
親子でぐっすり眠れていますか？お子さ
まや家族、自分のために楽しく「眠育（睡
眠教育）」！ 足裏快眠法など、眠れるカ
ラダをつくる実践法をお伝えします。

四日市市立博物館で開催される「池田あきこ原
画展」に合わせ、絵本作家・池田あきこが創作し
た魅力あふれる物語や世界観をお話しします。

気軽に学べる、楽しめる気軽に学べる、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」を丁寧に読
み進めます。ブッダの伝記や難解な仏教語の説
明等、あらゆる事が詳しく語られる、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
4月9日（日）
10：00～12：00
3,080円（税込）

「猫のダヤン」の
不思議な魅力
四日市市立博物館学芸員 
斎田明里
4月23日（日）13：00～14：30
3,135円（税込）※チケット代含む

ドン･ファンの｢神に背いて地獄に堕（お）ちる人
生｣を､アマデウスは音楽的にも演劇的にも最高
傑作のオペラに創り上げました｡モーツァルトがこ
のオペラに懸けた情熱を説き明かします。

玉木正之の新オペラ入門講座
「ドン･ジョヴァンニ」の秘密！？
音楽評論家 玉木正之
5月13日（土）
13：00～15：00
3,025円（税込）

ニワシドリはアート作品と見間違うほどの精緻な
巣を作ります。ゾウは人間が描いたかと思える絵
を描きます。彼らは何を描いているのか、一緒に
考えてみましょう。

動物とアート
慶應義塾大名誉教授 
渡辺 茂
4月8日（土）
13：00～14：30
2,915円（税込）

旅のプランはどう作る？人混みを避けるには？一
人でも懐石料理を楽しめる？今お薦めの宿や店、
最新スポット情報とともに具体的にガイドします。

京町家旅館のマネジャーが教えます！
京都ひとり旅の楽しみ方
ライター・編集者、
ひとり旅活性化委員会主宰 
山田 静
5月8日（月）
10：30～12：00
2,915円（税込）

貞奴が建立した貞照寺を目指します。
彼女の波乱万丈の人生とは！？ゴー
ルはサクラヒルズ川上別荘で、オープ
ンカフェでのランチです。

貞照寺創建90周年記念
飛騨木曽川国定公園を
歩きながら学ぶ 
川上貞奴物語
5月19日（金）
10：45～14：30
4,730円（税込）

一気に山車を曳（ひ）き下ろす豪快な
「海浜曳き下ろし」。立川美術館を見
学し、昼食は料亭望洲楼にて。

ユネスコ無形文化遺産
亀崎潮干祭を訪ねて
5月4日（木・祝）9：30～15：00
7,920円（税込）
※食事時の
　ドリンク代、
　入館料別途

国宝茶室「如庵」の内部（入室）見
学、秘蔵の旧正伝院書院襖絵を一挙
公開。ホテル内「山車照」にて昼食。

有楽苑 国宝茶室如庵特別公開
ホテルインディゴ犬山有楽苑ランチ
ツアー・ステーション代表取締役 加藤広明
4月13日（木）、14日（金）
9：15～14：15
各13,860円（税込）
※食事時のドリンク代別途

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
5月14日（日）10：30～12：00
6月11日（日）①10：30～12：00 
　　　　　 ②13：00～14：30
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「冷やして美味しいワイン」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
5月14日（日）13：00～14：30　4,785円（税込）

ヘルシーで健康にも役立つオリーブオイル
の基礎知識や、選び方、使い方などを分
かりやすくレクチャーします。5種類のテイ
スティング、料理2品のレシピと試食付き。

知って得する、すぐに役立つ
オリーブオイル活用法
AISO認定オリーブオイルソムリエ 篠田真理
5月28日（日）10：30～12：00
2,255円（税込）
※教材費別途

徳川家康は和菓子の歴史と深い関わり
のある人物です。生誕から戦国時代を生
き抜いた歴史をたどりながら、和菓子を
味わっていただきます。

家康と和菓子
和菓子講座
和菓子研究家 
水無月 晴
5月28日（日）
13：30～15：00
3,520円（税込）

機能性食品アドバイザーによるフルーツ
セミナーを開催。免疫力を上げるジュース
と市場内にある「一力」のお弁当をご賞
味いただきます。フルーツのお土産付き。

旬のフルーツを味わう
名古屋市中央卸売市場本場婦人部連合会会長 
鈴木和子
5月16日（火）10：00～11：30
6,325円（税込）
会場：名古屋市中央卸売市場本場（名古屋市熱田区）

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
5月27日（土）、30日（火）
8：30～12：30
各7,205円（税込）

元気なうちに人生を振り返って、今より
楽しく生きるためにリニューアルする。そ
れが「お終活」です。明治10年の創業以
来、長い歴史の中で人 と々関わってきた
一柳葬具總本店が、独自の視点で今、
皆さまに伝えたいことを話します。

周りに迷惑をかけないために
「お終活」の心得
一柳葬具總本店営業推進部 会田 剛
6月7日（水）10：00～12：00
無料（要予約）

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
4月8日（土）10：30～12：00
1,155円（税込）
会員935円（税込）
協力：ブルームヒアリング株式会社サブリース契約（30年一括借上げ）問

題などの相談希望者には、無料個別相
談に応じます。著書「サブリース契約の
罠：サブリース契約で地主が『土地持ち
死産家Ⓡ』になるワケ」を贈呈。

サブリース契約の罠
地主が「土地持ち死産家Ⓡ」になるワケ
愛知総合相続相談センター所長 後東 博
4月14日、28日（金）
13：00～14：30
5,170円（税込・2回分）

ドローンに興味がある人を対象に、小型
ドローン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
6月25日（日）
10：00～16：00
9,955円（税込）

普段は入場できない収蔵車両展示エ
リアにある車両のうち、モハ63形式電
車とオヤ31形式建築限界測定車に
ついてガイドします。

リニア・鉄道館協力講座
収蔵車両公開ツアー
リニア・鉄道館副館長 藤本幸輝ほか
5月20日（土）13：30～14：30
1,650円（税込、親子ペアも可）
※入館料等別途

“黒いダイヤ”ともいわれる昆虫一番人気
の「オオクワガタ」の魅力と不思議に取り
つかれ、35年以上追い求める。見えないも
のを追いかけ、山をさまようからこそ見えてく
る世界観をお話しします。

オオクワガタに魅せられて
くわがた村村長 
野平英一郎ほか
5月14日（日）
13：30～15：00
2,530円（税込）

美白に特化した生薬を中心に生薬エキ
スをご用意。有効成分もプラスして、カス
タマイズした化粧水を作製します。

生薬美容化粧水
くるみの木主宰 
針山まゆみ
6月27日（火）
13：00～15：00
2,255円（税込）
※教材費別途

有松・鳴海絞の技法の一つ、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
4月14日（金）
13：30～15：30
3,355円（税込）

虫が苦手とされる香りを中心に好きな香り
を調合して作る虫よけアロマキャンドルで
す。香りと色は当日お選びいただけます。

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29日（木）
13：30～15：00
3,025円（税込）

麦わらに糸を通して立体を作り上げてい
く北欧の伝統装飾で、幸運のお守りでも
ある「ヒンメリ」。麦わら60本で作り上げる
ダイヤ。作りがいのある形です。

北欧の伝統装飾ヒンメリ
ヒンメリのWA 
近藤亜希
5月12日（金）
13：00～15：00
4,125円（税込）

さまざまな色のパール・天然石でお好き
なアクセサリーを作ります。本物だからこ
その満足感。見分け方やお手入れなど
もお話しします。

真珠屋さんの
パールアクセサリー講座
神戸パール・コレクション代表 所神根孝二
3月22日（水）12：30～15：00
2,805円（税込）
※教材費別途

かわいらしい小花が咲いたパールのブ
ローチを作ります。針と糸を使ってビーズ
をデコレーション感覚で刺しゅうします。

ビーズ刺しゅう
ブーケブローチ
ビーズパフェ主宰 
岡本恵子
4月13日（木）
10：30～12：00
2,255円（税込）
※教材費別途フワフワの羊毛を専用の針でチクチク刺

して、かわいいトラねこの招き猫を作りま
す。模様の形はお好みで自由につけられ
ます。

羊毛で作る☆招きトラにゃんこ
羊毛フェルト作家meimei 
箕浦メイ
5月28日（日）
13：00～16：00
2,585円（税込）
※教材費別途

初級は背中にキャンディーを背負った
「野うさぎのカバン」を。中級は実際に手
足を動かすこともできる「うさぎのマリオ
ネット風（写真）」を作ります。

バルーンアート
バルーンアーティスト 野村昌子
4月10日（月）
【初級】12：30～14：00
4,895円（税込）
【中級】14：30～16：00
5,005円（税込）

現代木目込みの手法を使う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。「こいのぼり」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
3月25日、4月8日（土）
13：00～15：00
4,070円
（税込・2回分）
※教材費別途

園芸店で見かけない厳選した植物で苔
玉作品を実習します。季節折々に花芽
や実を付け、来年も楽しめます。

苔玉作り
園芸家 
吉田 篤
4月21日（金）
13：00～14：30
1,925円（税込）
※教材費別途

雑誌やテレビで活躍のカリスマトレー
ナーによる姿勢改善エクササイズで、
「90歳でもできる」驚きの身長と視力アッ
プを実現させます。

メディアで話題
背伸ばし体操+目の体操
プロトレーナー
姿勢道普及協会理事長 
清水 真
4月9日（日）13：10～14：40
3,355円（税込）

3つのスクワットを学び、「あなたに合った
スクワット」を簡単に実施できるように指
導します。下半身を正しく使うことで、痛
みのない身体づくりを目指しましょう。

自分に合ったスクワットを見つけよう
ACE代表・コンディショニングトレーナー 
玉田鷹士
5月27日（土）
14：00～15：15
2,585円（税込）

加齢や腹部手術などで衰え、内臓が支え
られず、ぽっこりおなかや頻尿の原因にも
なる骨盤底筋群。「なりたい自分」のため
に始めましょう。男女混合クラスです。

自宅でできる 骨盤底筋群トレーニング
ACEコンディショニングトレーナー 
五十嵐茂幸
5月13日（土）
13：00～14：15
2,585円（税込）

「どんな怒りも、技を使えば解消できる」―それが
仏教の答えです。日々の小さなストレスから、生涯
つきまとう深い怒りまで、きれいに手放す技術を学
びましょう。

ブッダと始める
「怒る人生」からの
卒業式
僧侶・作家 草薙龍瞬
5月7日（日）13：00～15：00
2,915円（税込）※教材費別途

印象に関する知識を生かしたメイク法
で、いつもよりマイナス10歳を目指すシ
ニア向けの講座です。

マイナス10歳、若見えメイク講座
メイクセラピストジャパン 認定メイクセラピーアドバイザー 
星乃せい
①4月14日（金）
②5月12日（金）
③6月  9日（金）
13：00～15：00
各2,805円（税込）

お市の方は、織田信長の妹として、劇的な生涯を
送った上、「戦国一の美女」として知られ、戦国女
性の中でも最も著名な一人と言えます。しかしお
市の方の実像となると、十分に知られていませ
ん。実際にはどのような生涯を送ったのか。その実
像を紹介します。

お市の方の生涯
駿河台大教授 黒田基樹
7月30日（日）13：00～14：30
3,080円（税込）

私たちが普段何気なく食べているカレー。実はと
ても奥が深いのです。インドやネパール、エジプト
などの国々で多用されるスパイスの魅力など、画
像を見ながらお話しします。試食付き。

食の浪漫を語る
料理研究家 
伊藤華づ枝
4月19日（水）
13：00～15：00
4,455円（税込）

「75歳」という新たな分水嶺を乗り
越えるための居場所や人間関係、お金、仕事な
どとの向き合い方を提言！「リ・スターティング（再
出発）ノート」（「やりたいことリスト」、「自分史シー
ト」、「財産増減一括表」）の書き方も説明します。

75歳からの
生き方ノート
ライフ＆キャリア研究家 楠木 新
4月21日（金）13：00～14：30
3,025円（税込）

十分休んだつもりだが疲れが抜けにく
い…。免疫力の低下や普段の生活の
質を落とす原因になるさまざまな疲労を
漢方の視点から解説。使い分けや使用
ポイントも紹介します。

漢方に学ぶ、
バテない体のつくり方
薬剤師 水上嗣海
6月28日（水）10：30～12：00
2,585円（税込）

眠育
脳・こころ・からだを育てるねむりの力
日本快眠協会おねむり認定講師 
川添由起子
5月31日（水）
10：30～12：00
2,585円（税込）※教材費別途

スマートフォン体験教室
ソフトバンク認定講師

お部屋に太陽の明るさ、やる気をもたら
す本格風水サンキャッチャーを作ります。

2023年幸運を引き込む
本格風水サンキャッチャー作り
開運コンシェルジュ®協会代表 隼川昌也
同協会認定パワーストーンインストラクター 
吉永紘子
5月12日（金）
18：30～20：30
6,655円（税込）

和モダンでカジュアルにもフォーマルに
も使える、コロンとしたかわいい形のおた
ふくバッグを作ります。

おたふくバッグ
紀屋バッグデザイナー 
さかくらのりこ
4月27日（木）
13：00～16：30
4,400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マットを作りま
す。実用的なチェアパッドに仕上げます。

大人気アート手芸
タフティング
ALLDAY Tufting Workshop 
加藤卓治
3月18日（土）
①13：00～16：00 ②16：30～19：30
各15,070円（税込）

地産地消や三方良しなど、見方を変えれ
ば日本にはすでにSDGsがビルトインさ
れています。そのことを踏まえ、日本社会
が目指すべき取り組みを論じます。

幸福な人生 100年時代に向けて
未来の社会を考える―SDGsとSociety5.0の目指すもの
社会政策課題研究所所長 
江崎禎英
5月23日（火）
13：30～15：00
2,530円（税込）

ブロードウェイ・ミュージカル黄
金時代の伝説コンビ、リチャー
ド・ロジャースとオスカー・ハマー
スタイン2世の大ヒット映画の
名場面、名曲を紹介します。受
講者に映画DVDをプレゼント。

ミュージカル映画をとことん楽しむ
ロジャース＆ハマースタイン名画名場面集
オペラ研究家 都築義高
5月12日（金）13：00～15：00
2,365円（税込）

足は健康の源です。長く時
間をかける、なんとなく歩く
ことはもう卒業。身体に負
担をかけず、病気を予防で
きる歩き方を姿勢も踏まえ
て楽しく学びましょう！

健康は足から！
たった10分から始める小走りウォーキング
小走りウォーキング講師 上田美和
4月13日（木）13：00～14：00
2,255円（税込）

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
5月27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） 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
6月25日（日）14：00～15：00
2,827円（税込）

口周りの筋力を高めるトレーニングと
座ってできる体操で「良い姿勢を保つ
力」「飲み込む力」などを身に付け、快適
な毎日を過ごしましょう。

誤嚥を防ぐ「お口の体操」も
からだにやさしい シニア体操
いづみニコニコ体操会主宰 安田いづみ
6月10日（土）
13：30～14：30
2,585円（税込）

呼吸に合わせたストレッチと腹式呼吸を
交互に繰り返し、効果的に自律神経を
整え、血流を促し、冷えや肩凝り、腰痛な
どを自力で改善しましょう。考案者が直接
指導します。

「医療体操」ラフィーラ体験
ヘルシーライフクラブ主宰 
大原寿美
3月28日（火）
17：00～18：00
2,255円（税込）

【はじめてのスマートフォン教室（入門編）】
4月20日（木）13：00～15：00
【もっと分かる！スマートフォン教室（基本編）】
5月18日（木）13：00～15：00
各1,540円（税込）

新型コロナ感染
予防対策実施中
みんなでつくろう、
安心・安全な
学びの場！

大人
の学

校

へよう
こそ

基本操作はもちろん、カメラや
LINE、乗換案内など便利な機
能を一から丁寧にお教えします。

中
学
生
以
上

対
象

女
性
限
定

女
性
限
定

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

ヒロバス
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※維持管理費を7月分より改定いたします。記載の受講料は、4月から（または初回から）受講した場合の金額です。　※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


