
星に願いを
～天文学～
日本天文学会所属
天文研究家

浅田英夫
4/5、5/31、6/7、7/5、8/2、9/6（全6回）
第1水曜10：30～12：00　13,860円（税込）
※カリキュラムをＨＰでご覧いただけます。
天文学というと、物理学や数学の難しい世界
の学問と思われがちですが、決してそんなことは
ありません。天文学の基本は楽しく星空を眺め
ること。そこで、星空や宇宙の神秘を生活に密
着したもっと身近な角度から、「天文楽」としてと
らえてみたいと思います。

「正信偈」親鸞聖人の
教えを読み解く
岐阜聖徳学園大学
非常勤講師・
圓勝寺住職 橘 行信
4/5、5/31、6/7、
7/5、8/2、9/6（全6回）
第1水曜
10：30～12：00
13,200円（税込）
様々な困難が立ちはだかる現代。私たちの幸せ
とは何か。親鸞聖人が記した「正信偈」は、そん
な現代に生きる人たちに役立つことでしょう。浄
土真宗とは“聞く宗教”です。皆さまと共に仏教
を深く味わいたいと思います。

のどを鍛える
健康声磨き®

レッスン
一般社団法人
日本声磨き普及協会
認定インストラクター 中西直美
6/29、7/6、8/3、9/7、10/5（全5回）
第1木曜10：30～12：00　15,400円（税込）
協会公式テキスト（CD付）2,090円（税込）
声がかすれる、滑舌が悪くなった、相手に聞き
返されることが増えた、など声の衰えを感じるこ
とはありませんか。声を磨くことで会話が楽しくな
り、コミュニケーションの質が向上し自信につな
がります。呼吸法や発声法を改善し、心も身体
も健康に過ごしましょう。

6月1日（木）10：30～11：30　
受講料1,650円（税込）

日本の名城～お城を楽しく見る講座～
広島大学名誉教授・
日本城郭協会評議員
三浦正幸 
4/19、5/17、
6/21、7/19、
8/30、9/20（全6回）
第3水曜13：30～15：00
13,860円（税込）
※カリキュラムをＨＰでご覧いただけます。
唯一の現存山城天守は備中松山城と言われま
すが、伊予松山城もれっきとした山城の天守。今
回は天守（天守代用櫓を含む）をもつ山城を取り
上げ、その天守の形式をはじめ山城の定義や縄
張や石垣など、近世山城についてお話します。

初心者を対象に俳句の作り方をわかりやすく
教えます。毎回、日常で何気なく目にしたものや
触れたものなどを題材にして、俳句をひとつ作り
ます。また、彩り豊かな四季を感じながら、その表
現を楽しみます。

はじめての
俳句 
～手軽に楽しめる
　俳句づくり～
「和」NAGOMI主宰・
元「未来図」・「磁石」同人

名和永山 
4/15、5/20、6/17、
7/1、8/19、9/16（全6回）
第3土曜13：00～15：00　12,540円（税込）

お寺の魅力をひと言で表すとしたら、それは「癒
し」です。お寺には、人の心を癒す何かがありま
す。お寺の写真をご覧いただきながら、その魅力
をご紹介します。「行った気になる」「行きたくな
る」肩肘張らない楽しい講座です。 

こころの寺めぐり
寺・コンシェルジュ

神山里美
4/15、5/20、
6/17（全3回）
第3土曜
11：00～12：30（平野学園）　6,930円（税込）

身体にやさしい天然の素材や原料を使ってお香
づくりをします。初心者が楽しめるように匂い袋
や印香など様々な種類のお香を手作りします。
心地よい香りが、あなたに癒しをもたらします。

手作りだから優しい
「お香」のマイブレンド
薫物屋香楽認定香司

有田有希
4/3、5/29、
6/5、7/3、
8/7、9/4（全6回）
第1月曜
10：30～12：30
13,860円（税込）
教材費2,000円（税込）／回

1950年代にブームを呼んだ歌声喫茶。あの頃
を思い出してタイムスリップ。童謡、叙情歌、日本
の歌、ポピュラー、シャンソン、世界の歌など
1950年から2000年代までの歌が載った歌集を
もとにみんなで楽しく歌います。

歌声ひろば
みんなで歌おう
歌声サロンラウム講師

ささはらなおみ
4/24、5/22、
6/26（全3回）
第4月曜
11：00～12：30
6,930円（税込）
テキスト2冊3,200円（税込）

4月10日（月）11：00～12：00　
受講料1,210円（税込）

無料説明会　3月25日（土）13：30～14：30

誰でも、何歳からでも、遊ぶように音楽を楽しむう
ちに、ピアノが弾けるようになります。「自分にも弾
けた！」という満足感を、あなたも味わってみません
か？指先を使うことで、脳を活性化し記憶力や運
動能力の向上につながります。初心者歓迎です。

シニアのための脳トレピアノ®

～脳がいきいき若返る！
　目からうろこのピアノ術～
脳トレピアノ®

エグゼクティブ講師

奥田 薫
4/8、22、5/13、27、
6/10、24（全6回）
第2・4土曜
13：30～15：00
15,840円（税込）

数字と色は太古からの共通の言語。生年月日
から読み解ける、魂の今世での道や過去、現
在、未来…長い人生をどのように歩み、何を学
んで活きるのか、数字や色を知り、紐解いてい
きましょう。講座終了後にはお誕生日からメッ
セージを紐解けるようになります。 

数秘術とヒーリングカラー
色数秘 Only for you
トレーナー

久保山明恵
4/20、5/18、6/15、7/20、
8/31、9/21（全6回）
第3木曜13：30～15：00
16,830円（税込）
教材費4,000円（税込）

日本食文化の伝統「糀」。その糀を使った発酵
調味料の作り方と糀を活用したレシピを紹介し
ます。4月は塩糀、5月は甘酒、6月醤油糀を。健
康増進に大切な腸の働きを助ける糀を使い、料
理を楽しみます。嬉しい調味料の持ち帰り付き。

身体もココロも
健康にする発酵食「糀」
一般社団法人日本糀文化協会・糀マイスター 墨 真季子
4/27、5/25、6/22（全3回）
第4木曜10：30～12：30（平野学園）
10,560円（税込）

けん玉は、ひざの曲げ伸ばしをするのでスクワットと
同じ効果があり、有酸素運動により、脂肪、糖質も
燃焼されます。また、新しいことをすることは、脳の活
性化にもつながります。こども、大人もいろいろな技
に挑戦して楽しみましょう！※検定にも挑戦できます。

手軽で楽しみいっぱいの「けん玉」
～すき間時間に健康づくり～
日本けん玉協会会員二段・
2級指導員・
健康けん玉指導員 宮川真澄
4/13、27、5/11、25、
6/8、22（全6回）
第2・4木曜19：15～20：45
11,220円（税込）

呼吸法と合わせ手指を刺激することによって、
全身を使う「ヨガ」と同じ効果を得られます。血
流をよくし自然治癒力を高め、心と身体の安定
をはかることができます。寒さを感じるこれからの
季節におすすめの健康法です。

手軽にできる！はじめての「指ヨガ」
手のひらセルフケア協会　
龍村式指ヨガマスターインストラクター 
こうやまりか
4/25、5/23、
6/27、7/25、
8/22、9/26（全6回）
第4火曜13：30～15：00　15,180円（税込）

はじめてダンス
にチャレンジされ
る女性のための
教室です。ダン
スやスポーツ経
験がない方も安
心してお越しく
ださい。一緒に
楽しみましょう！
女性限定。

大人J-POP Dance
ヒッツダンススペースインストラクター 岩田淳未
4/17、5/15、6/5、19（全4回）
第1･3月曜11：00～11：50　5,940円（税込）

自分軸の大切さを言われ始めて久しいですが、
実際の日常の中で意識しはじめると迷いや躓き
が生じてきます。よく起こる具体的な事例と共に、
自分軸に大切な要点を改めて学んでいきます。

今、改めて
自分軸を
見直す
臨床心理療法士 
伊藤香苗
4/28、5/26、6/23、7/28、8/25、9/22（全6回）
第4金曜10：30～12：00　14,520円（税込）

一眼レフカメラでなくても
大丈夫。お手持ちのカメ
ラを使って、今ある知識に
加え、理想の写真に近づ
けるための撮影テクニッ
クをご紹介します。 

～カメラがもっと楽しくなる！～
中級者のための撮影テクニック
ROCKFIELD K.IWATA
第1・3水曜19：00～20：30
1カ月（2回）分3,960円（税込）
テキスト代2,000円（税込）

3月29日（水）19：00～20：30
受講料800円（税込）

～こころ彩る～はじめての“花文字”
花文字ソムリエ協会認定作家・公認講師 
伊藤鈴代
第4水曜
10：30～12：00
1カ月（1回）分
2,640円（税込）
教材費別途
運気を上昇させる
花絵文字は、日本
の伝統文化と心を
大切に昔から伝わ
る縁起の良い絵柄で描きます。絵柄は専用の
テキストを利用して習得していき、絵が上手でな
くても、初心者でも楽しめます。

4月12日（水）13：30～15：00
受講料1,430円（税込）

空中撮影を楽しむ！
ドローンの
基本操縦と
ルール
日本ドローン安全飛行推進協会理事長 田村德久
4/15、5/6、20（全3回）土曜10：30～12：00
10,230円（税込）
ドローンの魅力は何と言っても操縦。そして上空
からのさまざまな被写体の静止画や動画を撮影
することで楽しさが広がります。最先端のミニド
ローンを活用して基本操縦とルールを学びます。
この講座を受講された方は国土交通省航空局
のドローン飛行許可の講座受講が可能です。

はじめての「新聞ちぎりあーと」
アトリエまゆみ主宰

河合真弓
4/20、5/18、6/15、
7/20、8/31、9/21
（全6回）
第3木曜
10：30～12：30
13,860円（税込）
初回キット
2,000円（税込）
新聞ちぎりあーと
は、独自に考案し
た技法で、初めての方でも思い通りの作品を制
作することができます。新聞カラー面を活用する
ことで独特な質感の表現で平面や立体制作が
楽しめます。

3月16日（木）10：30～12：30
受講料800円（税込）

女性フォトグラファーから学ぶ
「一眼レフ」入門
名古屋カメラ専門学院代表・フォトグラファー

臼井さや香
4/22、5/13、27、
6/10（全4回）
第2・4土曜
13：30～15：00
16,800円（税込）
撮影が楽しくなるよ
うにカメラの基本機
能をじっくりと教えま
す。どのようにしたら
“目を惹く”写真が撮れるかなど、そのコツをお伝え
します。一眼レフをお持ちでない方も参加可能。

弘法大師（空海）と著名な仏像
－ご生誕1250年記念－
高野山真言宗高家寺住職 北川宥智
4/11、5/9、6/13、7/11、8/8、9/12（全6回）
第2火曜13：00～14：30 
13,860円（税込）
※カリキュラムをＨＰでご覧いただけます。
真言密教の学侶が語る弘
法大師周辺の仏像の秘
話。日本の文化史において
も多大な影響を及ぼした弘
法大師（空海）が生まれて
1250年。それを記念し、弘法大師の思想を形に
した仏像の意味を深掘りしてみようと思います。

歩き方美人の
すすめ
イメージコンサルタント 
戸﨑晴美
4/13、5/11、6/8、7/13、
8/10、9/14（全6回）
第2木曜13：30～15：00　20,460円（税込）
姿勢や歩き方が良くなると心が前向きになります。
毎回、入念なストレッチで身体をほぐしパフォーマン
スを高めていきます。足、腰・ヒップ、お腹、背中、
腕、頭、それぞれのパーツを6回に分けその使い方
をレッスン。身体と心の自分軸を作っていきましょう。

3月23日（木）13：30～15：00　
受講料1,210円（税込）

小原麻由美の創作童話
～伝えたい想いをカタチにする～
児童文学作家

小原麻由美
4/10、24、5/8、22、
6/12、26（全6回）
第2・4月曜
13：00～14：15
23,760円（税込）
心の中に眠っている宝物のような想いを、世界
でたったひとつの小さな物語にしてみません
か？テーマ、言葉選び、文章の作り方など、創
作の基本からお伝えしますので、初めての方で
も安心して受講していただけます。全6回で3～
5枚程度の世界でたったひとつの物語を完成さ
せます。コンテストに応募したい方には、ワンラ
ンクアップした創作方法をお伝えします。

ネイティブ講師のこども英会話
英会話講師 エドックポロ英雄イデン
土曜10：00～11：00（平野学園）
1カ月（4回）分5,060円（税込）
小学生を対象
にネイティブ講
師が教えます。
歌･ゲームなど
子供に親しみ
やすいプログ
ラムを取り入れ
進めます。

3月25日（土）10：00～11：00
受講料800円（税込）

珍しい花材やこだわった花材を利用してフラ
ワーアレンジメントを楽しみます。このコースの特
徴は、季節ごとの生花で作品をデザイン。つくっ
たアレンジメントを飾れば、心は華やかに。

3月20日（月）19：00～20：30
受講料4,210円（税込・材料費込）

生花を楽しむ
「フラワー
アレンジ」
ティアラインローズ主宰

高橋りか
第3月曜
19：00～20：30
1カ月（１回）分2,530円（税込）
教材費3,000円（税込）～／回

はじめての簡単
「九星気学」
師範鑑定士 服部秀泉
第2・4火曜10：30～12：00
1カ月（2回）分3,960円（税込）
目には見えなくても、存在するエネルギーを気とい
います。私達を取り巻く気を学び、いい気を取り込
み、開運し、生活を向上させましょう。開運期、衰運
期を上手に過ごす知恵を学びます。3/14スタート。

徳川家康
厭離穢土欣求浄土への道
オフィス関ケ原 草野道雄
4/26、5/24、6/28、7/26、8/23、9/27（全6回）
第4水曜13：30～15：00　13,860円（税込）
※カリキュラムをＨＰでご覧いただけます。
江戸時代250年余の「徳川の平
和」に導いた徳川家康、その遺訓
「人の一生は重荷を負うて遠き道
を行くが如し、急ぐべからず。・・・」
に至る家康の姿を追います。迎え
た戦い、出会いと別れにどのよう
な気づきがあったのでしょう。

おん り え ど ごん ぐ じょう ど

大  垣
春の受講生募集

2023年4月期

FacebookLINE公式

※お申込み方法は最終面をご確認ください。 料金はすべて税込み表記です。 受講料には、1回につき110円（税込）の維持管理費が含まれています。 使用写真は一部イメージを含みます。電話 0584－47－6333  受付時間 10：00～19：00（土曜18：00まで  日曜休み）

春 の 新 講 座
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