
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 

登録料不要

登録料不要

登録料不要 登録料不要

「ごっこ遊び」から始める！
講談師から学ぶ 一味違った話し方

6/21（火）
10：30～12：00 2,585円

学びと実技で健康づくり
骨盤の歪みを治す自力整体

9/2、16（金）
12：00～13：30

4,730円
（2回分）

リフレッシュ・ダンス＆エクササイズ
女性限定

9/10、24（土）
12：00～13：30

4,510円
（2回分）

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

7/4、18（月）
10：30～11：45

4,554円
（2回分）

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

7/14、28（木）
19：00～20：15

4,554円
（2回分）

からだにやさしい シニア体操 9/3、17（土）
13：00～14：00

4,730円
（2回分）

ジークンドー入門 7/10、24（日）
13：15～14：45

4,730円
（2回分）

四季のヨーガ 9/7、14、21、28（水）
12：00～13：30

8,140円
（4回分）

こころとからだのヨーガ 9/2、9、16、30（金）
13：00～14：30

7,700円
（4回分）

制定拳・陳式太極拳初級 9/5、19（月）
18：30～20：30

4,730円
（2回分）

ストレッチヨガ 9/5、12、19、26（月）
①10：00～11：30　②15：30～17：00

各8,140円
（4回分）

60歳からの健康体操 9/1、8、15、22（木）
①9：50～11：10　②13：30～14：50

各8,140円
（4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7,000円（税込）程度（材料費など含む、3回分
　または6回分を前納）。詳細はお問い合わせください。資料請求も可能です。

名古屋スポーツセンター会場 名古屋市中区門前町 マンスリーチャレンジお試し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。登録料不要

生涯動けるカラダづくり

フランス料理の実演見学と簡単な実習、そしてたっぷりの試食を味わっていただきます。
※「『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
する特別企画です。
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講座名 開催日・時間 受講料

おすすめ講座
家庭の幸せレシピ
料理研究家 伊藤華づ枝
第2・4水曜10：00～12：00
月1回コース　19,920円（税込・3回分）
月2回コース　37,980円（税込・6回分）
おなじみの料理をより楽しく、おいしく！ 「幸せ」をもたらすレシピを提案指導します。

1日特別レッスン 
味と香りと美味しさに魅了される
フランス料理 実習とたっぷりの試食

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

鉄板フレンチ＆ワインラトリエKシェフ 
宮里耕太さん 
8月1日（月）10：00～12：30　8,030円（税込）

全くの初心者を対象にした講座です。イタ
リア語のアルファベット、読み、あいさつな
どからゆっくり何度も発音しながら覚えて
いきましょう！

ゼロから始めるイタリア語
イタリア語講師
杉浦紀子
7月開講
第1・3月曜10：30～12：00
13,530円（税込・6回分）
※テキスト代別途

「将軍とは何なのか」を今一度、考えてみ
ます。この考察は、日本史の理解を促進
するとともに、日本の権力のあり方を確認
するものとなるはずです。

本郷和人の「将軍の日本史」
東京大史料編纂所教授 
本郷和人
7～12月（全6回）
第2月曜
13：00～14：30
※7月のみ第1週（7/4）
18,810円（税込）

律令国家が形成された飛鳥・奈良時代は、
古代文化が花開き、さまざまな人間模様が
繰り広げられました。時代をつくった人々に
焦点を当て、激動の時代を考察します。

古代史をつくった人々
激動の飛鳥・奈良時代
関西大非常勤講師 
若井敏明
7～12月（全6回）
第1土曜15：30～17：00
16,830円（税込）

独自の社会派推理小説－その傑作短編を毎回2作
品以上精読し、清張文学の生成と展開をたどります。

松本清張の傑作短篇を読む
早稲田大名誉教授 高橋敏夫
7～12月（全6回）第4金曜11：00～12：30
15,125円（税込）

コロナ禍の今、闇の中に一筋の光が差し込む独特な物語を
書き続けた藤沢周平を、10のテーマからじっくり楽しみます。

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　15,125円（税込）

作品を通して、人生や生き方、そして現代に与えた影響など、
さまざまな角度から見た鷗外の魅力に迫ります。

鷗外没後100年記念・森鷗外記念館（津和野）協力講座
森鷗外 その文学世界 第二期

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」。今期は光孝天皇、藤原敏行朝臣、元良親王を取り上げます。

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）

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。現在は秋の歌を詠み進めています。

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）

没後40年を過ぎても変わらぬ人気を保ち
続けるクリスティ。毎回1作品をひもときな
がら、トリックの分析、小説に登場する英国
文化などを通して、その魅力に迫ります。

アガサ・クリスティを読む
ミステリーの女王、その世界と魅力
書評家 
大矢博子
7/10、31、9/11（全3回）
日曜13：00～14：30
8,745円（税込）

「赤毛のアン」シリーズ第3巻「アンの愛
情」から、アン、ギルバート、ロイの恋の名場
面を抜粋して、英語で楽しく読みましょう。

「アンの愛情」を
英語で楽しもう
翻訳家 松本侑子
7/24、9/11、25（全3回）
日曜13：30～15：00
9,405円（税込）
※教材費別途

日本史上に起こった数々の大事件を“事件簿”として改めて検証
する講座です。今期は源平争乱と南北朝断絶を取り上げます。

続・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）

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）

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）

幕末維新を動かしたのは、各藩の若き青
年たちでした。藩風が育んだ思想や志は、
組織化され、幕末から維新にかけて近代
化に貢献しました。その原点から学びます。

幕末維新を動かした組織
霊山歴史館学術アドバイザー 
木村幸比古
7/18、8/29、
9/19（全3回）
月曜10：30～12：00
8,745円（税込）

「日本書紀」は国家が歴史を「記定」した
書物で、その後の歴史、文化、思想、政治
などを規定し、それは「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
名古屋市立大客員教授 
吉田一彦
7～12月（全6回）
第4金曜10：30～12：00
15,840円（税込）

ヒトラーの軍事への考え方、日本軍閥の満州事
変など、20世紀の錯誤がありながら、プーチンは
そういう教訓を何ら学んでいません。ロシアのウク
ライナ侵略の本質と20世紀の戦争体験の継
承のあり方を具体的に考えてみたいと思います。

保阪正康が語る昭和史の謎
ノンフィクション作家 
保阪正康
7/19、8/30、9/20（全3回）
火曜13：00～14：30
9,735円（税込）

ミケランジェロとベートーベン、ラファエロと
モーツァルトなど、美術と比較しての音楽
を探求していきます。時間芸術と空間芸
術の差は大きいですが、受ける印象は似
通った作品があります。

青島広志の音楽の楽しみ方
美術と音楽の関係を考える
作曲家 青島広志ほか
7/11、8/22、9/12（全3回）
月曜15：30～17：00
10,065円（税込）

名曲・名演奏がいっぱい！音楽ファン必見の名
作音楽映画を解説付きで鑑賞。

名作音楽映画鑑賞講座
オペラ研究家 都築義高
7～9月（全3回）第2火曜13：00～15：30　7,755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月にはゲストも予定。

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）

空海の「即身成仏義」は六要素（六大）と
大日如来の観点から、空海の密教思想を
まとめて述べています。阿弥陀如来と大日
如来が、なぜ代表的な仏になったのかを
考えます。

親鸞と空海
国立民族学博物館名誉教授 
立川武蔵
7～9月（全6回）
第2・4木曜
10：00～11：30
14,850円（税込）

親鸞が「教行信証」の内容を凝縮して制
作した「正信偈」は、たった60行、120句、
840字ですが、そこに「浄土の真実の教
え」（浄土真宗）の全てが詰まっています。
その偈（うた）を1年かけて読み解きます。

「正信偈」ふたたび
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）

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。

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）

室生寺や九条家遺構のお茶室・拾翠
（しゅうすい）亭を訪ねます。京都の奥座
敷・栂ノ尾にも足を延ばし、高山寺などの
参拝も予定しています。

京都・奈良プレミアム拝観
京都産業大
上席特別客員研究員
二村盛寧
7/1、8/5、9/9（全3回）
金曜12：30～15：30
9,075円（税込）

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
7～9月（全3回）
第2日曜10：30～12：00
10,065円（税込）
※テキスト代別途

“アドリア海の真珠”と呼ばれるクロアチア
の各都市と文化を紹介しつつ、旅に役立
つ慣用表現や用語、基礎文法事項など
をゆっくりと楽しく学びます。

ドバルダーン！クロアチア語 入門～初級
クロアチアの魅力と旅行会話を楽しむ
名古屋外国語大講師 
アナスタージャ・ブンドック
7～9月（全3回）
第3土曜15：30～17：00
7,425円（税込）

認知症予防食生活支援
指導員資格取得講座
キャリア開発センター認定講師 
大久保里香ほか
7～9月（全6回）
第1・3日曜13：30～16：30
49,830円（税込）

末端の関節から骨盤や頭の位置まで
「全身を意識し動かす」ことで、美しい姿
勢で無理なく日常動作を行ないましょう。
足指トレーニングも行います。

日常動作がエクササイズになる
女性のための骨盤おこし
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、けがをせず
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）

骨盤底筋群が衰えると内臓が下に落
ち、ぽっこりお腹や頻尿、姿勢が崩れ体
に負担なども。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）
※教材費別途

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）
※教材費別途

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
Linkage リンケージ代表
mariko
7～9月（全6回）
第1・3月曜
9：45～11：00
12,870円（税込）

社会が大きく変わる今こそ、精神的支柱
となるヨーガが心の避難場所として必要
ではないでしょうか。ヨーガの考え方などを
伝える座学と簡単な椅子ヨーガを紹介し
ます。

井坂津矢子の
「こころのヨーガ塾」
井坂ヨーガ研究所代表
井坂津矢子
7～9月（全3回）
第1木曜
13：00～14：30
7,755円（税込）

カラダづくりに必要なのは持続力とバランス力！
ゆったり健康ヨガ体操
東山ヨガ道場講師 
糟谷咲子
7～9月（全6回）
第1・3木曜14：00～15：30
14,190円（税込）

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。

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）

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。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）

4つの呼吸を中心にした「雄弘（ゆうこ
う）ヨーガ」を基本に、体の硬さや柔らか
さ、年齢、性別に関係なくできるやさしい
ヨーガです。健康づくりや諸症状の改
善にも効果的です。

こころとからだのヨーガ
日本ヨーガ光麗会
講師 
戸田 恭
金曜
13：00～14：30
23,100円
（税込・12回分）

基本的な拳術の一つ、長拳と形意拳
（カンフー映画でもおなじみの動物の形
を真似した拳法）を中心に、奥深い中
国武術の神髄が身に付くよう、初歩か
ら指導します。　

中国武術
南京体育学院
客員教授 
張 成忠ほか
日曜
15：00～16：30
24,420円
（税込・12回分）

ローマ帝国の言語だったラテン語は、イタ
リア・フランス・スペイン・ポルトガル・ルー
マニア各語の祖語で、英単語の70％前
後がラテン語由来とされます。そんなラテ
ン語の世界へ誘います。

教養としてのラテン語への招待
岐阜大名誉教授 小澤克彦
7～9月（全6回）
第2・4水曜
15：30～17：00
14,850円（税込）
※テキスト代別途

大須呼吸法リラクゼーション
ゆっくり吐くリラックス呼吸！
中根ダイエット呼吸研究所所長 中根静夫
7～9月（全12回）
水曜10：30～12：00
19,800円（税込）

タップダンス超入門 
志乃舞優Dance Art 志乃舞 優
7～9月（全6回）
第2・4火曜
19：00～20：00
14,322円（税込）

腰掛タップダンス
志乃舞優Dance Art 
志乃舞 優
7～9月（全6回）
第2・4水曜
15：10～16：10
15,642円（税込）

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薦めです。

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
7月12日（火）10：30～11：30
1,485円（税込）

「ウエスト・サイド・ストーリー」など名作ミュージカル映画を映像と
ともに解説します。受講者全員に映画DVDもプレゼント。

ミュージカル映画をとことん楽しむ
8月30日（火）10：30～12：00　2,200円（税込）

主に宗教的な観点から、ロシアと周辺諸国の歴史と関わりに
ついて解説します。

宗教から考えるロシアとその周辺諸国
6月23日（木）15：00～16：30　2,585円（税込）

画面を見ながらマス計算や瞬間記憶など
頭のストレッチ運動で、今よりも柔軟でし
なやかに働く頭を目指しましょう。楽しみな
がら頭のジムで脳を鍛えてみませんか。

頭のストレッチ運動
ブラッチング（Bratching）
ブラッチング認定トレーナー 
福井和美
7～9月（全3回）
第4月曜15：30～16：30
6,105円（税込）
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6月19日（日）13：30～14：30
無料説明会　※要予約

6月16日（木）14：00～15：30　2,365円（税込）
体験講座（登録料不要）

7月5日（火）13：00～14：00　2,387円（税込）
体験講座（登録料不要）

6月29日（水）10：30～12：00　1,650円（税込）
体験講座（登録料不要）

7月5日（火）14：30～15：30　2,607円（税込）
体験講座（登録料不要）

宮里シェフ/「ホタテのポワレ グリーンカレーソース」
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身体のゆがみやコリなどを取り除く「体を
整える体操」を、ヨガの呼吸法・動きを
ベースに行います。運動に不慣れな人
も自分のペースで行えます。

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。タップダンスが初めての人を対象
に、簡単なステップから丁寧に指導します。

7月  9日「『雁』―哀切な悲恋物語の深層」　
　　　  中京大教授 酒井 敏
7月30日「歌人・鷗外　戦場を詠む」　
　　　  歌人 今野寿美
9月10日「『高瀬舟』を読む―〈知足〉と〈安楽死（ユウタナジイ）〉を超えて」
　　　  愛知淑徳大名誉教授 小倉 斉

国立国会図書館ウェブサイトより転載

国立国会図書館ウェブサイトより転載

国立国会図書館ウェブサイトより転載

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。使用写真は一部イメージを含みます。

未経験者や体を引き締めたい人、
ストレス発散にお薦めのスポーツで
す。少しフォームを覚える練習をし
て、ミット打ちをしていきます。

全身運動で気分爽快！
キックボクシング
Kick Boxing GYM WITH代表 
稲留大輔
8月21日（日）
14：00～15：15
2,585円（税込）

大きく脚を開きバランスボールを挟ん
で座り、弾むことでスクワット同様の
効果が期待できる有酸素運動です。

バランスボールに座ってボクシング！
ボールボクササイズ®
ボールボクササイズ協会代表 
長尾富美子
7月30日（土）
12：00～13：00
2,365円（税込）

暑い夏を乗り切るための「体を冷ま
すヨガの呼吸法」と、夏の大敵・むく
み解消法などもお伝えします。夏バ
テしない強い身体づくりをしましょう！

痛みなく歩くために必要な下半身
の鍛え方や姿勢づくりをお伝えしま
す。やりたいことを諦めない自分を手
に入れましょう！

ヨガの呼吸法でクールダウン
夏バテ対策ヨガ
東山ヨガ道場講師 
糟谷咲子
7月26日（火）
10：00～11：00
2,365円（税込）

いつまでも歩ける体力づくり
①足腰強化編
ACEコンディショニングトレーナー 
五十嵐茂幸
8月8日（月）
12：00～13：30
②バランス強化編
ACE代表・コンディショニングトレーナー 
玉田鷹士
8月25日（木）
11：30～12：45
各2,585円（税込）

食生活の改善により認知症などを予防する
専門知識を持った人材を養成します。

大須呼吸法は、ゆっくり吐くことから始め、自分
のペースで無理しないやり方で椅子に座って
でもできる楽しい呼吸法です。

椅子に腰掛けたままのタップダンスなので、転倒の心
配もなくシニア世代にピッタリ！足首、太腿を中心に
無理なく下半身全体と腹筋を鍛えることが可能です。

鉄道と地形
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）

複雑な地形の日本列島に線路を敷くの
は大変な仕事でした。地図で線路を詳細
に眺め、鉄道と地形の関係に注目します。

あり

土曜13：30～15：00　8,745円（税込・3回分）




