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古来「書は人なり」と言われ、書の中でも手紙
にはそれを書いた人の姿や生き方が宿ってい
ます。江戸時代初期を中心とした武家、公卿、
茶人などの書の読み方を懇切に解説し、現物
を鑑賞します。

ホンモノの古文書から
読み解く日本史
愛知東邦大客員教授
増田 孝
4/1、5/13、6/10、
7/8、8/5、9/2
金曜17：30～19：00
15,510円（税込・6回分）

地元尾張・三河を起点に日本中世史全体を探
ります。特に庶民目線で生活文化や宗教文化
に目を向けます。最新の調査成果を紹介しなが
ら、新事実の意味を皆さんと考えます。

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）

江戸時代に庶民の芸能として誕生し、現代で
も多くのファンを魅了し続ける、日本を代表する
古典演劇・歌舞伎。ビデオを使って鑑賞しなが
ら、江戸歌舞伎を中心に近世芸能全般につい
て話します。

江戸歌舞伎
東海学園大
特任教授
安田文吉
第1・3土曜
10：00～12：00
14,850円
（税込・6回分）

鑑賞作法から専門用語の解説、偽物の見分
け方、売値の決まり方や購入の仕方など、基礎
から指導します。できるだけ典型的な作品を手
にして鑑賞・鑑定できるよう、毎回実物をお持ち
します。

古美術・
骨董を楽しむ
日本骨董学院学院長
細矢隆男
第2金曜
13：00～15：00
10,395円
（税込・3回分）

麻雀の歴史からルール、点数の書き方、格言
など基本から指導します。麻雀牌を初めて触
る人でも気軽に学べます。

レディース麻雀初心者コース
日本プロ麻雀連盟
中部本部本部長
八段
木村東平
月曜
15：30～17：30
25,740円
（税込・12回分）

テレビ、ラジオ、新聞・雑誌などで占い評論家と
して活躍中の講師が、人生を明るくする手相、
易学占いを分かりやすく教授します。筮竹は貸
与します。

ちから教授の手相・易占い
椙山女学園大
名誉教授
加藤主税
第2・4水曜
10：00～11：30
14,190円
（税込・6回分）

初心者からベテランまで、楽しく写真を学べま
す。ミラーレス一眼での参加もOK。座学と撮影
実習を交互に行います。

安形嘉真のPhoto Workshop
名古屋学芸大非常勤講師安形嘉真
（座学）月1回月曜
18：00～20：00
（野外学習）
月1回土曜
10：00～15：00
22,110円
（税込・6回分）
※教材費別途

初級コースでカメラの取り扱いを学んだ人や、自
分のカメラの使い方が十分理解できている人を
対象にした、撮影理論と撮影実習のコースです。
風景、スナップ、花など四季を通じて撮影します。

デジタル一眼レフ実践コース
四季を撮る
日本写真家協会会員服部辰美
第1・3水曜
13：00～15：00 
14,190円
（税込・6回分）
※教材費別途

ペットをかわいく美しく撮るためのテクニックを、
多くの作例写真を見ながら楽しく学びます。犬、
猫、うさぎ、小鳥など、どんな種類でもOKです。

八二一の
ペット写真
教室
フォトグラファー
八二一
第1日曜
①10：30～12：30
②13：30～15：30
各16,830円（税込・6回分）

お寺の魅力をひと言で表すとしたら、それは「癒
し」です。写真もお見せしながら、お寺の魅力を
紹介します。時にはその土地ゆかりの和菓子の
お話も。行った気になる、行きたくなる、肩肘張
らない楽しい講座です。

神山里美の「癒しの寺歩き」
寺・コンシェルジュ
神山里美
第1火曜
10：30～12：00
7,755円
（税込・3回分）

何を撮りたいのか。どうしたら撮れるのか。カメラ
アングルは。使う機材は。どんな大きさのレンズ
を使うのか。撮影の基本のイロハを、豊富な経
験を基にアドバイスします。

楽しい写真教室
中日写真協会
本部相談役
高橋昭七
第1・3金曜
18：00～20：00
14,190円
（税込・6回分）

博物館などで見かける古文書、少し読めるよう
になると歴史の楽しみも倍増します。当時の人
たちが共有していた決まりごとを学びながら、基
本的な古文書が読めるよう指導します。

古文書を読む 入門者対象
日本福祉大教授 高部淑子
4～9月（全12回）第2・4火曜13：00～15：00
15,510円（税込・6回分）※教材費別途

基本を学んだ人を対象に、古文書の扱い方や
文字の読み方などをお伝えします。そこから読み
取れる歴史的、地域的な背景なども考えます。

古文書を読み解く
第2・4火曜10：00～12：00　15,510円（税込・6回分）

きれいな発音で歌えるように、フランス人講師
の発音指導もあります。この機会に憧れのスタ
ンダードナンバーをフランス語で習得しましょう。

フランス語で
シャンソンを歌おう
アリアンス・
フランセーズ講師
シャンソン歌手
富田宝子
第1・3火曜
13：00～14：30
15,642円（税込・6回分）
※教材費別途

超初心者から経験者まで、少人数でそれ
ぞれがやりたいことをセミマンツーマンでサ
ポートします。パソコンの持ち込み可。

中高年のフリーパソコン教室
PCアシストM＆T代表岡 麻弥ほか
第1・3月曜10：00～11：30　
21,450円（税込・6回分）※教材費別途

「パソコンライフを楽しんでほしい」「楽しくパソコンと触れ合ってほしい」を
コンセプトに、いろいろな使い方を学習します。パソコンの持ち込み可。

趣味＆フリーパソコン教室
第1・3月曜13：00～14：30
21,450円（税込・6回分）※教材費別途

iPadとiPhoneは電話ができるかどうかだけの違
いで、あとの機能はほとんど変わりありません。基
礎の知識と操作に加え、簡単で楽しく便利なア
プリについて学び、使いこなしましょう。

iPad・iPhoneをはじめよう 基礎編
ぱそメイトパソコン講師福井和美
第1火曜15：30～17：00　
8,415円（税込・3回分）※教材費別途

iPadのさまざまな機能を学びます。趣味にもビジネスにも生かせる、より
実践的なアプリやサービスを中心に指導します。

楽しい！簡単！ iPadのある暮らし
第1火曜13：30～15：00　8,415円（税込・3回分）※教材費別途

日常に生かせる知識から本格的な内容まで幅
広くお伝えします。漢方の基本から話すので、
初めての人でももちろん大丈夫。毎回1テーマ
完結型なので、いつからでも受講可能です。

漢方薬を病の予防に活用
予防医学からみた漢方薬と民間薬
漢方の本草閣薬剤師
小塚陽介ほか
第3木曜
10：30～12：00
15,510円
（税込・6回分）
※教材費別途

今はやりの最新の植物をいち早く紹介。毎回
いろいろな植物を実際に見ながら、植物のエピ
ソード、メカニズム、不思議に迫ります。

植物の楽しい時間
園芸家
吉田 篤
第2木曜
10：00～11：30
7,095円
（税込・3回分）
※教材費別途

絹糸をとる「まゆ」独自のふくらみをそのまま生か
し、花を作ります。最高の天然素材である「ま
ゆ」は丈夫で軽く、やさしい色、光沢、品格を備
え、その作品は自然に溶け込むほどの透明色を
持っています。

花まゆ
花まゆ本部
認定講師
石田千恵
第1・3水曜
13：00～15：00
14,190円
（税込・6回分）
※教材費別途

クラフト用の紙ひもを使った作品作りを、ポイン
トを抑えて基本から指導します。かごやバッグを
はじめ、それぞれの季節に合った飾り物なども
作ります。

基礎から学ぶクラフトバンド
クラフトバンドエコロジー協会
認定講師
石川 恵
第4月曜
13：30～15：00
7,755円
（税込・3回分）
※教材費別途

プレートやボックスなど生活小物に、フルーツ、
花などを描きます。アクリル絵の具によるトール
ペインティングを基本に、オイル（油絵の具）で
描くオイルコースも。

トールペインティング
ブルーボネット・R
代表
力丸真弓
第2・4火曜
13：00～15：00
13,530円
（税込・6回分）
※教材費別途

割れた部分を継ぎ、欠けた部分を成形し、その部
分に金や銀の化粧を施し、大事な器を修繕します。

金継ぎ
漆芸伝承の会認定正講師 駒田育代
第4金曜10：00～12：30
10,065円（税込・3回分）※教材費別途
同認定中部地区正講師 福井貴子
第3日曜 
①10：00～13：00
②13：30～16：30
各11,715円（税込・3回分）
※教材費別途

足腰のストレッチから始め、基本の踊りから指
導します。その後は、各自の個性に合った踊り
が完成するよう教授します。

正調安来節 どじょうすくい踊り
安来節保存会大師範一宇川俊栄
第2・4水曜
9：30～11：00
13,200円（税込・6回分）
第2・4土曜18：00～20：00　
14,190円（税込・6回分）

レベル別にグループを分けて、初心者には「お
月さま」「虫の声」「兎（ウサギ）と亀」などを分か
りやすく指導します。

長唄と三味線 
初等科
長唄五世家元
杵屋喜多六ほか
金曜13：00～14：00
27,324円
（税込・12回分）

古典舞踊は敷居が高く、曲自体も長く習いづら
いと思われがちですが、誰もが知っている有名
な曲の一部分を選んで、楽しく分かりやすく指
導します。初心者も気軽に始められます。

日本舞踊 
工藤流
工藤流四世家元
工藤倉鍵
第1・3金曜14：00～15：30
14,322円（税込・6回分）

初めての人でも着物の扱いからお手伝いしま
す。古典舞踊を経験に応じて個人対応するの
で安心です。美しい所作、礼儀作法を身に付
け、心身ともに和美人になってみませんか。

日本舞踊 
花柳流
花柳流師範
花柳磐優ほか
水曜18：30～20：30
26,004円（税込・12回分）

盛花、投げ入れ花、自由花など各種の生け方
を、基本から応用まで初心者にも分かりやすく
指導します。一定の段階を修了すれば、免状の
取得ができます。

小原流
小原流家元教授
支部役員
筧 久仁子
第1・3月曜
13：00～14：30
13,530円
（税込・6回分）
※教材費別途

室内の飾り花やテーブル花、ギフト用のアレン
ジを中心に、四季の行事に合わせたアレンジも
指導します。

ナチュラルフラワー
アレンジメント・真生流
真生流常任理事越塚慶秀
第3水曜18：30～20：00
7,095円（税込・3回分）
第1・3土曜
13：00～14：30
13,530円
（税込・6回分）
※いずれも
　教材費別途

無理なく楽しみながら体を動かせるように、スト
レッチや軽い筋トレを取り入れた運動プログラ
ムです。年齢に負けないアクティブシニア向け
の健康体操を指導します。

60歳からの
健康体操
ダンスプロインストラクター
堀田洋子
月曜
①10：00～11：10
②11：30～12：40
各24,420円
（税込・12回分）

外国の著名人を取り上げた短編作品を教材と
して使用し、中学3年生レベルの英文で書かれ
た伝記や文学などを楽しみながら少しずつ読ん
でいきます。また、最新ニュースの新聞の見出し
なども学習します。

エンジョイ
リーディング
英語講師
石田美和子
金曜10：00～11：30
27,060円
（税込・12回分）

基礎から英語を学びたい初心者や久しぶりに
学び直したい人が対象。やさしい単語から始
め、あいさつや自己紹介、お礼の言い方、とっさ
の一言など、基本表現を使って実践で使える
会話力を養います。実際に会話しながら、生活
に役立つ英語を身に付けましょう。

会話を楽しむ　
ゆっくり英会話入門
I.C.NAGOYA専任講師
ユセル・トレスカーノ
月曜13：00～13：55
29,700円
（税込・12回分）

基礎コースは楷書、行書、草書、かななどを学
び、実用的なペン字や作品の制作もできます。
検定コースでは文部科学省後援硬筆・毛筆書
写技能検定試験のための指導を行います。資
格取得も可能です。

はじめての書道
基礎コース
検定コース
中部日本書道会評議員
久納竹景
第1・3火曜
15：30～17：30
12,210円（税込・6回分）※教材費別途

マジックを覚えることは、ちょっとしたアクセサ
リーを身に付けるようなものです。さまざまな場
面で活用すれば、楽しいコミュニケーションの輪
が広がることでしょう。

趣味のマジック
日本奇術協会名誉会員
河合 勝
第1・3木曜10：00～11：30
第2・4日曜10：00～11：30
各14,190円（税込・6回分）

賛美歌を中心に歌唱力を身に付け、声を響か
せ合うことでハーモニーの楽しさを味わいます。
初心者や楽譜の読めない人も大歓迎です。

讃美歌で
心のやすらぎを
名古屋オペラ協会
代表小原恒久
第2・4火曜
10：00～12：00
16,302円（税込・6回分）

いずれ海外に行くため、今こそ準備の時！外国
の人と心が伝わるようなコミュニケーションをと
るために、知っている英単語を増やしていきま
しょう。きっと旅が良い思い出になります。

今こそ準備の時！
旅がずっと楽しくなる
英会話入門
I.C.NAGOYA専任講師
イアン・ハリソン
第2・4水曜
15：30～17：00
15,510円（税込・6回分）
※テキスト代別途

英語に興味を持ち、さらに勉強したいと思って
いる人、外国人講師と生きた英会話を楽しみま
しょう。基礎から楽しくレッスンします。

手軽に日常英会話
英会話講師
スタンチゥ・
アレキサンドラ・
オアナ
月曜
①10：30～12：00 
②12：30～14：00
各25,740円
（税込・12回分）

足、指先、腕の動きなどフラメンコの基礎を練
習しながら簡単な振り付けをしていきます。今
までにない新しい発見、楽しさを味わいましょ
う。専門スタジオでのレッスンです。

はじめてのフラメンコ
松下幸恵フラメンコスタジオ主宰
松下幸恵ほか
第3・4木曜11：00～12：00
第1・3金曜19：00～20：00
各13,002円（税込・6回分）
※会場：松下幸恵
　　　  フラメンコスタジオ
　　　  （名古屋市中区大須）

ハワイアンのステップを用い、癒やされながらエ
クササイズするオリジナルプログラムです。独自
な腰回しと動きでくびれを目指します。

アロハミュージックで はつらつ筋トレ
ハワイアンフィットネス
アロハカルチャースタジオ
インストラクター
ETSUKO
第1・3金曜
11：00～12：00
14,190円
（税込・6回分）

年々現れてくる体のトラブルを無理なく改善す
るために、骨と関節の強化運動を行います。バ
ランス力を向上させ、症状を改善しながら健康
的な身体をつくります。

目標は素敵に年齢を重ねること！
女性のためのストレッチ＆
美骨エクササイズ
ピラティスアーツ講師
ハットリアキコほか
第1・3木曜
12：30～13：30
14,190円（税込・6回分）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。

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）

古（いにしえ）の着物や帯を素材にバッグを作り
ます。ミシンが苦手な人でもきれいに仕上がるこ
つを教えます。初めての人でも安心して受講で
きます。

古布のハンドメイドバッグ
紀屋バッグ
デザイナー　
さかくらのりこ
2,255円（税込）
配信期間：
6月末まで

黄楊（つげ）を用いて、市販の彫刻刀で身近な
ものをモチーフにした形彫根付を彫ります。彫
刻刀の使い方からオリジナル作品の制作まで
指導します。

木で彫る根付
国際根付彫刻会会員岩田知幸
第1・3日曜10：00～12：00
14,850円（税込・6回分）

さまざまなBOXを使って包み方、リボンの掛け
方の基本や応用をマスターします。

楽しいラッピング
長谷良子ラッピングアートアカデミー講師
堀場由迦里
第4水曜
18：30～20：30
14,190円
（税込・6回分）
※教材費別途

万葉集研究の第一人者が、万葉集に出てくる
「旅の歌」を毎回数首取り上げ、解説を交えな
がら読み進めています。

中西進の
「万葉集」
京都市立芸術大
名誉教授
中西 進
第3土曜
10：30～12：00
10,725円
（税込・3回分）
※テキスト代別途

カメラの基本的な使い方さえ知っていれば失
敗しないこともたくさんあります。すてきな表情・
光景を思ったように撮れるよう指導します。野外
撮影会も実施予定。

きらめきを撮る
女性のための
カメラ教室
日本写真家協会会員
松成由起子
第3月曜
13：00～15：00　
16,830円（税込・6回分）

絵を描くことは、自分の考えを言葉ではなく、絵
画で人に伝えることで、自分らしい表現を持ち、
人に伝えるための技術も必要です。人物を中
心に基礎技術を身に付け、自分なりの表現を
見つけ出し、向上させていくお手伝いをします。

自分らしさを
引き出す
絵画教室
日展特別会員、光風会会員
長谷川 仂
金曜15：30～17：30
24,420円（税込・12回分）※モデル代等別途

毎月第1～3週目は裸婦デッサンを6回で完成、
第4週目はクロッキーを行います。希望者は石こ
うデッサンなども学べます。静物の油絵、水彩、
パステルの指導も行います。

裸婦
デッサンと
洋画
春陽会会員
長沼 巧
土曜15：30～17：30
29,700円
（税込・12回分）

スタッフイチオシ
ピックアップ
講座

マージャン

はにはじめ

こふ

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       

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

第1土曜
10：00～12：00
18,310円
（税込・3回分）

家庭料理はいつでも手に入る食材で、作り方もできるだけシンプル、しか
も、誰が食べてもおいしくすてきな盛り付けで、というのが理想です。誰もが
学びたいおしゃれな家庭料理を、年間レシピで指導します。

おいしいレシピ12カ月
料理研究家・管理栄養士 伊藤華づ枝 

※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。

心を伝える
話し方実践教室

5/14、28（土）
10：00～12：00

4,950円
（2回分）

足心ヨーガ 4/1、8、15、22（金）
12：00～13：30

8,140円
（4回分）

はじめての
フラメンコ
「松下幸恵
  フラメンコスタジオ」

①4/21、28（木）
　11：00～12：00
②4/1、15（金）
　19：00～20：00

各4,334円
（2回分）

楽しいフラダンス
女性限定

4/3、17（日）
14：50～16：05

4,554円
（2回分）

女性のための
ストレッチ＆
美骨エクササイズ
女性限定

4/7、21（木）
12：30～13：30

4,730円
（2回分）

タヒチアンダンス
女性限定

4/3、17（日）
9：50～10：50

4,554円
（2回分）

フラガール
女性限定
「ハーラウ ナー レイ オ 
  カ イポ ラウアエ」教室

4/14、28（木）
19：00～20：15

4,554円
（2回分）

フラダンス入門
女性限定
「ハーラウ ナー レイ オ 
  カ イポ ラウアエ」教室

4/4、18（月）
10：30～11：45

4,554円
（2回分）

らくらく
気功健康法

4/5、12、19、26（火）
9：30～11：00

7,700円
（4回分）

太極拳 
全日本太極拳協会

4/7、14、21、28（木）
①14：00～15：30　
②16：00～17：30

各7,700円
（4回分）

中国武術　 4/3、10、17、24（日）
15：00～16：30

8,140円
（4回分）

リフレッシュヨガ 4/2、9、16、23（土）
10：00～11：30

8,140円
（4回分）

こどもバレエ

5/11、18、25、6/1（水）
①16：00～17：00 
②17：10～18：10
5/7、14、21、28（土）
①10：00～11：00 
②11：10～12：10

各6,468円
（4回分）

こども書道 5/15、29（日）
13：00～15：00

3,630円
（2回分）

のびのびお絵かき
児童 学生絵画

5/9、16、23、30（月）
16：00～17：30

各7,260円
（4回分）

通訳ガイド 4/2、9、16、23（土）
16：00～17：30

9,020円
（4回分）

ボールペン画 4/7、21（木）
15：30～17：30

4,730円
（2回分）

中高年のヨガ
（下条クラス）

4/5、12、19、26（火）
13：30～15：00

8,140円
（4回分）

総合書道 4/12、26（火）
10：00～12：00

4,510円
（2回分）

体幹トレーニング 4/14、28（木）
19：00～20：30

4,730円
（2回分）

トレーニングを
しないトレーニング

4/1、15（金）
10：00～12：00

5,170円
（2回分）

ハワイアン
フィットネス
女性限定

4/1、15（金）
11：00～12：00

4,730円
（2回分）

リズム体操
女性限定

4/7、14、21、28（木）
11：30～13：00

8,140円
（4回分）

アフタヌーンティー 皮から手作り肉まんじゅう

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

女
性
限
定

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）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。

教
室
視
聴

あり

体験講座
（登録料不要）

4月9日（土）18：00～20：00
4月13日（水）9：30～11：00
各2,200円（税込）

体験講座（登録料不要）
4月1日（金）14：00～15：30　2,387円（税込） 4月6日（水）18：30～20：30　2,167円（税込） 4月1日（金）13：00～14：00　2,277円（税込）

体験講座
（登録料不要）

4月21日（木）10：00～11：30
4月24日（日）10：00～11：30
各2,365円（税込）※教材費別途

マンスリーチャレンジ 登録料不要お試し1カ月！ ※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。

使用写真は一部イメージを含みます。

体験講座（登録料不要）
3月22日（火）10：00～12：00　2,271円（税込）

女
性
限
定

体験講座（登録料不要） 体験講座（登録料不要）




