
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

気軽に学べる、楽しめる 1dayセミナー 登録料不要

こども1dayセミナー夏休み特別企画
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イタリア･オペラ最高の巨匠
ヴェルディが残した女性を主
人公にした「椿姫」。テーマは
女性の愛のカタチ｡ヴェルディ
が描いた女性像について名
舞台を見ながら解説します｡

玉木正之の新オペラ入門講座
「椿姫」とは誰か？超人気オペラの謎を解く
音楽評論家 玉木正之
9月24日（土）13：00～15：00
3,025円（税込）

絵巻や絵本などを通して先人が残した日本文化
やメッセージに触れ、人生の楽しさや豊かさを感じて
いただきます。軽妙なトークとともに日本文化の奥
深さを共有しましょう。

深谷大のオモシロ日本文化
先人からのメッセージ
演劇研究家 深谷 大
9月7日（水）
15：30～17：00
2,805円（税込）

時代劇やアニメに登場し、日本人にはな
じみ深い刀。この夏休みに歴史や見方、
作法や武士文化などを親子で学んでみ
ませんか。写真や展示では分からない感
触や重量感など、模造刀を手に取りな
がら体験できます。

徳川美術館秋季特別展
「名物」関連講座
親子で学ぼう日本刀の世界
徳川美術館学芸員 
並木昌史
7月25日（月）
13：00～14：10
親子ペア
2,805円（税込）

「大智度論」を丁寧に読み進めます。「般若経」を
注釈する本ですが、実際の内容はブッダの伝記や
難解な仏教語の説明、神々や地獄の世界など、あ
らゆる事柄が詳しく語られる、仏教を広く深く知りた
い人には絶好の資料です。

仏教の百科全書を
読み解く
花園大教授 佐々木 閑
7月3日（日）10：00～12：00
3,080円（税込）

お寺と神社はどう違うの？祖先はどこにいるの？モ
スクって何？など、身近な疑問を通して、国際交流
にも役立つ宗教のお話をします。

神さま仏さまってどこにいるの？
世界の宗教、日本人の信仰
旅行ライター、僧侶 宮田隨麗
8月7日（日）
13：00～14：30
小学3～6年生1,815円
大人2,255円（いずれも税込）

夏になると身近になる金魚。どこからどのようにやっ
て来るの？そのルートや育て方、愛で方など、金魚
をいろんな角度から徹底追及し、楽しみ方を探りま
す。金魚と私のいい関係を見つけてみませんか。

夏だけじゃない！金魚のある生活
金魚銀座座長 
阿久津淳子
8月20日（土）
13：00～14：30
2,750円（税込）

講師所蔵の昭和初期の旅行ガイドブックや絵はが
き、パンフレット、当時の旅行者が撮影した未公開
写真などを豊富に用いて、昭和初期の名古屋から
満洲までの標準的観光旅行を疑似体験します。

Go to 満洲国ツアーPARTⅡ
ガイドブックと古写真で再現する昭和初期の大陸旅行
作家 
小牟田哲彦
7月31日（日）
10：30～12：00
2,915円（税込）

本を選ぶ基準は？どうやって読んでいるの？書評を
書くこつや大事なポイントは？旧知の書評家2人
が、台本なしのフリートークを繰り広げます。読書好
き必聴の1時間です。

書評家対談
二者二様の書評術
大矢博子
豊崎由美
8月28日（日）14：00～15：00
2,255円、会員1,705円（いずれも税込）

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。

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
8月27日（土）13：00～14：30
2,750円（税込）

90年代に日本留学した韓国
人と89年に初訪韓した日本人
が、2002年のドラマのヒットから
K-POP、ネット配信ドラマブー
ムに至る国、人、街の変化を話
します。

韓国人と日本人が振り返る韓流20年
ソウル在住紀行作家 鄭 銀淑（チョン・ウンスク）
進行役：韓国関連書籍の企画編集者 山下龍夫
①8月7日（日） ②10月9日（日）15：30～17：00
2回通し4,840円、1回のみ2,640円（いずれも税込）

プラス思考になると行動、言葉も変わり、
対人関係も楽になります。希望、夢、願い
を現実化する方法、アファメーション＝「肯
定的な宣言」を伝授します。

夢や願いを現実化！ 
プラス思考のテクニック
社会教育士 青嶋宮央
7月18日（月）
13：30～17：30
5,555円（税込）

東海北陸地域の大学病院として最多の治療実
績（手術件数）を持ち、常に最適な治療を提供で
きるよう努力を続けています。心筋梗塞、狭心症、
心臓弁膜症の心臓病についてお話しします。

藤田医科大提携講座
最新の心臓カテーテル治療
藤田ならここまでできる！
藤田医科大准教授 村松 崇
7月9日（土）10：30～12：00
2,035円（税込）

今年70歳を迎える表情筋のスペシャリストが、
医学に基づいた若返りのための（若返りに役
立つ）「究極のトレーニング法」をお伝えします。

中高年のための
表情筋トレーニング＆心美学®
日本表情筋トレーニング協会代表 
水野愛子
9月22日（木）
10：30～12：00
2,585円（税込）

「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。

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、会員935円
（いずれも税込）
協力：ブルームヒアリング株式会社 希望者には、個別相談にも応じます。また

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。

どうする！困った不動産の相続対策
老朽アパート・30年一括借り上げ・共有名義不動産の解決策
愛知総合相続相談センター所長
後東 博
9月9日、30日（金）
13：00～14：30
5,775円（税込・2回分）

明治10年創業。145年という長い歴史の
中、人の最期をお手伝いしてきた一柳葬具
總本店が、独自の視点で今、皆様にお伝え
したいこと。「お終活」についてお話しします。

知ればなっ得！
「お終活」のススメ
一柳葬具總本店営業推進部
会田 剛
7月5日（火）10：00～12：00
無料（要予約）

マビックミニを使って基本操作を室内でレ
クチャー。座学2時間、実習3時間。ドロー
ンは貸し出し。

ドローンを飛ばそう
日本ドローン安全飛行推進協会理事長
田村徳久ほか
7月24日（日）
10：00～16：00
（休憩含む）
9,955円（税込） サラダ油は体に良くないって本当？など、

生活に不可欠な油について楽しく学び、
実際にごま油を絞ってみましょう。お茶の
実油と蜜ろうでバームを作ります。

オイルはどうやって
つくられてるの？
油の全てを伝授します
オイルアドバイザー 
山田たいじゅ
7月24日（日）
13：00～14：30
親子ペア
3,300円（税込）

笑いを届ける漫才師。この「漫才」は大阪
で生まれましたが、その原型は700年前に
名古屋で発祥した「尾張万歳」です。一緒
に体験してみましょう。

笑いの原点「尾張万歳」
親子で伝える700年の継承
尾張万歳五代目蝶太夫 
今枝増笑門ほか
8月28日（日）
15：30～17：00
2,530円（税込） 「ねこ背は10秒で治る！身長が伸びる、や

せる！背伸ばし体操」（講談社）が話題。
北海道のカリスマトレーナーによる「90歳
でも背が伸びる」姿勢改善エクササイズ
を体験します。

10秒でねこ背を伸ばす！
背伸ばし体操
プロトレーナー、姿勢道普及協会理事長 
清水 真
7月12日（火）9：50～11：10
3,355円（税込）

徹夜踊りで有名な郡上の風物詩。「かわさ
き」「ヤッチク」など主要5曲の踊り方のレク
チャーを受けて、本番をより楽しみましょう。

今年は楽しむ！郡上踊り
日本民踊研究会会長 
可知豊親
7月22日（金）
18：45～20：15
7月30日（土）
15：30～17：00
各2,365円（税込） 「ダンシングヒーロー」や「マツケンサンバ」

など、輪になって楽しく踊る「盆ダンス」を体
験しましょう。肩痛の解消、足腰のトレーニ
ングにも最適です。

盆踊り風健康ダンス
「盆ダンス」
桃踊会主宰 森本 桃
7月16日（土）
14：00～15：30
2,035円（税込）

介護保険法を熟知しても、現場に関わらなけ
れば見えてこない介護と看護のサービスの違
い。映画「いのちの停車場」やサービスの実例
を取り上げ、それぞれの特徴を解明します。

いつか来るとわかっていた介護
介護と看護、どちらを選ぶ？
筑波大名誉教授 今泉容子
7月16日（土）
15：30～16：30
2,805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、
YouTube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
7月6日（水）10：00～12：00
1,980円（税込）

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
作から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
7月6日（水）
14：00～15：30
1,980円（税込）

試験まで「60日」で合格する学習法を、
「パーフェクト宅建士要点整理」や「宅建
士一問一答」などの著者が分かりやすく
解説します。

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
7月31日（日）
13：00～17：00
5,775円（税込）

自分で作ったルアーでブラックバスが釣れ
たら面白いだろうなぁ。そんな釣り人のロマン
を応援します。

ハンドメイドルアーの作り方
釣りロマンを求めて
ハンドメイドルアー製作工房TOP ONE代表 
山田慎也
7月30日（土）
10：00～12：00
2,640円（税込）
※教材費別途 簡単なパターンを繰り返し描くだけで、絵

心が無くてもアートを楽しめるメソッドです。
心を落ち着かせ、集中して描くことで、瞑
想（めいそう）のようなリラックス効果も。

気軽に描ける“禅アート”
ゼンタングル
Zentangle®認定講師 
福岡寛美
7月17日（日）10：30～12：00
2,805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好きな香りを調合し
て、見た目も涼しい虫よけキャンドルを作り
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
体を作り上げていく「ヒ
ンメリ」。少し細めのわら
を使って、シャープな作
品「slim」を作ります。

北欧の伝統装飾ヒンメリ
ヒンメリのWA 
近藤亜希
9月9日（金）
13：00～15：00
3,355円（税込）

ふわふわの羊毛をニードルでチクチク刺し
てかわいいにゃんこのアイスキャンデーを
作ります。バニラ、イチゴ、ラムネからお選
びください。

羊毛で作る☆アイスにゃんデー♪
羊毛フェルト作家
meimei
7月31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。ふくろう
（1体）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
7月9日（土）
13：00～15：00
2,035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束作ります。

プリザーブドフラワーの仏花レッスン
スタジオリー代表 
新井紀江ほか
7月15日（金）
10：00～12：00
2,255円（税込）
※教材費別途

手のひらサイズの鉢の中に苔・砂をあしら
い、長良川もみじの情景盆栽を制作しま
す。芽吹きから夏にかけては清 し々く、秋に
は赤く紅葉し、葉の変化を楽しめます。

長良川もみじの情景盆栽
情景盆栽作家 
中尾浩之
9月30日（金）
13：00～14：30
2,805円（税込）
※教材費別途

3種類の苔を使用して、あなただけの特別
な苔テラリウムを制作しましょう。 プレゼント
にもお薦めです。

お部屋を彩る苔テラリウム
moss artist 
谷川豊英
7月24日（日）
①10：00～12：00
②13：30～15：30
各2,475円（税込）
※教材費別途

大好きなアーティストの“あの曲のサビ”を
踊ってみたいと思いませんか。ポップな振
付はダンス初心者も楽しめます！

K-popダンス
ダンスインストラクター 
yukapiss
7月23日（土）
①小中学生12：00～13：00
②大人14：00～15：00
各2,365円（税込）

鮑の貝殻に載るタコの匂い袋を作ります。
出来上がりの大きさ約縦13cm×横
13cm（貝殻は大きさに含まれません）

夏！夏！出番が来たよ！タコ袋
桜桃舎主宰 
三宅ゆかり
7月6日（水）
10：00～12：00
2,365円（税込）
※教材費別途

つまみ細工の藤の花の掛け香袋を作りま
す。出来上がりの大きさ約縦11cm×横
7cm（ひもは長さに含まれません）。

藤の花のつまみ花で作る
掛け香袋
桜桃舎主宰 三宅ゆかり
6月29日（水）
10：00～12：00
2,365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。ミニLED
ライト付きでほのかな灯火も楽しめます。

ハスワーク
伝え手 
市石真奈美
7月16日（土）
10：00～12：00
2,585円（税込）
※教材費別途

矢野きよ実の書の教室
自分の心を書いてみよう
書家 矢野きよ実（霄花（しょうか））
7月31日（日）
13：30～15：30
2,255円（税込）

戦国時代の城ってどんなの？城を守る
仕掛けにはどんなものがある？城歩きが
楽しくなる着眼点は何？「城」の基本をこ
ども向けに分かりやすく解説します。

戦国時代の城に
いざ、出陣！
岩崎城歴史記念館
学芸員 
内貴健太
7月31日（日）
13：00～14：00　
1,980円（税込）

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。

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
①8月10日（水） 
②8月24日（水）
10：30～12：00
こども
各2,255円（税込）
親子ペア
各3,905円（税込）

日々の出来事や思い出をクレパスや水
彩絵の具で画用紙いっぱいに描きましょ
う。夏休みの宿題もOK。

あらすじばかりにならない「自分らしい言
葉」で感想文を作るこつを指導します。構
成やまとめ方などもお伝えします。

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25日（月）
②8月1日（月）
③8月8日（月）
④8月22日（月）
16：00～18：00
各2,255円（税込）

レジンって何？どうやって固まるの？レジ
ンについて実験形式で学びながら、レジ
ンシェイカーのキーホルダーを作ります。
自由研究にもぴったり！

シャカシャカ！
レジンシェイカー
abc500en大須店
勅使川原由紀ほか
7月29日（金）
13：00～14：30
2,255円（税込）
※教材費別途

読書感想文書き方のポイント
読書作文教室ことばの窓主宰 
小嶋由美子
7月10日（日）
①13：00～14：20
②15：00～16：20
各2,805円（税込）

幼虫から蛹、成虫への羽化まで、大きく
育つ様子を観察しながら育てましょう。
「昆虫の不思議」を学びながら、ヘラクレ
スオオカブトの醍醐味（だいごみ）に触れ
てください。

あこがれの
ヘラクレスオオカブトを
育てよう
くわがた村代表 野平英一郎ほか
7月10日（日）
13：30～15：00　
親子ペア
3,355円（税込）
※教材費別途
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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。教室視聴ありは教室での対面講座も行い、教室同時開催

ヒロバス

3

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。

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

教
室
同
時

開
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登録料不要

習字は手本どおりに書き方を習います
が、「書」は心の裡（うち）にある今の気持
ちをそのまま書きます。言葉は出逢った人
や景色、経験から生まれます。自分の心
を矢野きよ実さんと一緒に書いてみませ
んか。書の道具（鈴鹿墨・豊橋筆）の使
用料、紙代など3,300円別途。

講師所蔵




