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マークは講座のZoomライブ配信を行います。 は教室での対面講座も行い、 詳細はお問い合わせください。教室同時開催 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

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）がついに科学観測を開始しました。早速、初
期観測データが公開され、史上最大の宇宙望遠鏡によってもたらされた精細な深宇
宙の写真や、初めて見る超遠方銀河のスペクトルには世界中の天文学者が驚かされ
ました。JWSTが覗かせてくれるであろう銀河の誕生と、それに伴って起こった宇宙の再
電離と呼ばれる相転移現象について見ていきます。

ジェイムズ・ウェッブ
宇宙望遠鏡で迫る
銀河の誕生と宇宙の相転移
名古屋大特任助教 柏野大地
10～11月（全2回）
第4日曜10：00～11：30
6,600円（税込）

台所にある身近な薬膳素材の効能、知
識を学び、健康を保つためのヒントを探り
ます。

身近な薬草と薬膳
食と健康を学ぶ
岐阜生物多様性研究会
代表 
田中俊弘
10/27、11/24、12/22、
1/19、2/23、3/16（全6回）
木曜10：00～11：30
16,170円（税込）

寝屋川市の文化財建築や嵯峨野の紅葉の
名所「鹿王院」と「千光寺」、そして国宝十一
面観音立像を納めた「聖林寺」と木造十三
重塔が威光を放つ「談山神社」を訪ねます。

大阪・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
10/25（火）、11/25（金）、
12/23（金）12：30～15：30
9,075円（税込・3回分）

日蓮を慕い、法華経を生活の根本としてい
た法華衆の絵師や職人たちは、どんな作
品を残したのか。信仰と造形の知られざる
関係に迫ります。琳派と浮世絵、そして西
洋で生まれた印象派の意外な接点とは？

日蓮生誕800年記念
法華衆の芸術
琳派から現代アートまで
美術史家 高橋伸城
10～3月（全6回）
第4水曜13：00～14：30
16,830円（税込）

モーツァルトやショパンなど有名な作曲家
の生涯をたどり、それぞれの作曲家がお互
いどのように関わっていたのかを、グランドピ
アノの生演奏を交えて楽しくお話しします。

名古屋音楽学校共催
大作曲家の生涯と、そのつながりを探る
名古屋芸術大名誉教授 河原元世
10～12月（全3回）
第3月曜10：30～12：00
10,131円（税込）
会場：名古屋音楽学校
　     （地下鉄栄駅より徒歩5分）

めったに見ることができない幻の名作音楽
映画を詳しい解説付きで鑑賞します。

名作音楽映画鑑賞講座
オペラ研究家 都築義高
10～12月（全3回）
第2火曜13：00～15：30　7,755円（税込）

歌と踊りで大活躍したフレッド・アステアの「コンチネンタル」「バン
ド・ワゴン」など華麗な名場面集を紹介。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
11月18日（金）13：00～15：00　2,200円（税込）

能楽の大成者、世阿弥が遺した伝書「風
姿花伝」を分かりやすく読み解き、その神
髄に迫ります。「初心忘るべからず」「秘す
れば花なり」など、よく知られている言葉も
世阿弥の説いた名言です。

風姿花伝を愉しむ
伝承文化研究センター所長 
林 和利
10～12月（全3回）
第2金曜
10：30～12：00
7,755円（税込）

墨線の美しさを十分に発揮させ、流麗で
表情豊かな美の世界を完成させた平安
から鎌倉時代の仮名の優品・名品を取り
上げ鑑賞します。

かな古筆の名品をたずねて
名古屋経済大教授 
四辻秀紀
10～3月（全6回）
第3月曜
13：00～14：30
16,830円（税込）

志貴皇子の歌は透明感あふれる歌とし
て知られ、しかも「絵」としてある、見事な詠
みぶりです。「萬葉（まんよう）集」に6首しか
残りませんが、萬葉の第2期を代表する歌
人と位置付けます。その歌工房の秘密を
明らかにします。

万葉の歌びと 志貴皇子
三重大名誉教授 
廣岡義隆
10～3月（全6回）
第2水曜
13：00～14：30
15,510円（税込）

連句とは、詠者が読んだ俳句（初句）に対
して他の詠者が次の句を連ねていく文芸
で、芭蕉はこれを本業としました。芭蕉の作
品を例に連句の魅力を味わいます。

芭蕉の連句を読む
獅子門道統
俳文学会会員 
大野鵠士
10～3月（全6回）
第4火曜
13：00～15：00
15,510円（税込）

心の幸せにつながる法話の後、「般若心
経」を写経します。お釈迦様が説かれた教
えを端的に示した言葉が「仏教語」です。
数限りない仏教語の中から、特に大切だ
と思われる言葉を解説します。

写経と法話
臨済宗妙心寺派
耕雲院住職 
服部雅昭
10/3、11/7、
12/5、2/6（全4回）
月曜15：30～17：00
10,340円（税込）

円空は、江戸時代に庶民の間を巡り、膨
大な数の神仏像を彫り遺しています。個
性あふれる円空仏の本質を研究し、その
系譜をたどり、日本における庶民の文化と
信仰を探ります。

円空仏の系譜
円空学会理事長 
小島梯次
10～3月（全6回）
第2土曜
15：15～16：45
15,510円（税込）

地中海は現代文明の発祥の地であり、
美術・工芸品においても絢爛たる宝庫と
なっています。現代の作品をもしのぐよう
な美的感覚は、人類そのものの性格を
見せてきます。その展開をたどります。

地中海、絢爛の美術の
織りなす世界
岐阜大名誉教授 
小澤克彦
10～3月（全6回）
第3土曜13：00～14：30
15,510円（税込）

テーマや主人公のキャラなど受講生そ
れぞれの個性は直さず、文章、創作技
術のこつを教示して、誰もがプロ並みの
テクニックを持てるよう指導します。

小説の書き方入門
独自の文体を手にして、プロの作家になろう
小説家、元名古屋芸術大文芸コース教授 
荻原雄一
10月開講
第1・3金曜
19：00～20：30
16,830円
（税込・6回分）

日本人の生活様式や考え方の奥深くに
存在し続けてきた神道は、日本古来の
固有の民族信仰といわれます。その古
代から現代に至るまでの歴史を通史的
に学んでいく神道史の入門編です。

神道史入門
神と日本人との歴史をひもとく
皇學館大助教 
髙野裕基
10～2月（全5回）
第3火曜10：30～12：00
13,750円（税込）

地震は、プレートテクトニクスという地
球全体の動きに伴い、世界中で発生し
ています。宇宙からの観測や海底観測
といった科学技術のフロンティアから
分かってきた知見、南海トラフ地震の仕
組み、臨時情報や備えもお話しします。

地震を理解する
名古屋大環境学研究科長・教授 
山岡耕春ほか
10～3月（全6回）
第1日曜
10：00～11：30
15,510円（税込）

はるばるシルクロードを経て、わが国へ
と伝わった仏像。なじみ深い国宝・重文
などを例に、基本知識から見方まで詳
しく解説します。

仏像の見方
美術史家
米田孝仁
10～3月（全6回）
第3金曜
10：00～12：00
14,850円（税込）

濃尾一帯に展開する古神社（延喜式
以前）およびその祭神の分布から、当
該地域の古代像を描いていきます。濃
尾古代像を描く上で重要なテーマにも
触れていきます。

在野一生の草枕古代史
古神社で描く濃尾の古代像
尾張・美濃地域古代史研究家
在野一生
10～3月（全6回）
第3土曜
15：30～17：00
16,500円（税込）

長い弥生時代を経て始まった古墳文化
が一応の確立を果たした4世紀は、正確
な史料が欠如した空白の世紀と呼ばれ
てきました。どのような社会や文化を持つ
時代だったのかを古墳を手掛かりにひも
といていきます。

日本古代国家の形成史
謎の４世紀史を探る
元名古屋女子大教授 
丸山竜平
10～3月（全6回）
第4火曜
10：00～12：00
15,510円（税込）

数ある信長公記の中でも最も信頼性
が高いと言われている資料を使い、信
長の動きを見て、戦国時代がどのような
ものか、その時代背景などを探っていき
ます。

太田牛一の自筆本で
読み解く信長公記
元岐阜県歴史博物館職員 
吉田義治
10～12月（全6回）
第2・4金曜
10：30～12：00
16,170円（税込）

名城あるところに銘菓あり。毎回、城ゆか
りのお菓子を紹介しながら、その城が描
かれた絵を鑑賞し、歴史や構造を学びま
す。お菓子の持ち帰りあり。

銘菓と名画でめぐる
日本の名城
城と城下町案内人 
大野鵠士
10～3月（全6回）
第1火曜
13：00～14：30
16,830円（税込）

西ノ京の古寺のうち、天武・持統天皇
ゆかりの薬師寺を取り上げ、その創立
事情や上代美術の名品の数 を々紹介
し、詳しく解説します。

奈良大和路の古寺・古仏
龍谷大非常勤講師 
中野 聡
10～3月（全6回）
第4土曜
10：30～12：00
16,830円（税込）

遠かった歴史上の人物が身近な人に
変わります。美しい画像を見ながら、奈良
の本当の歴史がよく分かる人気講座で
す。

奈良の風に
吹かれて
帝塚山大客員教授 
西山 厚
10/29、11/26、
12/24、1/21、
2/18、3/18（全6回）
土曜
13：00～14：30
16,830円（税込）

江戸切絵図は、大名屋敷の家紋、坂の
名前の書き方、それぞれに意味がある、
いわば“生活情報地図”です。一緒に江
戸の町を探索していきましょう。

おもしろ江戸文化発見
「切絵図」を読む
江戸文化研究家 
佐藤孔亮
10～3月（全6回）
第3金曜
13：00～15：00
15,510円（税込）

都市計画の専門家の視点で、地名を
取っ掛かりにして、名古屋の各地域の
知られざる歴史を掘り起こします。

知られざる名古屋の物語
名古屋都市計画ものがたり
OASIS都市研究所
代表 
杉野尚夫
10～3月（全6回）
第2木曜
13：30～15：00
15,510円（税込）

日本史がうろ覚えになってしまった人に、新聞
などでよく聞く話題が理解できるようお話しし
ます。

新出史料、考古学成果著しい日本史を学び直しませんか。現
在の高等学校日本史教科書に準じながら（ときには脱線し
て）、最古の時代から日本史を講じます。

もう1度学びなおそう！ 日本の歴史
京都女子大非常勤講師 中村武生
10～3月（全6回）

ヨーロッパの中にはほとんど知られていない小さな国もありま
すが、それらの建国史はヨーロッパそのものの性格を表してい
ます。全ての国を紹介していきます。

全ヨーロッパ諸国の建国史
岐阜大名誉教授 小澤克彦
10～3月（全6回）
第1火曜10：30～12：00 
15,510円（税込）

「ゲルマンの神々の名前」のいくつかは、英語の「曜日」の名前
に生きています。どんな神々であったのか、ワーグナーの楽劇
「ニーベルンゲンの指輪」の舞台も参考に、数奇な運命を見
ていきます。

北欧ゲルマン神話の壮絶な世界観
10～3月（全6回）第4水曜13：00～14：30 　15,510円（税込）

歴史的観光都市である京都には多く
の神社があり、たどってきた歴史もさまざ
まです。その中からいくつかの社を選び、
その歴史の不思議をひもといていきま
しょう。

京都不思議マップ
知られざる京都を歩く
京都教育大名誉教授 
西山 克
10～3月（全6回）
第4土曜
13：00～14：30
16,830円（税込）

「話が分かりにくい」と言われる人におすす
め！ロジカルとは正論を述べるのではなく、
分かりやすく説明すること。話のポイントを
絞るこつなど、短く即答することに慣れて
いきます。論理的に話す方法を学びます。

説得力が劇的に変わる話し方
短く理論的に伝える！
社会教育士 青嶋宮央
10～3月（全5回）
※2月休講
第1土曜10：00～12：00
12,375円（税込）
※教材費別途

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。17年間悩み続けたあがり症を克服し
た講師がやさしく具体的に指導します。

あがり症・話しベタさんのための話し方
（監修）あがり症克服協会理事長 鳥谷朝代
同協会認定講師 山口伸一郎
10～3月（全6回）
第4日曜
13：00～15：00
18,810円（税込）

初心者の人でも知識無用で自分の味
覚・感性でいろいろなワインのスタイル
を体験できます。

世界のワインを楽しむ
ワインテイスティング
Papa Baffone
マスターソムリエ 
牛田晃稔
10～3月（全5回）
※11月休講
第1土曜14：00～15：30
31,625円（税込）
※ワイングラス代別途巻き寿司の切り口から飛び出すかわい

いデザインのキャラクター。お弁当や
パーティーに楽しい飾り巻き寿司を作
りませんか。

みんな笑顔に！
飾り巻き寿司を作ろう
川澄飾り巻き寿司協会飾り巻き寿司公認講師 
牛田純子
10～3月（全6回）
第2月曜
10：00～11：30
15,510円（税込）
※教材費別途

おいしい紅茶の入れ方をはじめ、産地別
の特徴や歴史などを学びながら紅茶を楽
しみます。ティーテーブルのマナーもレク
チャーします。

紅茶 おいしさを究める
紅茶塾DAGU主宰ティーアドバイザー 
村井美千代
10月開講、1年講座
第1水曜18：30～20：00
第4日曜10：30～12：00
第4火曜10：30～12：00
各16,830円（税込）※教材費別途

基礎操作から学ぶ超初心者のためのクラスです。使えるアプリを
探して、日常生活に活用しましょう。

中高年のスマホ講座
フロリエードジャパンパソコン代表 浅尾孝信ほか
10～12月（全6回）第2・4水曜13：00～14：30
21,450円（税込）

スマホデビューしたばかりの人や、LINEを使ったことのない人を
対象に「トーク」、「友だち登録」など基本的な使い方から、さまざま
な使える機能まで学びます。

中高年のスマホ講座 LINE編
10～12月（全6回）第2・4水曜14：45～16：15
21,450円（税込）

東北・北陸地域では、主に冬の暮らしの
備え、生きる知恵の結晶として、それぞれ
独自の食文化として脈 と々受け継がれ、
愛されてきた発酵食。そんな個性豊かで
暮らしの息遣いを感じる、奇跡の発酵文
化を5県がリレーしてお届けします。

福井、石川、岩手、秋田、青森県協力講座
発酵文化を学ぶ 地域に根付く発酵食
郷土料理研究家 佐々木京美ほか
10/21、28、11/18、25、12/16（全5回）
金曜15：30～17：00
11,000円（税込）

パソコンも時代とともに進化・変化し続け
ています。初心者にも分かりやすく、
Word、Excelを学習しながら、パソコンの
いろいろな操作、機能をマスターします。

中高年のパソコン塾
フロリエードジャパン
パソコン代表 
浅尾孝信ほか
10～12月（全6回）
第1・3木曜
10：00～11：30
21,450円（税込）

混色と重色の違いや、エクステンダー（無
色透明なクレパス）の効果的な使い方、
クレパスを盛り上げたり引っかいたりする
技など、テーマに沿って、より奥深い応用
技術を伝授します。

クレパス画探検隊
中級・経験者コース
油彩画家 りきやす
10～12月（全3回）
第3土曜
13：30～15：30
8,085円（税込）

冠婚葬祭のマナーや年中行事、折形・包
み結びについてなど、現代の暮らしに生
かせる作法や考え方を、実践を交えて学
びます。

美しいふるまいと心づかいを学ぶ
小笠原流礼法入門
小笠原流礼法師範 
金井菱恵
10～12月（全6回）
第2・4日曜
10：00～12：00
13,530円（税込）

茶道はまったく初めてという人にお薦めの
講座です。初歩的な作法から、水屋の使
い方、基本的なお点前を指導します。

初めて習う表千家入門
吉田生風庵 
吉田のりこ
角田宗松
10～12月（全6回）
第2・4土曜
18：00～20：00
17,490円（税込）

日本の伝統音楽である雅楽を楽しみませ
んか？龍笛は調整が不要で、初めての人
でも楽しく吹けます。

雅楽・龍笛
【入門～初級】
名古屋雅楽会会長 青山 傅
龍笛奏者 菊田雅巳
10～3月（全12回）
第1・3日曜10：00～12：00
【入門】名古屋雅楽会 鈴木堂弘
10～3月（全12回）
第1・3火曜18：30～20：30
各15,510円（税込・6回分）※楽器代別途

驚くほど簡単に描けるテクニックを伝授。ほ
んの少しの絵心があれば大丈夫！目の前で
描いてあげたり、プレゼントしても喜ばれます。

プロが教える即興似顔絵
初心者コース
似顔絵アーティスト 
林 みどり
10～12月（全3回）
第4水曜
15：30～17：00
7,755円（税込）
※教材費別途

動植物をモチーフにした繊細なデザイン
を、小さなはさみだけで作り出す、蒼山日菜
のモノクロームの世界。そのテクニックを
初歩から指導します。

レース切り絵
蒼山日菜の世界
蒼山日菜レース切り絵
認定講師 髙橋和子
10～12月（全3回）
第4日曜
13：00～15：00
9,405円（税込）
※教材費別途

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。

和を楽しむ
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
10～3月（全6回）
第4日曜13：00～16：00
第4月曜13：00～16：00
各20,790円（税込）
※教材費別途

樹脂粘土でかわいいミニチュアフードを作
ります。粘土の扱い方や成形の仕方の基
礎から学びます。

かわいいミニチュアフード
日本ミニチュアフード協会認定講師 
片桐 操
10～12月（全3回）
第3土曜
13：00～15：00
7,755円（税込）
※教材費別途

両手にグリップが付いた専用ポールを持っ
て歩くことで、上半身を積極的に動かす全
身運動に。通常のウォーキングよりもより短
時間で安全に運動効果がアップします。

良い姿勢を獲得！
始めてみよう！ ポールウォーキング
ACEフィットネストレーナー
柘植美沙子
10～12月（全6回）
第2・4木曜11：30～13：00
14,190円（税込）
※教材費別途

サブ4、サブ5を目指すランナーを対象に、名城
公園（北区）を中心とした市内の公園で指導し
ます。名古屋ウィメンズマラソン2023参加権付
き（参加費・事務手数料別途・本人のみ有効）。

女子マラソン
“美ジョガークラブ”
元UFJ銀行駅伝部監督
竹内伸也ほか
10～3月（全11回）
第1・3日曜
8：30～10：30
33,275円（税込）

年々、相続税がかかる法改正の動きがあ
りますので早めに適切な対策を考えましょ
う。弁護士兼税理士だからこそお伝えでき
る相続対策のポイントをお伝えします。

後悔しない相続税・遺言・贈与・信託対策
弁護士法人心・税理士法人心
（愛知県弁護士会・名古屋税理士会所属）
小島隆太郎
10～3月（全6回）
第2土曜10：00～12：00
※初回のみ第3週（10/15）
13,530円（税込）
会場：弁護士法人心本部（名古屋市中村区椿町）

現地集合・解散

たのけんらん

教
室
同
時

開
催

【原始・古代編】第3木曜13：00～14：30

国土を損傷し、敗戦国となった日本がどのように立ち直るの
か。現代との結びつきを意識しながらお話しします。

【昭和戦後期編】第3木曜15：30～17：00

各16,170円（税込）

国宝 聖林寺 十一面観音立像


