
写
真

座学 月1回月曜
18：00～20：00安形嘉真の

Photo 
WorkShop

22,110円 ⑥
野外学習 月1回土曜

10：00～15：00安形嘉真

楽しい写真教室
高橋昭七

第2･4火曜
10：00～12：00
第1･3金曜

18：00～20：00

14,190円 ⑥
チーズで巡る
ヨーロッパの旅◎ 中谷利恵 第4土曜

16：30～18：00 37,950円 ⑥

WAを楽しむ日本酒◎ 尾ノ上智美 第4火曜
19：00～20：30 25,410円 ⑥

生
活
・
レ
ジ
ャ
ー

村井美千代紅茶 
おいしさを究める 16,830円 ⑥

第4火曜
10：30～12：00

第4日曜
10：30～12：00

第1水曜
18：30～20：00

ワイン
テイスティング◎ 牛田晃稔 第1土曜

14：00～15：30 31,625円 ⑤

第2金曜
13：00～14：30

第2土曜
13：00～14：30

パン屋さんぽ 石臥博代 7,755円 ③

生
活
・
レ
ジ
ャ
ー

松永宏美
ほか 14,190円⑥第1･3月曜

10：30～12：00
ジェルネイル
ステップアップコース

水野愛子 15,510円⑥第2木曜
10：30～12：00

水野愛子の表情筋
トレーニング＆心美学®

後藤ゆり 7,755円③第1火曜
13：30～15：00

小顔リンパ
マッサージ★

生
活
・
レ
ジ
ャ
ー

中高年の
フリーパソコン教室

趣味&フリー
パソコン教室

岡 麻弥
ほか 21,450円⑥

第1･3月曜
10：00～11：30

第1･3月曜
13：00～14：30

花と風景を撮る
写真教室 松原伸一郎

第1･3日曜
10：00～12：00
13：00～15：00

14,190円⑥

素晴らしい
自然風景写真 平野耀朗 第2･4火曜

10：00～12：00 14,190円⑥

後悔しない相続税・
遺言・贈与・信託対策 小島隆太郎 第2土曜

10：00～12：00 13,530円⑥

知っておきたい年金の話 木村省吾 第2・4月曜
15：30～17：00 14,850円⑥

光を知る写真講座 飯野幸雄 第1・3火曜
13：00～15：00 14,190円 ③

写真日和

エンジョイフォトライフ

第1･3月曜
10：00～12：00

第1･3水曜
13：00～15：00

フィールドフォト
ワークス

第1･3火曜
13：00～15：00稲垣智仁 14,190円⑥

生活・レジャー

漢方薬を病の予防に
活用しましょう！

小塚陽介
ほか

第3木曜
10：30～12：00 15,510円 ⑥

自分好みが見つかる
コーヒー講座 野入靖司 第2日曜

13：30～15：30 5,940円 ②

飾り巻き寿司を作ろう 牛田純子 第2月曜
10：00～11：30 15,510円 ⑥

楽しい！かんたん！
iPadのある暮らし

第1火曜
13：30～15：00

福井和美

iPad・iPhoneを
はじめよう 基礎編

8,415円③

第1火曜
15：30～17：00

中高年のスマホ講座
ＬＩＮＥ編

第2・4水曜
14：45～16：15

浅尾孝信 21,450円⑥
中高年のスマホ講座 第2・4水曜

13：00～14：30

13：30～15：30

八二一の
ペット写真教室

八二一
（はにはじめ） ⑥16,830円

第1日曜
10：30～12：30

四季を撮る
デジタル
一眼レフ
実践コース

座学

野外実習

第1水曜
13：00～15：00
第3水曜

10：00～12：00

服部辰美 14,190円 ⑥

浅尾孝信
ほか中高年のパソコン塾 21,450円⑥第1･3木曜

10：00～11：30

原田滋子気学（九星術）で
幸運をつかもう初級 16,830円⑥第3日曜

13：00～15：00

古田常葉暮らしに生かす
パワーストーン 15,510円⑥第4土曜

13：00～15：00

囲碁・入門～初段
宮川史彦 24,420円 ⑫土曜

18：00～20：00

上地宏樹 13,530円 ⑥第2･4水曜
10：00～12：00

将棋・講義と対局 横江敏夫
竹内昊平 14,850円⑥第2･4日曜

10：00～12：00

ちから教授の手相・
易占い （女性専科）★ 加藤主税 14,190円⑥第2・4水曜

10：00～11：30

趣味のマジック 河合 勝 14,190円⑥

第2･4日曜
10：00～11：30

第1･3木曜
10：00～11：30

風水学入門 眞川玲鳳 14,190円⑥第2･4日曜
10：00～12：00

アストロロジー
占星学入門 森下芳光 14,850円⑥第2月曜

13：00～14：30

易学入門 中條泰彦 14,190円⑥第1･3金曜
10：00～12：00

楽しいマジック 鈴木重徳 14,190円⑥第1･3金曜
18：00～20：00

レディース麻雀・
ワンランクアップコース★

月曜
13：15～15：15

木村東平

レディース麻雀
初心者★

25,740円 ⑫

月曜
15：30～17：30

第4月曜
10：30～12：00
13：00～14：30

第4土曜
15：30～17：00

第3木曜
10：30～12：00

九星気学・
社会運勢学 河瀬七映

15,510円⑥

13,530円⑥

実践写真教室 14,190円 ⑥第2・4火曜
13：00～15：00

韓国および日本で配信される韓国のエンタメに関す
るニュースをピックアップし、それにまつわる深いお
話をします。より専門性のあるトピックを通じて、韓国
のエンターテインメントへの理解を深めていきます。

古家正亨の韓国
エンタメニュース
韓国大衆文化ジャーナリスト
古家正亨
10/11、11/28、
12/27、1/10、2/21、3/21（全6回）
火曜※11月のみ月曜
①15：30～17：00 
②19：00～20：30
各17,490円（税込）

これからの相撲界はどうあるべきか。70年、土俵
を見つめてきた講師が大相撲の魅力や実況秘
話、心に残る名力士などについて語ります。

大相撲よもやま話
日本福祉大
客員教授
杉山邦博
10～12月（全3回）
第2木曜
13：30～15：00
※10月は20日
　15：00～16：30
8,745円（税込）

新幹線から廃線跡まで、歴史を軸に鉄道の楽
しさを学びます。鉄道に興味があれば、どなたで
もOK！専門用語をできるだけ控え、鉄道の楽し
さを丁寧に案内します。

鉄道好きなら誰でもOK！
乗る、見る、訪ねる・・・
知って得する「日本の鉄道」
鉄道フォーラム代表取締役
伊藤博康
10～3月（全6回）
第2金曜13：00～14：30
15,510円（税込）
※現地学習費等別途

JR全線完全乗車を達成した鉄道旅行の達人
が日本全国、各駅停車の旅の魅力をたっぷり
紹介します。

日本各駅停車の旅
スローな旅の
すすめ
鉄道ライター 
山盛洋介
10～3月（全6回）
第3土曜
15：30～17：00
15,510円（税込）

クラシック最終戦となる菊花賞、頂上決戦の天
皇賞など丁寧に解説します。当日のメインレー
スについては馬券の予想も行います。競馬の
魅力や楽しみ方をお話しします。

競馬って
楽しい！
元競馬ファン
編集長
間瀬文康
10～12月（全3回）
第1日曜
10：30～12：00
7,755円（税込）

海外添乗1,500日を超えるベテラン添乗員が
世界遺産や文化、慣習など、行ってみないと分
からない内容を紹介。海外旅行再開までの準
備を始めてみませんか。

今から待ちどおしい
世界の旅
海外添乗員
竹田明子
10～12月
（全3回）
第3火曜
10：30～12：00
9,405円（税込）

現地の最新情報やハワイの神話、歴史、文化な
ど、まだまだ知られていないハワイを紹介します。

ガイドブックに載らない
ハワイ オアフ島編
ロケラニ・ハワイアン・
カルチャーラボ代表　
コジマミサ
10～12月
（全3回）
第1月曜
13：00～14：30
8,415円（税込）

香りの好みから体と心の状態を知り、今の自分
の状態に本当に合っている食事、運動、生活
習慣、アロマなどをお伝えします。

国内外で特許を取得している
「嗅覚反応分析法」
心と体のバランスの状態を
見える化しませんか？
嗅覚反応分析士、トレーナー 
社元美歩
10～12月（全3回）
第2土曜10：30～12：00
8,415円（税込）
※教材費別途パーソナルカラーは、好印象を与え、見ため年齢

マイナス5歳を実現します。骨格診断、顔分析な
ど美の法則でおしゃれな自分に出会いましょう。

パーソナルカラーで
印象チェンジ！
カラープランニング・
アトリエトリコロール代表
祖父江由美子
10～3月（全6回）
第3月曜13：00～14：30
※2月のみ第2週（2/13）
16,830円（税込）※教材費別途

「心地よいな」という感覚を大切に、お花を自由
に生けます。完成した”心の花”から隠された心
の声をひもといていきます。お花で癒やされ、自
分を知り、理想の人生・日 を々手に入れるため
の講座です。

花色コーチング 
花色で変わる私の未来
花・色・デザイン研究所代表取締役
荏原温子
10～3月（全6回）
第4土曜
13：00～15：00
15,510円（税込）
※教材費別途

季節の変わり目は体調を崩しがち。季節に合っ
た過ごし方や副鼻腔炎、神経痛などの予防、ア
トピーの対処法など、漢方を中心に西洋医学
の知識も交えてお話しします。

あなたの健康“取説”をつくる
季節を巡る漢方帳
薬剤師 
水上嗣海
10～12月
（全3回）
第1火曜
10：30～12：00
7,755円(税込）

自爪にやさしく柔軟性があり、しなやかで透過
性に優れた魅力的なジェルネイルを自分ででき
るように指導します。自爪が難しい人はチップを
使って実習を行うことも可能です。

ジェルネイル 初級コース
インターナショナルネイルサービス
マリア代表
松永宏美ほか
10～12月
（全6回）
第1・3月曜
10：30～12：00
14,190円（税込）
※教材費別途

有機栽培茶、自然栽培茶を基本に、心と身体
がよみがえるような四季折々のお茶の選び方、
入れ方、フードペアリングを紹介します。

日本茶は愉しい
日本茶インストラクター 石谷雅代
10～3月（全6回）
第4水曜
18：30～20：00
16,830円（税込）
※教材費別途

東海地方のパン屋さんの紹介やパンライフが
もっと楽しくなるパンの話、お土産や実際にパ
ン屋さんを巡るお散歩など盛りだくさん！

東海の美味しいパン屋さん
パン屋さんぽ
パンマルシェ
プロデューサー
石臥博代
10～12月
（全3回）
第2木曜
13：00～14：30
7,755円（税込）
※教材費別途

テレビでおなじみの気象キャスターによる楽しい
講座です。今、起こっている気象現象や専門用
語をはじめ、天気図の見方などを分かりやすく
解説します。

吉田ジョージのお天気入門
秋・冬編
気象予報士
吉田ジョージ
10～3月
（全6回）
第4土曜
15：30～17：00
15,510円（税込）

あなたと愛する猫ちゃんが楽しく幸せに暮らす
ために、すぐにできることがあります。飼い主さん
に知っておいてほしい5つのテーマで、猫専門
医が分かりやすくお話しします。

愛猫と楽しく暮らすための
５つのこと
東京猫医療センター
院長 服部 幸
10～3月（全5回）
※1月休講
第2水曜
15：30～17：00
14,575円（税込）

相続対策は始めていますか？相続・資産運用
の専門家ならではの視点で、相続対策方法を
基礎から応用まで分かりやすく説明します。

今から始める相続対策と
賢い資産運用！
愛する家族のために
名古屋商科大大学院教授
税理士
齋藤孝一ほか
10～3月（全12回）
第1・3木曜
10：00～12：00
29,700円（税込）

ダイナミックな面白い動きを続ける株価。株式のイロハから適切な銘柄選
びや投資の手法、こつまで、シミュレーションの投資体験ワークを交えな
がら分かりやすくお話しします。

口座開設から資産運用まで
初心者のための
わかりやすい株式投資入門
資産運用・証券教育コンサルタント 内山龍三
10～3月（全6回）第1水曜15：30～17：00　15,510円(税込）

株式投資の基礎を再確認し、投資成果を大きく改善する考え方や施策・手法など
をより具体的に分かりやすく解説。今話題のトピックスなども交えてお話しします。

ハイレベルな手法で投資成果を高める
実践型株式投資
10～3月（全6回）第2水曜15：30～17：00　15,510円（税込）

毎日を楽しく健康的に前向きに過ごせるよう、さまざ
まな不調を自分でケアできる精油やハーブの活用
法を紹介します。

フランスでは医療現場でも活用されているアロマテラピー。本場フランス
で学んだ講師が、精油の成分がもたらす働きとハーブがもたらす心理的
効果を、毎回実習を交えて指導します。

フランス式メディカルアロマテラピー
日仏フィト・アロマテラピー協会代表 
若子あや子ほか
10～3月（全6回）第2木曜18：30～20：00
15,510円（税込）※教材費別途

不安脱出アロマテラピー
10～3月（全6回）第4水曜10：30～12：00　15,510円（税込）※教材費別途

ドイツメディカルハーブの基本を学び、ハーブを楽しむ講座です。ハーブの
効能を味わい、感じ、納得して、自宅で生かすことができるよう楽しみなが
ら学びます。

ドイツ植物療法を基本に、毎回有機ハーブを飲みながら、支配星、ハー
ブ、自分との関係を見つけていきます。

有機農法・無農薬ドイツ直送ハーブで学ぶ
ドイツメディカルハーブの基本と応用
日本メディカルハーブ協会認定校らぼぞう校長 木之下惠美
10～12月（全3回）第3木曜13：00～14：30
7,755円（税込）※教材費別途

有機農法・無農薬ドイツ直送ハーブで学ぶ
ドイツメディカルハーブと占星術と
10～12月（全3回）第3木曜18：45～20：15　7,755円（税込）※教材費別途

「似合う色＝パーソナルカラー」を取り入れ、美しい姿勢を身に付け
て、あなたの魅力が劇的にアップする方法をお伝えします。

人にはそれぞれ生まれ持ったラッキーカラーがあります。新たな年を明るく幸せに迎え
られるよう、幸運を引き寄せるラッキーカラーを取り入れた生活のヒントをお伝えします。

あなたの似合う色パーソナルカラーからわかる
自分らしい輝き方
Seo Total Academy代表 瀬尾姫民
11～3月（全5回）第4土曜10：30～12：00
16,775円（税込）※教材費別途

開運招福！ 2023年＆あなたのラッキーカラーと秘密のメソッド
10月22日（土）10：30～12：00　3,355円（税込）

五感を相互的に生かすアロマハンドトリートメン
トで、疲れた脳を元気にして、日 を々楽しむ心身
を取り戻しましょう。2級・1級の同時受講も可。

脳と身体の疲れをとる
アロマハンドトリートメント
アロマハンドトリートメント協会理事長
木之下惠美
【2級】10～3月（全6回）
第3木曜15：45～17：15
14,850円（税込）
【1級】10～3月（全6回）
第1木曜15：45～17：45
15,510円（税込）
※いずれも教材費別途株式を預金のように蓄えて資産形成する「株

式貯蓄」は、安定成長企業と好配当企業への
堅実投資です。少額投資（例：1株3,000円）で
得意銘柄をつくり、資産形成を始めませんか。

株式貯蓄のススメ
得意銘柄で
資産形成
若葉マーク株式投資代表
福沢隆雄
10～12月（全3回）
第1土曜
10：00～12：00
11,550円（税込）

昔から親しまれてきた日本文化「お香」。伝統的
な煉香（ねりこう）から、今でも親しまれている匂
い袋などを楽しみながら作ります。

はじめての
お香づくり
香源店主
菊谷勝彦
10～3月
（全6回）
第4月曜
10：00～11：30
28,710円（税込）
※教材費含む

効率よく緊張を緩和して不安やストレスを取り
除き、集中力を高め、能力の向上にもつながる
心理・生理学的な方法を学びます。

自律訓練法
心と体をリフレッシュ
東京心理教育研究所専任講師
千葉伸子
10～2月
（全5回）
第4土曜
10：00～11：45
15,675円（税込）

教
室
視
聴

あり

9月26日（月）11：00～12：00無料説明会※要予約

たの

い

写
真

稲垣智仁

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数

女
性
限
定

中国茶は疲れた体や気分をゆったりさせてくれ
ます。それぞれのお茶に合ったおいしい入れ方を
中心に、中国茶にまつわる話題を紹介します。

中国茶とお菓子を楽しむ
6カ月で35種のお茶と月替わりの
お菓子を味わう
中国茶研究会梨雲主宰
足利暢厚ほか
10～3月（全6回）
第4木曜
15：30～17：30
16,830円（税込）
※教材費別途

一見難しそうなドリップコーヒー。実はこつを抑
えるだけで、自宅でも簡単に本格コーヒーが楽
しめます。コーヒーの知識や入れ方を学びなが
ら、自分だけのブレンド作りまでを学びましょう。

おうちで簡単！
本格コーヒーの淹れ方
Café HONEY CALMヘッドバリスタ
吉田勇貴
同ヘッドロースター
奥田佑哉
10～12月（全3回）
第1水曜13：00～14：30
7,755円（税込）※教材費別途

睡眠の基礎知識を学び、スーパーボールを使
用したセルフケア法や快眠体操など、眠れない
人が実際に試して効果が高かった睡眠改善の
実践法を用い、眠れるカラダを目指します。

ぐっすり快眠できるカラダを目指す
おねむりトレーニング
日本快眠協会
おねむり認定講師
川添由起子
10～12月（全3回）
第4木曜10：00～12：00
7,755円（税込）
※教材費別途

アロマテラピーは植物（ハーブ）の香りを使った
自然療法です。科学物質を使わない時代に
戻って、ケアする方法を学びながら、毎回日本
の精油を取り入れた自分のためのオリジナル
グッズを作ります。

日本の和精油で快適アロマライフ
日本アロマ環境協会認定アロマセラピスト 本田ミカ
10～3月（全6回）
第1月曜
13：00～14：30
第3水曜
19：00～20：30
各14,850円（税込）
※教材費別途

大型モニターを見ながら、マス計算や瞬間記憶
など頭のストッレチ運動で、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
10～12月
（全3回）
第4月曜
15：30～16：30
6,105円（税込）

スマホのお絵描きアプリの使い方を学びなが
ら、インスタグラムへの投稿、LINEスタンプや
Tシャツ、マグカップなどオリジナルグッズの作り
方を学びます。

スマホde
お絵描き講座
似顔絵デザイナー
中村 剛
クリエイター
柏本美百合
10～3月（全6回）
第2水曜18：30～20：00
17,490円（税込）

天地宇宙大自然の摂理に沿った信頼度抜群
の運命学であり、天地神明の心理に沿った最
高至上の占いです。易学を主として学び、その
中に四柱推命も挟みます。

易占と四柱推命
太極運命学会会長
梅岡大圓
10～12月
（全6回）
第1・3火曜
15：30～17：30
13,530円（税込）
※テキスト代別途

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。

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
10～3月（全6回）
第4水曜13：30～15：00
18,480円（税込）
※テキスト代別途

女
性
限
定

無料アプリ「Pageｓ」を使って、写真入りの年
賀状と卓上カレンダーを作ります。普段、イン
ターネット程度しか使っていない人でも受講でき
る初心者向けクラスです。

iPadで年賀状と
卓上カレンダーを作る
ぱそメイト講師
藤永牧子
10～12月（全3回）
第1木曜
13：30～15：00
8,415円（税込）
※教材費別途

登録料不要

女
性
限
定

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～金曜 9：30～19：00、土曜9：30～18：30、日曜9：30～16：00

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

ヒロバス

3

マークは講座のZoomライブ配信を行います。
講座表内の料金は税込表記です。◎印は、20歳以上対象講座です。 ★印は、女性限定講座です。 

一部の講座を除き、見学が可能です。別途教材費が必要な講座があります。使用写真は一部イメージを含みます。
は教室の大型スクリーンでライブ配信の視聴が可能です。詳細はお問い合わせください。教室視聴あり

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


