
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
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「般若経」を注釈する本「大智度論」を読み進めま
す。ブッダの伝記や難解な仏教語の説明など、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
10月23日（日）
13：00～15：00
3,080円（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
10月22日（土）
13：00～14：30
2,750円（税込）

ムソルグスキーの「ボリス・ゴドゥノフ」は、皇帝の非常な
独裁者の姿と恐怖におののく人間が描かれています｡
ロシア・オペラの悲劇の物語と音楽を解説します｡

玉木正之の新オペラ入門講座
プーチン大統領の悲劇!? 
ロシア･オペラ徹底解説
音楽評論家 玉木正之
11月26日（土）
13：00～15：00
3,025円（税込）

昔のままの風物や人情と出合える地方旅。90年代末から韓国
全土を歩いてきた紀行作家が、地方都市や田舎町の魅力を伝
えます。

済州、木浦、全州、大邱、慶州、江景、堤川、江陵…
韓国「地方旅行」の魅力、教えます
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
12月18日（日）15：30～17：00
2,640円（税込）

テレビでおなじみの安藤社長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
12月16日（金）、17日（土）
8：30～12：30
各6,105円（税込）
会場：柳橋中央市場（名古屋市中村区名駅）

名古屋名物の1つにもなっていますが、日
本各地でも独特なういろうがあります。うい
ろうの元祖である販売店の歴史を主軸
に、それぞれの地域での歴史や販売店を
紹介します。試食もしていただきます。きっ
と、ういろう巡りの旅に行きたくなります。

和菓子講座 ういろう
和菓子研究家 水無月 晴
10月9日（日）
13：30～15：00
3,520円（税込）

自分が出合いたいパンはどんなパンか？
全国のおいしいパンをくまなく食べた経験
から、おいしいパンに出合う“コツ”をお伝え
します。お土産付き。

おいしいパンに出会うコツ
今のパンを知る編
パンマルシェプロデューサー 
石臥博代
11月13日（日）
13：30～14：30
3,795円（税込）

江戸時代の古地図を片手に、現代の城
下町と江戸時代の町割りが合致してい
る箇所を巡ります。

古地図を片手に“今も昔も城下町”
蘇った犬山城下町物語
ツアー・ステーション代表取締役 
加藤広明
10月18日（火）10：00～12：00
2,750円（税込）
※交通費等別途

現在は「睡眠時無呼吸」が正式名です。成人のみ
ならず小児にも発生し、病態生理や出る症状もそ
れぞれ違います。診断や治療について、分かりやす
く解説します。

藤田医科大提携講座
睡眠時無呼吸症候群
―小児から成人まで
藤田医科大教授 中田誠一
10月8日（土）10：30～12：00
2,035円（税込）

自分で地元の古城を探査できるように、
城郭用語や歴史など知識を習得し、愛知
県にある城跡の巡り方を学びます。

愛知の古城、城跡
“ひとりフィールドワーク”の
楽しみ方
戦国史跡ナビゲーター 
七種英康
9月24日（土）15：30～17：00
2,090円（税込）

大丈夫、上手に話そうと思わなくていいん
です。人の心にふんわり寄り添って、つい
つい話が進んでしまう人、あなたの周りに
いませんか？そんな心が触れ合うトーク術
を学びます。

心がほどけるトーク術
フリーアナウンサー 
安原幸子
12月3日（土）
10：30～12：00
2,585円（税込）

会話が長続きしない人にお薦め！社会心
理学を学び、誰とでも会話が続く雑談上
手になるこつを伝授します。

たった2日で対人力を磨く！
誰とでも雑談が続く心理会話術
社会教育士 
青嶋宮央
11月20日、12月18日（日）
10：00～12：00
5,610円（税込・2回分）

1～31には自然界の暗号メッセージのよ
うなものが含まれています。 自分の誕生日
に込められた自然界のメッセージを知っ
て、幸運体質を手に入れてみませんか。

生まれ日の数字と干支の話
易道協会会長 
佐々木寿香
10月6日（木）
15：00～17：00
3,300円（税込）

物があふれる仕組みや具体的な収納方法、
片付けられない心理の理解、時間やお金、
行動の整理についても考えます。

片づけ収納マイスター
２級認定講座
片づけ収納マイスター認定講師 杉 千郷
10月14日（金）
10：00～16：00
19,855円（税込）
※教材費・認定料含む 遺産分割・節税対策、老朽アパート・30年

一括借上げのワナ。講師著「新版：高齢
期を安心して過ごすための生前契約書＋
遺言書作成のすすめ」（日本法令）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
11月11日、25日（金）
13：00～14：30
5,170円（税込・2回分）

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
11月5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

マビックミニを使って基本操作を室内でレ
クチャーします。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
①9月25日（日） 
②11月27日（日）
10：00～16：00
（休憩含む）
各9,955円（税込）

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。ここ数年で劇
的においしくなりました。日本ワインに合うおいしいチーズも紹介します。

今飲んでおきたい 日本ワイン ソムリエ 青木龍二
11月13日（日）10：30～12：00　
12月11日（日）①10：30～12：00②13：00～14：30 各4,785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「ワインを美味しく飲む方法」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
11月13日（日）13：00～14：30　4,785円（税込）

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、小池さよみ
10月23日（日）
【初心者】10：30～12：00
　　　　2,805円（税込）
【経験者】13：00～15：00
　　　　3,355円（税込）
※いずれも教材費別途

昆虫一番人気のオオクワガタの魅力と
不思議について、オオクワガタ採集名人
から学びます。幼虫を菌糸ボトルに入れて
大きく育てます。

黒いダイヤ オオクワガタを育てよう！！
幼虫から成虫になるまで観察
くわがた村代表 野平英一郎ほか
10月2日（日）
13：30～15：00
3,355円（税込）
※教材費別途

各人の年々の吉凶を左右する星めぐりに
合わせた石をお選びして念珠を作り、本
尊千手観音様にご祈祷します。

知多の岩屋寺で
運を開き福を招く うでわ念珠作り
尾張高野山総本山岩屋寺住職 
後藤泰真
12月11日（日）
13：00～15：00
4,455円（税込）

はんこで好きな色や組み合わせのオリジ
ナル御朱印帳を作ります。凝ってもシンプ
ルでも自由に！

消しゴムはんこ御朱印帳
画家 
フジイフランソワ
11月28日（月）
13：00～16：00
2,805円（税込）
※教材費別途

有松・鳴海絞りの技法の一つ、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
10月28日（金）
13：30～15：30
3,465円（税込）

小さな丸いデージーが2つ並んだかわいら
しいコサージュを作ります。オフホワイト、黄
色、ピンクの3色からお選びください。

まん丸デージーの
コサージュ
染め花Horry 
矢野仁代
10月24日（月）
13：00～15：00
1,705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、
パフュームボトルのアレンジを作ります。

レカンフラワー
レカンフラワー本部講師 
河合郁子
10月28日（金）
13：00～14：00
2,255円（税込）
※教材費別途

作る工程も楽しい、とメディアやSNSで話題
沸騰。タフティングガンを使って布に毛糸を打
ち込んでラグを作ります。気軽で実用的なチェ
アパッドを作ります。

海外でもブーム！ 大人気アート手芸
タフティング【入門編】
ALLDAY Tufting Workshop 加藤卓治
①10月11日②11月15日③11月22日
いずれも火曜18：00～20：30
各15,070円（税込）

紙バンドを「切る・裂く・貼る・編む」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
街のケーキ屋さん
D*taste紙バンドミニチュア講師 鈴木能封子
10月10日（月）
13：30～16：30
2,255円（税込）
※教材費別途

初めてお花を生けてみたい小中学生向
け。クリスマスまで楽しめるよう、そのままド
ライフラワーになる花材も使用したすてき
な作品です。一緒に楽しみましょう！

こどもいけばな教室
ハッピークリスマス
華道石田流家元 石田巳賀
12月11日（日）
13：00～14：00
4,180円（税込）

60～80年代にかけてソウル・ミュージック
とともにクラブから生まれ、世界中に広
まったディスコダンスを、懐かしい曲を聴き
ながら現役プロダンサーが指導します。

ＪＩＮ先生と踊るソウルディスコダンスを楽しむ
ウルトラ初心者
プロディスコダンサー ＪＩＮほか
10月23日（日）
14：00～15：00
2,827円（税込）

健康のためにたくさん歩くことが良いと思っ
ていませんか。日ごろの姿勢や歩き方を見
直し、新たに日常で実践できるストレッチ法
や効率よく、誰でも続けられるウォーキング
法を楽しく学びます。

10分からはじめる小走りウォーキング
アスリートウォーキング協会認定講師 上田美和
10月22日（土）
【初心者】12：00～13：00
【経験者】13：30～14：30
各2,805円（税込）

基本的なフォームから正しい動きを身に付け
るためのトレーニングを実践。子どもにかけっ
こを教えたい人などにお薦めです。

正しい「走り方」を学んだことはありますか？
大人のかけっこ（短距離走）教室
ACEコンディショニングトレーナー 
五十嵐茂幸
11月19日（土）
13：00～14：15
2,585円（税込）

マッサージではほぐすことのできない肩甲骨
周りの深部の筋肉を自ら動かすことで血流
促進、肩凝り解消、バンザイの動作がしや
すくなり、姿勢が良くなる効果もあります。

スロー筋トレ特別編
セルフでできる肩甲骨はがし
健康運動指導士、姿勢健康アドバイザー
西口雄生
10月8日（土）
13：00～14：30
2,585円（税込）

心静かに呼吸を整え、ゆったりとしたヨガで
疲れた体をほぐし、ヒーリング楽器から響く心
地よい音で心と体から安らぎを引き出しま
す。自分だけの癒やし時間を楽しみましょう。

響音で癒し空間
週末のリラックスヨガ
東山ヨガ道場講師 桑原かなえ
11月12日（土）
10：00～11：30
2,385円（税込）

間違った身体の使い方を床に寝て直すフラン
スバレエの伝統技術を体験してみませんか。

180度開脚を作るための
フロアバレエ
元チャイコフススキー記念東京バレエ団 
佐々木達也
10月15日（土）
【左右開脚編】13：00～14：00
【前後開脚編】14：15～15：15
各3,025円（税込）

怪我や入院により低下した体力を日常レベ
ルに戻すためのトレーニングを一緒に行い
ましょう。四肢を動かしにくい人に対してもスト
レッチなどをお伝えします。8名限定。

介護予防少人数レッスン
ACE代表、コンディショニングトレーナー 
玉田鷹士
11月11日（金）
12：00～13：15
5,500円（税込）

加賀友禅は、加賀五彩を基調に、写実的な草花模様など絵画
調の柄いきが特徴です。その歴史や製作工程、作家の作品づ
くりへの思いをお伝えし、ハンカチ、トートバッグ、巾着袋に絵付け
体験します。

加賀百万石武家文化に花開いた
500年続く加賀友禅を体験する
加賀友禅伝統工芸士 濱田泰史
協同組合加賀染振興協会事務局長 中川聖士
11月11日（金）13：00～14：30
2,200円（税込）※教材費別途

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
①11月5日（土）15：30～16：30　②11月6日（日）16：00～17：00
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
11月5日（土）14：00～15：00　2,750円（税込）

サンプルの元絵を撮影して取り込み、色塗
り体験し、データ化するところまで行います。

「中日こどもウイークリー」共同企画
スマホdeお絵描き 
スマホアプリで作るクリスマスカード
似顔絵デザイナー 中村 剛
クリエイター 柏本美百合
12月11日（日）13：00～14：30
2,255円（税込）

仏像の制作と修復を仕事とする宮木さんと、奈良
国立博物館でずっと仏像と過ごしてきた西山さん
が、仏像の魅力を語り合います。

仏像を造る、仏像を直す、
仏像に会う
仏像彫刻・修復家 宮木菜月
奈良国立博物館名誉館員 西山 厚
10月8日（土）10：30～12：00
3,850円（税込）

明治10年創業以来、145年という長きにわたり、
多くのお葬式に携わらせていただいてきました
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
10月20日（木）10：00～12：00
無料（要予約）

表装したい作品（色紙～半紙サイズ）を
お持ちいただき、基本の裏打ちを体験い
ただきます。道具類は貸し出しあり。

表装教室
裏打ち体験
彩古堂表具師 
筒井俊雄
10月25日（火）
12：30～14：30
2,255円（税込）

卯年の守り本尊やウサギにまつわる神社
仏閣など神仏のご利益の話に加え、仏
教の占星術で新年の占いにもふれます。

新年の招福とご利益
仏教からのアプローチ
名城大非常勤講師 
齋藤 滋
12月7日（水）
15：30～17：00
2,805円（税込）

熾烈な権力闘争が繰り返され、日本中で
まれに見るほど戦いと陰謀が巡らされた
時代。北条氏はどのようにして武士主導
の政治体制を生んだのか。独創的かつ
圧倒的な「井沢史観」で徹底解説します。

鎌倉幕府と北条氏、
そして承久の乱へ至る分岐点
作家 井沢元彦
3,850円、会員3,575円（いずれも税込）
配信期間：12月末まで

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
11月12日（土）
【初心者】13：00～14：00　
【経験者】14：30～15：30
各2,387円（税込）
2回通し3,377円（税込）

長引くマスク生活で低下しているのが呼吸力
です。「背伸ばし体操」「新聞棒ストレッチ」の清
水さんが開発した真呼吸ストレッチで免疫力を
アップ。弱った心と体の元気を取り戻します。

弱ったカラダが３分で復活する！
真呼吸ストレッチ&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
11月14日（月）
13：30～15：00
3,355円（税込）

日本の伝統を通じて、正しいお辞儀など
美しい所作を習います。受験対策にも適
しています。親子でご参加ください。

舞踊講師が教える
こどもお作法、マナー教室
（親子参加）
花柳流師範 花柳磐優ほか
①9月21日（水）②9月28日（水）
18：30～20：00
各2,255円（税込・2名分）

えと
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20歳
以上

対
象

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

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、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

ヒロバス
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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
催

マークは講座の録画配信を行います。詳細はお問い合わせください。

よみがえ


