世
8月7日（土）15：30～17：00
3,377円（税込）

講談！
「棋士伝～
藤井聡太物語」
講談師 旭堂鱗林
9月23日（木）
10：30～12：00
2,750円（税込）

経済の何が変わって、
今後どうなるのか？
コロナ禍と株価・金利・為替の見通し
早稲田大客員教授 
大塚耕平
9月26日（日）10：30～12：00
2,640円（税込）

歴史の中の
イギリス王室
元名古屋市立大
大学院研究員 
菅原さち子
7月31日（土）
13：00～14：30
2,695円（税込）
日本人にとってなじみ深い国イギリス。そして高い関心・支持を
保つイギリス王室。始祖ウィリアム征服王から現在まで、数々
の歴史的エピソードに彩られた王室史について解説します。

どうしたら速く走れるの？
夏休み短距離走教室
ACEアスレチックトレーナー 
五十嵐茂幸
7月18日（日）
①年長～小2＝10：00～11：00　
②小3～6＝11：15～12：15
各2,475円（税込）
体の正しい使い方を身に付けて、短距離走の
タイムアップを目指します。走る時のフォームの
ポイントはもちろん、切り返しなど、スポーツにつ
ながる動きも実践します。

夏休み読書
感想文教室
読書作文教室ことばの窓主宰 
小嶋由美子
7月30日（金）10：00～12：00
8月9日（月）①13：00～15：00 ②15：30～17：30
各3,135円（税込）

夏の思い出お絵かき教室
虹の会・桑原絵画教室主宰 
桑原民江
①7月26日 
②8月2日 ③8月9日
いずれも月曜
16：00～18：00
各2,255円（税込）

作文のこつ、まとめ方などをお伝えします。自分
が選んだ本で書くから安心。下書きと清書を自
宅で完成できるよう「書き方」をレクチャーしま
す。小学3～6年生対象。

楽しかった夏の思い出を、クレパスや水彩絵
の具を使って画用紙いっぱいに描きましょう。
夏休みの宿題を持ってきていただいても結構
です。年長～小学生対象。

夏休み
書道教室
中部日本書道会
二科審査会員 
谷口大観
①8月7日  ②8月21日いずれも土曜13：30～15：30
各2,255円（税込）
正しい字が上手に書けるように指導します。夏
休みの宿題の指導も可能です。小学3年生
～中学生対象。

こけ

宅建士
試験直前対策
合格を目指す
マル秘テクニック
帝塚山大非常勤講師
山口智一
8月8日（日）10：00～16：00
（途中休憩あり）
5,775円（税込）

対人関係が
楽になる会話術
セルフディフェンス
コミュニケーション開発教育
講演家 青嶋宮央
①7月17日 ②8月21日 
③9月18日（土）10：00～12：00
1回のみ2,695円（税込）、3回通し7,425円（税込）
※テキスト代別途

誰でも年齢とともに次第に声が出にくくなり、肺
が萎縮し、肺活量が下がってきます。歌うことで、
しっかり息を吐いて免疫力を上げましょう。

アフターコロナの体力回復
歌うことは
生きる力！
名古屋芸術大名誉教授 
三輪弘美
①9月6日、20日（月）
　10：30～12：00
②9月6日、20日（月）13：00～14：30
各6,314円（税込・2回分）

とりこ

き れ い

健康のためはじめてみませんか
大須で太極拳
楊名時八段錦
太極拳師範 
山田はつ江
6月29日（火）
10：30～11：30
1,485円（税込）




