
部屋・心・人生が整う断捨離® 入門講座
1日5分から始めましょう！
やましたひでこ公認 
断捨離®トレーナー
おんだ柚希美
4～9月（全6回）
第4水曜13：30～15：00
18,480円（税込）

日々の暮らしは楽しくもあり、悩ましくもあり。どうしたら心軽
やかに、楽しく、清 し々く生きられるのでしょうか。皆さまから
寄せられた生き方、逝き方のお悩みを解決するヒントを、
仏教的な考え方を取り入れながらお伝えします。

生き方・逝き方に
向き合う
妙憂の人生相談
看護師、僧侶
玉置妙憂
5月25日（水）
10：30～12：00
3,080円（税込）

日々誰もが抱えている悩みや不安感を、仏教の教えに
よって鎮める方法をお話しします。心が揺れてしまったと
き、優しくなれないとき、ストレスを感じたときなど、心の支え
となるヒントをお伝えします。

しんどい心の処方箋
日常のイライラやもやもやの解決法
真言宗上野山福祥寺
須磨寺寺務長
小池陽人
6月5日（日）
13：00～14：30
3,080円（税込）

宇宙物理学・宇宙観測・探査技術は、21世紀に入り、ま
すます深遠な世界を切り開いています。現代天文物理学
が語る「宇宙の姿」と古代インドで釈迦が見つけた「人間
の真理」を対比させ、この世の本当の姿について語り合
います。

この世の
真理を求めて
天文物理学者と
仏教学者の対話
岐阜聖徳学園大学長
元国立天文台台長
観山正見
花園大教授
佐々木 閑
5月12日（木）
18：30～20：00
4,400円（税込）

伊豆にある上原美術館の田島整さん、子どもの時から
仏像が大好きだったフリーアナウンサーの久保沙里菜さ
ん、奈良国立博物館で仏教美術と生きてきた西山厚さ
んが、好きな仏像について語り合います。聴いている人
も幸せになる仏像トークをお楽しみください。

私の好きな仏像
上原美術館主任学芸員 田島 整（写真右）
仏像大好きアナウンサー 久保沙里菜（同中央）
帝塚山大客員教授        西山 厚（同左）
4月3日（日）13：00～14：50
4,400円（税込）

陳寿の「三国志」は、劉備・曹操・孫権らによる三国鼎立の時代が描かれた歴史書です。英雄たちは大義を掲げて
戦いに明け暮れましたが、彼らの財源は何で、どのように調達したのでしょうか。諸葛亮孔明の給料はいくらか。市場
では何がいくらで売られていたのか。お金をキーワードに三国時代を読み解きます。

貴族や寺社が土地を囲い込み、国の秩序を乱したかのよ
うに捉えられていた荘園ですが、近年は日本中世の基礎
的な社会単位と考えられています。また、農業生産力向上
や貨幣流通の促進に寄与した面も見逃せません。「荘
園」（中公新書）の著者が最新の荘園研究を解説します。

宇宙の始まりに何があったのか。どのように時間と空間が
誕生し、素粒子や物質が生まれたのか。その証拠は残っ
ているのか。理論と観測・実験の両輪でそれらの謎に迫
るチャレンジを、最前線の研究者たちが紹介します。

短くて不思議な小説「ショートショート」創作に挑戦しま
す。誰でも物語をつくれるようになってしまうのが、講座
の特徴。読書や作文が苦手な方でもまったく問題ありま
せん。安心してご参加ください。

昨年2月1日、ミャンマーで軍事クーデターが発生し、最
高指導者であったアウンサンスーチーが拘束されまし
た。どうしてクーデターは起き、市民はなぜこれほど抵抗
を続けるのか。日本を含めた国際社会は何をすべきなの
か。講師の見方を伝え、皆さんと議論したいと思います。

おおよそ秦の始皇帝の時代から三国志の時代ころまでの中国では、一般
の民衆はどのような暮らしをしていたのでしょうか。彼らの背格好、服装、髪
型、食事、宴会、お酒、遊戯、女性、恋愛、結婚、子育てなどのテーマから、
当時の人びとの生活風景に迫ります。

古代中国の人びとと日常生活
早稲田大文学学術院教授 柿沼陽平
4～9月（全6回）第2月曜13：00～14：30　17,490円（税込）

お金で読み解く「三国志」
早稲田大文学学術院教授 柿沼陽平
4～9月（全6回）第2月曜15：00～16：30　17,490円（税込）

荘園への招待
日本中世史の
核心に迫る
名城大教授 伊藤俊一
5～7月（全3回）
第1土曜
15：30～17：00
8,250円（税込）

視点や発想を変えることで見えてくる身近なアート。その
先にある人間の面白さ、くだらなさ、いとおしさ。街中や家
の中にあるものが人生を豊かにする素晴らしさを、「アート
漫談」として楽しく分かりやすく紹介します。

アート漫談
世間は
楽しいアートに
満ちている
四日市市立博物館館長 
吉田俊英
4～9月（全6回）
第1月曜13：00～14：30
15,510円（税込）

宇宙の
始まりに迫る
名古屋大副総長
大学院教授
杉山 直ほか
4～8月（全5回）
第4日曜
10：30～12：00※4月のみ第3週（4/17）
12,925円（税込）

人気のリースだけを作る3回コースです。エレガントな色彩
で上品な世界観、ヨーロッパテイストのさまざまなデザイン
のリースを作ります。

誰でもお話が書きたくなる！
田丸雅智のショートショート
連続講座
ショートショート作家
田丸雅智
4～6月（全3回）
第4日曜
13：00～14：30
9,900円（税込） 龍や鳥などの吉祥絵柄をモチーフに描かれた文字には

「明るい未来」が開かれると言われ、縁起物として古くより
愛されています。そんな開運へと導く「花文字」を描きます。
書道や絵の経験がなくても大丈夫。心から楽しめる時間
を一緒に過ごしましょう。

心ときめく花文字
花文字プロジェクト所属花文字アーティスト 広珠
4月開講
第1日曜
10：00～12：00
8,415円
（税込・3回分）
※教材費別途

リースアレンジ専科
プリ＆アーティフィシャル
グリーンローズ主宰
松浦奈美子
4～6月（全3回）
第4木曜
18：30～20：30
第4金曜
13：00～15：00
各8,415円（税込）
※教材費別途

目指せレベルアップ！
なわとび教室
7重跳びジャンパー
森口明利（もりぞー）
4～6月（全6回）
第2・4月曜
【中級者】16：00～17：00
13,530円（税込）
【上級者】17：15～18：30
14,190円（税込）
いろいろな技はもちろん、リズムに合わせて跳んだり、決め
ポーズをしたり、技を組み合わせて跳んだりと、レベルアッ
プを目指して一緒に楽しく学びましょう。2重跳びができる
小学生対象。

柔軟性、バランス感覚を養うインドの神様をイメージした
ポーズや、インド舞踊、ヨガの要素などを融合させた、目から
足の先まで全身を使うユニークで楽しい動きを行います。

知っているのと知らないのとでは人生が違う、新しい片付
け術「断捨離®」。実は「捨てること」だけではありません。
執着を手放し、身軽に生き生きと生きる生活革命です。

4～9月（全6回）金曜15：30～17：00 ※9月のみ16：00～17：30　16,830円（税込）

飛鳥宮跡（撮影：今尾文昭）

マンホールの中から見上げると…

混迷ミャンマーと
日本外交
京都大東南アジア地域研究
研究所准教授 
中西嘉宏
4～6月（全3回）
第4土曜
13：30～15：00
8,580円（税込）

インド舞踊よりやさしい
ナマステ・
ダンササイズ
インド舞踊トリダーラ・ジャパン
主宰 三浦知里
4～6月（全6回）
第2・4金曜19：15～20：15
15,510円（税込）

ライブ配信
オンライン

「Zoom」を利用した配信講座です。
パソコンやスマートフォンなどで
気軽に受講できます。
※一部の講座は、大型スクリーンでの
教室視聴や見逃し配信もあります。

視聴方法など詳細は
下記QRコードから

「飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群」
2024年世界文化遺産登録を目指して

4月15日「平安仏教から鎌倉仏教へ 日唐交流から日宋交流へ」
名古屋市立大特任教授 吉田一彦（写真）
5月20日「『法華験記』の世界 平安時代後期の『法華経』信仰」
名古屋市立大研究員 市岡 聡
6月17日「鎌倉仏教への道」
東京大史料編纂所教授 菊地大樹
7月15日「鎌倉仏教と日蓮」
東北大教授 佐藤弘夫
8月19日「法華経曼荼羅図の世界」
奈良大教授 原口志津子
9月16日「近代仏教と鎌倉仏教 近代の日蓮主義を考える」
愛知学院大教授 林 淳

4月9日「『飛鳥・藤原』の普遍的価値と世界遺産登録」
明日香村教育委員会文化財課長 小池香津江
5月14日「古墳を潰して、古墳を造る―横暴か、合理か」
関西大非常勤講師、東海学センター理事長 今尾文昭
6月11日「終末期古墳の棺」
奈良県立橿原考古学研究所副所長 岡林孝作
7月9日「古代の時計台・飛鳥水落遺跡と石神遺跡」
奈良文化財研究所 飛鳥資料館学芸室長 石橋茂登
7月30日「『万葉集』のなかの飛鳥―古代国家形成と詩歌」
奈良県立万葉文化館指導研究員 井上さやか
9月10日「牽牛子塚古墳の造営と被葬者像」 
関西大教授 西本昌弘

鎌倉仏教再考 日蓮生誕800年記念に寄せて

飛鳥の魅力を解く

会場：電気文化会館
（地下鉄伏見駅4番出口から東へ徒歩2分）

スマホやタブレットからQRコードを
読み取り、ご希望の講座を
お申し込みいただけます。

Webチラシから
カンタン申し込み！

「月刊ドラゴンズ」共催トークイベント
立浪ドラゴンズ発進！
開幕直前見どころ総チェック
野球評論家
川又米利
月刊ドラゴンズ記者 
木村愛子
3月19日（土）
11：00～12：30
2,530円（税込）

昇竜の復活を目指して始動した「立浪ドラゴンズ」。
“勝つ野球”を掲げて、打線強化でペナントレースに
臨みます。そこで開幕直前総チェック！今季ならでは
の見どころを、川又さんが裏話も交えて語ります。
月刊ドラゴンズ最新号付き。グッズ抽選もあり。

3月23日（水）13：30～15：00　3,080円（税込）
体験講座（登録料不要）

3月11日（金）19：15～20：15　1,705円（税込）
体験講座（登録料不要）

飛鳥に都があった6世紀末からの約100年間で、この国は「倭」から「日本」へと国号を変え、律令
に基づく天皇と皇族による国家づくりへと姿を変貌させました。今も継続する発掘調査では、宮
殿や寺院、古墳が地上に姿を現わそうとしています。奈良県・橿原市・桜井市・明日香村では「飛
鳥・藤原の宮都とその関連資産群」の世界文化遺産登録への準備が進められています。現地
で調査研究に携わってきた古代史・考古学・文学の専門家が飛鳥の魅力を語ります。

鎌倉時代、日本に新しい仏教が勃興します。国外からは宋の新しい仏教が流入し、国内では平
安仏教の進展の中から新しい動向が台頭しました。仏教は人々の心を引き付けました。研究の最
前線で活躍する講師陣が、歴史、思想、説話、美術など複数の視座から鎌倉仏教の魅力とその
特色を紹介します。

4～8月（全5回）土曜15：30～17：00
14,300円（税込）

史料編纂所と史料集の編纂 刊行開始120周年をむかえて

4月16日「明治維新と修史事業」
東京大史料編纂所教授 箱石 大
5月21日「歴史書編纂のはじまりと正倉院文書調査」
同准教授 稲田奈津子
6月18日「東大寺文書編纂のための弁明」
同教授・東京大大学院情報学環教授 遠藤基郎
7月16日「『花押かがみ』と南北朝時代の花押」
同准教授 川本慎自
8月20日「江戸前期の大名の書状」
同助教 林 晃弘

東京大学史料編纂所協力講座

東京大史料編纂所が1901年に最初の史料集を刊行してから、昨年で120周年を迎えました。
今日に至る編纂事業の歩みと、これまで刊行してきた約1,200冊にのぼるバラエティーに富んだ
史料集から読み取ることのできる歴史の姿をお話しします。

1945年9月から現在までの期間、日本は全く戦争を体験
していませんでした。その理由を考えることが講座の狙い
です。同時に戦争体験をどのように伝えてきたかを整理
し、語り継ぐことの難しさを検証します。語り継ぐための
「原則」を、「継承の三原則」 と名付けて考えてみます。

保阪正康が語る
昭和史の謎
現代日本と戦争体験の継承
ノンフィクション作家
保阪正康
4～6月（全3回）
第3火曜13：00～14：30
9,735円（税込） 教

室
視
聴

あり

4～9月（全6回）土曜15：30～17：00　16,830円（税込）

茶掛けとして高く評価される千利休の消息。その一方で
多くの偽物が作られてきました。また、半世紀前に騒がれ
た右筆の存在については、今どのように考えられているの
でしょうか。人と書との深い関係など、利休の書を鑑賞しな
がら掘り下げます。

生誕500年記念
千利休 手紙に
見る人と書
愛知東邦大客員教授
増田 孝
5月11日（水）13：00～14：30
3,080円（税込） 生誕500年記念

千利休と
戦国武将
静岡大名誉教授 
小和田哲男
6月1日（水）
13：00～14：30
3,355円（税込）

©田村邦男
堺の商人にすぎなかった千利休が、織田信長、さら
に豊臣秀吉の茶頭となり、侘（わ）び茶を大成させて
います。その利休が秀吉によって切腹させられます。
二人の間に何があったのか掘り下げます。

名古屋・栄
春の受講生募集

2022年4月期

お申し込み方法は最終面をご確認ください。 使用写真は一部イメージを含みます。電話 0120－53－8164  受付時間 10：00～19：00（日曜17：00まで）

春の新講座

カルチャー

登録料
不要




