
作文も新聞記事も面白くて、最後まで読みたく
なる内容の方がいい。新聞記事などを参考に、
楽しい作文を書くこつを学びませんか。対象は
小学6年生～中学2年生。

新聞記者が教える
読みたくなる
作文の書き方
中日新聞編集委員
荒城 聡
6月19日（日）
10：30～11：30
2,035円（税込）

「今年こそ宅建合格」という人だけでなく、初学
者でも6カ月で合格する学習法を、「宅建合格
塾」「パーフェクト宅建要点整理」などの著者が
分かりやすく解説します。

宅建士6カ月合格学習法
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
4月10日（日）
13：00～17：00
5,775円（税込）

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
となどを専門家が紹介します。

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
7月2日（土）10：30～12：00
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

遺産分割、節税対策、老朽アパート、30年一括
借り上げのワナを分かりやすくお話しします。講
師の著書「新版：高齢期を安心して過ごすため
の生前契約書＋遺言書」（日本法令）を贈呈。

成功する相続対策
6つの秘訣
愛知総合相続相談センター
所長後東 博
4月8日、22日（金）
13：00～14：30
5,170円（税込・2回分）

木玉やリボン、ロープなどを使って作るバレリー
ナのようなタッセルです。バッグチャームとしても
使えます。

ローブド
タッセル
レッスン
スタジオリー代表
新井紀江ほか
5月20日（金）
10：00～12：00
4,785円（税込）

花のある暮らしを楽しみましょう。三日月型の
カーブが特徴の「クレッセント」のアレンジメント
を作ります。

ロイヤルフラワーアレンジメント
ロイヤルフラワーアレンジメント教授
野村暁子ほか
4月8日（金）
18：00～20：00
2,585円（税込）
※教材費別途

自宅にいながら、家族や友達と顔を見ながら通
話ができる「Zoom」を使ったオンラインビデオ
通話の体験です。基本的な操作はもちろん、
知っておくと便利な機能まで紹介します。

はじめてのZoom体験
オンラインでビデオ通話を
体験しよう！
ソフトバンク認定講師 
4月27日（水）
13：00～14：30
1,430円（税込）

園芸店で見かけない厳選した植物で苔玉を作
ります。季節折々の表情を見せ、来年も楽しめ
ます。

苔玉
作り
園芸家
吉田 篤
4月6日（水）
13：30～15：00
1,925円（税込）
※教材費別途

古くから日本海の海の幸が、若狭から遠く京や
奈良の都へ運ばれ、この運搬路は一般に「鯖
街道」と呼ばれています。この道はさまざまな文
化や宗教も運ばれていました。悠久の歴史の
中で道が支えたモノと文化の伝播について、民
俗学の立場から考えてみます。

鯖街道
道が支えたモノと
文化の移動と伝播
佛教大教授八木 透
5月9日（月）15：30～17：00
2,805円（税込）

瀬戸では地元で採れる原料を基に、江戸時代から
ほぼ変わらない手法で焼き物を作り続けています。
「瀬戸本業窯」を案内します。現地集合・解散。

コンビニよりも数多く、千年以上の歴史あるも
のといえば「神社」です。歴史上の偉人の多くも
参拝しています。1,200名へのアンケート調査
などを基に、人生にもっと生かせる神社の魅力
をお伝えします。

成功している人は
なぜ神社に
行くのか？
社会心理学者八木龍平
6月26日（日）13：00～15：00
2,805円（税込）

映画に登場するスターたちのファッション界を
リードした華麗な衣装の数 を々、豊富な映像資
料を見ながら解説します。今回は「オードリー・
ヘップバーンのシネマ・ファッション・ストーリー」
です。受講者にDVDもプレゼント。

シネマ・ファッションを
とことん楽しむ
オードリーの
ファッション・ストーリー
オペラ研究家都築義高
5月9日（月）13：00～14：30
2,250円（税込）

あいさつ・発表と聞いただけで緊張する人、手
や声の震えで悩んでいる人にお薦めです。17
年間悩み続けたあがり症を克服した講師がや
さしく指導します。

あがり症・話しベタさんの
ための話し方
あがり症克服協会
理事長鳥谷朝代
4月3日（日）
13：00～16：00
4,455円（税込）
※教材費別途

天然のアロマオイルを使用し、虫が苦手とされる香りを中心にお好きな
香りを調合して、見た目も涼しい夏にぴったりの虫よけアロマキャンドルを
作ります。香りと色は当日選べます。

天然オイルでつくる
虫よけアロマキャンドル
創作キャンドル
アロマキャンドル専門店
void candle（void）代表
望月崇志
6月23日（木）
13：00～14：30
3,025円（税込） 麦わらに糸を通して立体を作る北欧フィンランド

の伝統装飾ヒンメリ。「幸運のお守り」としても
飾られています。基本の正8面体などを3つ作
り、好みの順番でつなげたり、1つずつ飾ったり、
仕上がりもそれぞれ楽しめます。

北欧の伝統装飾
ヒンメリ
ヒンメリのWA近藤亜希
6月24日（金）
13：00～15：00
3,905円（税込）

「フィンレイソン」は、寝装品など室内を彩るデザインや生産を
手掛ける北欧フィンランド最古のテキスタイルブランドです。四
日市市立博物館で開催される「創業200周年記念 フィンレイ
ソン展」（4/16～6/5）に合わせ、北欧テキスタイルデザインに
ついて、フィンランドの人々の暮らしとともにあるデザインにつ
いてお話しします。

北欧テキスタイルデザインの世界
フィンレイソンを中心に
四日市市立博物館齋田明里
4月24日（日）
13：00～14：30
3,135円（税込）※「フィンレイソン展」チケット代含む

令和4年は「善光寺前立本尊御開帳」が催され
ます。この期間には、飯田、甲府、稲沢、岐阜、関
にある善光寺でも御開帳があります。善光寺に
まつわるエピソードと、信長、秀吉、家康の三英
傑の善光寺信仰についても理解を深めます。

善光寺と
三英傑
名城大非常勤講師 
齋藤 滋
4月5日（火）
10：30～12：00
2,805円（税込）

レース調の枠に好みのレースを貼って、ソープフ
ラワーや他の花材などをアレンジし、ほんわか香
る壁飾りを作ります。ソープフラワーはベージュ
ピンク、ピンク、黄緑、黄色から選べます。

ソープフラワー
ローズの壁掛け
リリアイフォーム
伊藤悠里
5月27日（金）
13：00～14：30
2,255円（税込）
※教材費別途

有松・鳴海絞の技法の一つ、雪花絞りで知多
木綿の手ぬぐいを2本染めます。針や糸は使わ
ず折りたたんで染める方法なので、難しい技は
必要ありません。

雪花絞りの
手ぬぐい染め
こんせい取締役社長
近藤泰仁
4月22日（金）
13：30～15：30
3,465円（税込）

フワフワの羊毛を専用の針で刺して、かわいい
羊のぬいぐるみを作ります。チクチク無心になれ
るひと時を楽しみましょう。

ハートの
メーちゃん
羊毛フェルト
羊毛フェルト作家
meimei
5月29日（日）
13：00～16：00
2,585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。「勝利兜（かぶと）」を作ります。

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
3月26日、4月9日（土）
13：00～15：00
4,070円（税込・2回分）
※教材費別途

丈夫で軽量なフラットワイヤーで作ったフレーム
にお花パーツを合わせてブローチを作ります。
チェーンを付けてバッグチャームにもなる2way
作品です。色は3種から選べます。

フラットワイヤーで作る
フラワーブローチ
sabia主宰
後藤絵美
5月15日（日）
13：00～15：00
2,365円（税込）
※教材費別途

陰陽五行について「木・火・土・金・水」の五気の
配列を割り出して、体質に合った守護石を選びま
す。自由に選んだ天然石と組み合わせて、オリジ
ナルブレスレットを作ります。

守護石ブレスレットを作ろう
守護石鑑定士河瀬七映
①5月28日（土） ②6月25日（土）13：00～15：00
各6,490円（税込）

ブレスレットのゴムが切れたり、石が欠けてしまったり、サイズが大きすぎたり小さ
すぎたりしていませんか？ゴムの交換方法やお手入れの仕方をお伝えします。

天然石ブレスレットメンテナンス
4月23日（土）13：00～15：00　3,355円（税込）

初級はバルーンアートの基本を使って、イースターをイメージしたかわいい
ツリーを作ります。中級はお花の束を背中に乗せた小技がチャーミングな
アヒルのコロコロを作ります。

風船でかわいく飾り付け 
バルーンアート
バルーンアーティスト
野村昌子
4月11日（月）
【初級】12：30～14：00
5,643円（税込）
【中級】14：30～16：00
6,325円（税込）

紙バンドを「切る、裂く、貼る、編む」の使い方で
家具や雑貨を作り、他素材と組み合わせて小さ
なお部屋に仕上げます。

紙バンドで作る小さなお部屋
「春のお庭」

D*taste紙バンド
ミニチュア講師
鈴木能封子
4月25日（月）
10：00～12：30
2,255円（税込）
※教材費別途

生花の自然な花色を残し、長期保存できるレカ
ンフラワー。乾燥花の作り方を学び、母の日の
プレゼントにもぴったりなミニボックスアレンジを
作ります。ハート型かリース型から選べます。

レカンフラワーで
ありがとう
レカンフラワー本部講師
河合郁子
4月22日（金）
13：00～14：30
2,255円（税込）
※教材費別途

感謝の気持ちをお花に託し、バラにダイヤモン
ドラメをあしらったアレンジです。お花と花器の
色は選べます。ケース付き。

プリザーブド
フラワーレッスン
母の日アレンジ
国際フラワージュエリー協会
代表輿 淳子
4月26日（火）
10：00～12：00
3,795円（税込） 手のひらサイズの鉢にコケや砂をあしらい、モダ

ンでかわいい「情景盆栽」を作ります。長寿梅は
2、3カ月おきに花が咲き、管理も比較的簡単で
盆栽初心者にもお薦めです。

長寿梅の情景盆栽を
作ってみましょう
情景盆栽作家
中尾浩之
5月19日（木）
13：00～14：30
2,805円（税込）
※教材費別途

これから「より豊かな毎日」を送るため、人生究
極のお片付け生前整理を学んでみませんか。部
屋の片付けから、物、お金、医療や相続など「備
える」「やめる」ポイントを楽しくお伝えします。

シンプルで快適に暮らしたいあなたに
おひとりさまの
お片付け
生前整理普及協会
認定講師杉 千郷
5月27日（金）
13：00～14：30
2,585円（税込）

生きる事の意味って何？本当の自分は？他人
の期待に応えることに存在価値を感じ、「自分
を無視」していませんか。知っているつもりでも
分からない心の声を深層心理などを通して聞
き、新しい自分、笑顔な自分を表情筋で作りま
せんか。

深層心理学＆
表情筋トレーニング
心理士水野愛子
6月23日（木）10：00～12：00
2,915円（税込）

古希を迎える講師が、人生を前向きに生きてい
くこつをお話しします。フルコースとともに、すて
きな時間を過ごしましょう。

水野愛子の心が元気になる
トーク＆ランチ
日本表情筋トレーニング協会
代表水野愛子
4月21日（木）
11：00～14：00
12,155円（税込）
会場：百花籠
　　 （名古屋市東区主税町）

テレビでおなじみの安藤社長と料理研究家の
案内で市場を見学。本物の食材が安価で購入
できるのが魅力です。昼食付き。

柳橋中央市場の見学ツアー
中央市場総合食品センター株式会社
安藤東元
料理研究家 
伊藤華づ枝（写真）
①5月17日（火） 
②5月21日（土）
8：30～12：30
各7,205円（税込） 機能性食品アドバイザーによるフルーツセミ

ナーを開催。免疫力を上げるジュースと市場内
にある「一力」のお弁当をご賞味いただきます。
静岡温室クラウンマスクメロンのお土産付き。

旬のフルーツを味わう
名古屋市中央卸売市場本場婦人部連合会
会長鈴木和子
6月7日（火）
10：00～11：30
6,105円（税込）
会場：名古屋市中央卸売市場本場
　　（名古屋市熱田区川並町）

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。今回はメルシャン勝沼ワイナリー限
定販売品シリーズの白ワイン編です。さわやか
な味と香りをお楽しみください。

今飲んでおきたい 日本ワイン
ソムリエ青木龍二
6月12日（日）
①10：30～12：00 
②13：00～14：30
6月26日（日）
13：00～14：30
各4,455円（税込）

知識がなくてもワインは飲めますし買えます。で
もほんの少し知るだけで選ぶ楽しさや価格以上
のおいしさなどが手に入ります。今回は「ワイン
の種類」を中心にお話しします。

基礎を知ればちょっとうれしい
ワインを楽しむ日曜日
ソムリエ
青木龍二
4月10日（日）
13：00～14：30
4,455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、自分で続けるためのトレーニング方法も学べます。

「中日こどもウイークリー」連動企画
姿勢や動きのコツで変わる！ かけっこ教室
ACEアスレチックトレーナー
五十嵐茂幸
5月15日（日）
【年長～小学2年生】
10：00～11：00
【小学3～6年生】
11：30～12：30
各2,585円（税込）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。

全身を伸ばして
朝からスッキリ
全力ラジオ体操
ACE代表
コンディショニングトレーナー
玉田鷹士
5月12日（木）13：00～14：15
2,585円（税込）

梅雨は水分代謝が滞りやすくなる季節。ヨガを
ベースにした動きと呼吸法、血液循環を促すふ
くらはぎの筋肉をほぐし動かすストレッチでむくみ
を解消。梅雨を乗り越えましょう。

ゆううつな梅雨に向けて
デトックスストレッチ
東山ヨガ道場
恒川香枝
5月28日（土）
10：00～11：30
2，365円（税込）

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。

柔らかくなりたい憧れを叶えるストレッチ
柔軟美トレーナー村山 巧
①5月14日（土）15：30～16：30
②5月15日（日）15：30～16：30　　各3,300円（税込）

普段運動をしない子からスポーツやダンス、体操などをしている子まで、すぐに
効果が実感できる“即伸びストレッチ”メソッドをお伝えします。小中学生対象。

子どものためのキッズストレッチ
5月14日（土）14：00～15：00　2,750円（税込）

ソウルから生配信。①は「韓国大統領」、②は「韓国人と酒」、③は「韓国歌謡」を
テーマに、韓国庶民の50年にわたる喜怒哀楽や生活意識の変化に迫ります。

67年生まれ、チョン・ウンスクが伝える
90分で知る韓国の50年
ソウル在住紀行作家
鄭 銀淑（チョン・ウンスク）
進行役：鄭講師所属事務所代表 
山下龍夫
①4月10日 ②5月22日 
③6月26日（日）15：30～17：00
3回通し7,260円（税込）
1回のみ2,640円（税込）

なまはげは、本当は人々の怠け
心や悪事を戒め、無病息災を
もたらす神様です。玄関や部屋
に飾って厄を祓ってもらいましょ
う！講師は秋田県から生中継
で指導します。

秋田県名古屋事務所協力講座
なまはげの壁掛けを作ろう
男鹿温泉交流会館五風スタッフ
5月22日（日）①13：00～14：00
②15：00～16：00
各550円（税込）

スマートフォンをもっと便
利に使いこなしたいと
思っている人に、LINEや
乗換案内、You Tubeと
いった人気のアプリを一
から丁寧に紹介します。

もっとわかる！スマートフォン
体験教室
ソフトバンク認定講師 
4月21日（木）
13：00～15：00
1,980円（税込）

かわいらしい中にも渋さのある花器を2回で作り
ます。完成後は花、苔玉、多肉植物など飾って
みませんか。

陶芸もくつろぐ
ハートな花器をつくりませんか
陶磁器制作
岡田さち子
5月13日、6月10日（金）
①10：00～12：00
②18：30～20：30
各6,050円(税込・2回分）
※教材費別途

昆虫食は、人類の食・健康と地球環境を支える
新たな生物資源、未来のタンパク資源として近
年注目されています。内閣府主導の下、研究開
発事業を進めている教授が昆虫食の魅力をお
伝えします。手作りランチ（普通食）とコオロギ
パウダーを使用したデザート付き。

新たな食のトレンド
昆虫食は魅力にあふれている
長浜バイオ大教授小倉 淳
4月15日（金）13：30～15：30
6,930円／会員6,380円（いずれも税込）
会場：インターティアラ・お料理サロン（名古屋市東区東桜）

難しい激しいポーズではなく、足裏足指をしっか
りマッサージすることから始めます。足元から体
をゆったりほぐすので、足がむくみやすく、靴にお
悩みがある方にもお薦めです。

足元は体と心の土台です
大須で始める ゆったりヨーガ
井坂ヨーガ研究所講師
川本清美
5月31日（火）13：00～14：00
1,815円（税込）
会場：名古屋スポーツセンター
　　 （名古屋市中区門前町）

古今亭菊之丞さんは、文化庁芸術選
奨、芸術祭賞など数々の受賞歴を誇る
実力派真打。大友浩さんは、東京かわら
版の元編集長で、落語講座が10年以
上続く人気講師です。そんな二人が、落
語の魅力、奥深さ、裏話など、ここでしか
聞けない話を繰り広げます。生の落語
一席もお楽しみに！

教
室
視
聴

あり

20歳以
上
対
象

ライナ・コスケラ作 「エレファンティ(象)」
枕カバー寝具用生地 （1969年）／

タンペレ歴史博物館所蔵
Finlayson ® © Finlayson Oy

ひけつ

20
歳

以
上
対
象

暮らしを伝える
「瀬戸民藝館」の見学
約250年続く窯元に瀬戸のものづくり
瀬戸本業窯
水野雄介ほか
5月14日（土）
13：15～16：00
3,300円（税込）
※入館料、交通費別途

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

気軽に学べる、楽しめる 1dayセミナー

マークは講座のZoomライブ配信を行います。 は教室の大型スクリーンでのライブ配信の視聴が可能です。教室視聴あり

ヒロバス

3

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

登録料不要

詳細はお問い合わせください。 使用写真は一部イメージを含みます。

対談 落語大百科

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）

3月31日（木）13：00～15：00
4,400円（税込）
演芸研究家
大友 浩

落語家
古今亭菊之丞

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）
　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。

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
○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

個
人
情
報
の
取
り
扱
い

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




