
満開！
桜の盆栽づくり
情景盆栽作家 中尾浩之
3月28日（火）13：30～15：00
2,420円（税込）
教材費4,400円（税込）
待ち遠しい春、思い馳せなが
ら桜の盆栽を制作します。「箱
庭」デザインのチャンピオンに
輝いた講師が、盆栽のデザイ
ンや育て方をお伝えします。
今年はお部屋で美しい旭山
桜をパッと咲かせましょう。

顔タイプ診断！で印象アップ
イメージコンサルタント 斉藤まさみ
5月13日（土）10：15～12：15
3,960円（税込）
こころを映し出す鏡、顔は人が
持っている最大のパーソナリティ
です。顔の形状やパーツの大き
さ、位置などの特徴をもとに、似
合う服のテイストをご提案します。
自分の魅力の活かし方がわか
り、お洋服選びがもっと楽しくな
ります！定員8名のプライベート
レッスン。女性限定の講座です。

SDGsの活動は、海外から来た全く新しい考え方がベースにあると思われがちで
すが、その内容を掘り下げてみると、地産地消や三方良しといった日本がこれまで
培ってきた価値観に極めて近いのです。SDGsによって実現される社会は、「今だけ、金だけ、自分だけ」と追求
した新自由主義を越えた新たな社会（Society5.0）と言われています。本講義では、内閣府でSociety5.0の
担当であった経験を踏まえ、これから私たちがどのようにSDGsに取り組みそれを実現していくべきかについて、
ビジネスや社会のあり方も踏まえて分かりやすくお話しします。

幸福な人生100年時代に向けて～高齢化や働き方を捉え直す～
未来の社会を考える～SDGsが目指すゴールは日本にある～
社会政策課題研究所所長・岐阜大学客員教授 江崎禎英
6月3日（土）10：30～12：00　2,310円（税込）

事前の申し込み・手続きが必要です。一部の講座を除き、教材費込みの受講料となります。事前の申し込み・手続きが必要です。一部の講座を除き、教材費込みの受講料となります。

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
6月3日（土）10：30～12：00
2,860円（税込）
教材費1,000円（税込）
簡単なパターンを繰り返し描くだけで、絵心がなくてもアート
を楽しめます。心を落ち着かせ、集中して描くことでヨガや瞑
想のようなリラックス効果も感じられます。

魅せ方次第で変わる「スマホカメラ術」
（株）スタジオhiyori 森祐輔ほか
4月26日（水）13：30～15：00　3,500円（税込）
スマートフォンで写真を
撮るのが楽しくなります。
撮影のコツ、アングルや
講座をわかりやすく伝え
るとともに、撮った写真
が引き立つように編集
や加工する方法を教え
ます。見る写真から魅せ
る写真へスキルアップ！

香り豊かな「薬草七味講座」
漢方養生学協会認定上級漢方養生指導士・
摘み草療法士 山下智美
6月10日（土）10：30～12：30　4,300円（税込）
野草の香りや効能を活かした七味唐辛子を作ります。七つ
の素材を利用することでデトックス効果や血色が良くなる
など、さまざまな効果が期待できます。七味はふりかけて香
り豊かにするだけでなく、チキンにまぶす香草焼など多様な
使い方を教えます。

韓国の伝統菓子
「ソンピョン」
漢方養生学協会認定
上級漢方養生指導士・
摘み草療法士 山下智美
3月25日（土）10：30～12：30
4,500円（税込）
松の葉で蒸しあげる韓国のお餅のお菓子ソンピョン。旧暦の
桃の節句に合わせて春を愛で野草のお花を飾り作ります。

骨格診断！で自信を持って
オシャレを楽しめるあなたに。
イメージコンサルタント 斉藤まさみ
6月10日（土）10：15～12：15　3,960円（税込）
ステキに見えるって嬉しいですね！身体
の質感や骨格の特徴を診断すること
で、あなたに似合う「デザイン」「素材」
が分かります。スタイルアップが叶う夏
のコーディネートをプロがアドバイスしま
す。女性限定。

夏休みの課題研究！
親子で楽しむ「オリジナル万華鏡」づくり
ミラーを選ぶ万華鏡主宰

長浜憲幸
7月29日（土）10：30～12：00
親子ペア1,480円（税込）
独自に考案した14種類のミ
ラーと多彩なオブジェでオリジ
ナルの万華鏡を作ります。万
華鏡の不思議な仕組みを学習しながら、色彩豊かな組み
合わせを楽しみます。対象：5歳以上

キュートな「ケーキポップス」づくり
日本サロネーゼ協会ケーキポップス認定講師 高橋りか
4月3日（月）14：00～15：30（平野学園）
2,200円（税込）
教材費3,500円（税込）
シフォンケーキでつくる
ケーキポップス。入学・新
学期をイメージした「桜・
ランドセル・帽子」3つの
作品作りを楽しみます。

九重味淋「みりん蔵ガイドツアー」と
K庵ランチ
4月25日（火）
9：45～（現地集合・解散）
2,250円（税込）
開催場所：九重味淋（株）
（愛知県碧南市浜寺町2丁目11番地）
江戸時代から続くみりん
の老舗「九重味淋」。歴
史ある蔵の一部と古文
書や古道具を展示した
資料館をご案内します。
見学後は、お買い物やK
庵でみりんを使った人気
のランチを楽しみます。
嬉しいお土産付き。

さっぱりとしてコクがある「水キムチ」
漢方養生学協会認定上級漢方養生指導士・摘み草療法士
山下智美
8月19日（土）10：30～12：30
5,500円（税込）
水キムチには他の漬け物類
と比べて数十倍の乳酸菌を
含み、1mlあたり3億個もの
植物性乳酸菌数があると言
われています。大根その他、
野草のお花など入れて香り
付けをします。もちろんお花
も美味しく食べられます。

こねない、汚れない、オーブン不要！  
ポリパン®で作る天然酵母「コーンマフィン」
一般社団法人ポリパンスマイル協会認定
ポリパン®マイスター 深谷久美
5月18日（木）10：30～12：30（平野学園）
3,410円（税込）
ポリ袋とフライパンで誰でも
手軽に美味しいパンが作
れるポリパン®。天然酵母を
使用し、粒 コ々ーンと優しい
味わいが人気の「コーンマ
フィン」を作ります。お持ち
帰りの生地付なのでご自宅
ですぐ復習でき、1回で二
度美味しいレッスンです。

香りを彩る「お線香」づくり
薫物屋香楽認定香司
有田有希
3月20日（月）
10：30～12：30
2,970円（税込）
好きな香りを選んだ
お線香づくりは、ここ
ろが癒され和みます。
天然の原料を使って
作るお線香は、自然
本来の香りを楽しむ
ことができます。

カサハラ式 足裏バランス改善法
外反内反・浮き指・アーチ不足を整えて、足から未病改善
カサハラ式専属講師 田内浩司
4月17日（月）10：30～12：30
3,630円（税込）教材費1,470円（税込）
足に関心がないのは、健康に関
心がないのと同じです！現代人に
激増する「外反内反」「浮き指」
「アーチ不足」。足裏のバランスを
整えることで、足・ひざ・腰・首の
痛みや不調も改善できます。

季節を彩る“フラワーアレンジメント”
ティアラインローズ主宰  高橋りか
4月3日（月）
10：30～12：00
6月5日（月）
13：30～15：00（平野学園）
各5,530円（税込）
厳選された花材をつかってフラ
ワーアレンジメントをデザインし
ます。4月、6月それぞれの季節
をイメージした作品をつくります。

特別講演 登録料不要 事前の申し込み・
手続きが必要です。 

あがり症・話しベタさんのための話し方
監修：（社）あがり症克服協会 理事長 鳥谷朝代
指導：（社）あがり症克服協会 認定講師 景山千絵
5月13日（土）12：30～15：30　4,510円（税込）
テキスト代1,100円（税込）
中学の国語の本読みで発症以来、長年
悩み続けたあがり症を克服し、現在は全
国各地で多くの受講生をあがり症克服
へ導いている講師が監修したセミナーで
す。自己紹介・挨拶・発表と聞いただけ
で緊張してしまう人、手や声の震えで悩
んでいる人はぜひ受講してみてください。

和菓子で旬を楽しむ！親子いっしょに「いちご餅」
金蝶園総本家 北野英樹
4月15日（土）14：00～15：30
※現地集合・解散
親子ペア1,950円（税込）
こども追加990円（税込）／人
開催場所：金蝶園総本家大垣東店
（大垣市長沢町4-35-1）
金蝶園総本家人気のいちご餅と上生菓子を作ります。親子
でいっしょに和菓子をつくる楽しいひととき。対象：5歳以上

現地講座

～大自然の贈り物～
親子で楽しむ「はちみつ採取」
種田養蜂場代表 種田敏徳
4月22日（土）10：30～12：00　※現地集合・解散
親子ペア1,540円（税込）
開催場所：種田養蜂場販売店（大垣市東前2-282）
はちみつ採取体験のあと、採れたてのれんげ蜂蜜を瓶に詰
めてお土産に。また、ミツバチの生態や自然界での役割に
ついても学びます。ピザ釡で焼き上げたピザに、様々なはち
みつをかけて試食するなど、親子で楽しめる内容満載です。
対象：小学生以上中学生までの親子

現地講座

現地講座

作って弾こう！
バイオリン
工房楽器の森 加藤正行
6月21日（水）13：00～18：00
9,570円（税込）
本格的な演奏を楽しめる軽バイ
オリンを制作します。特許製法
により初めての方でも制作する
ことができます。完成後は簡単
な曲を演奏して楽しみましょう！

ガラスの中の小さな自然「苔テラリウム」
テラリウム作家 terrarium magic主宰
前畑乃理子
5月10日（水）13：30～15：00
2,310円（税込）
教材費3,500円（税込）
近年、人気を集めているテラリ
ウム。植物をガラス瓶などの器
の中で栽培する園芸の一種
で、おしゃれなインテリアとしても
注目されています。自然の景色
を小さな器に閉じ込めたような「苔テラリウム」は初心者でも
作りやすく管理も簡単で長く楽しめます。今回はミニチュアも
加えて自分だけの苔森の世界を作ります。身近に飾って日々
の暮らしを豊かにしましょう。大きさ：直径8.5cm、高さ13.5cm

初心者のためのワイン講座
J.S.A認定ソムリエ 上野和幸
6月10日（土）18：00～20：00　※現地集合・解散
2,530円（税込）
開催場所：高屋町ワインバル MIROKU
（大垣市高屋町1-31）
ワインは好きだけど何だか難
しそう、と感じている方のため
に、ぶどう品種・産地の違い
等、数種類のワインを試飲し
ながら説明します。これであな
たも、ちょこっとワイン通！講
座後、お車の運転はご遠慮く
ださい。また20歳未満の方は
参加できません。 現地講座

コロナ禍になって約3年が経ち、ストレスフルな日常の中で、心豊かに生きる
術が求められています。禅は、今の自分をみつめることで、本来備わっているホ
トケの心に気づく教え。坐禅体験と法話を通じて、心がスッキリとする時間を
共有しましょう。

今を生きる禅の教え～賢く生きるホトケの智慧～
臨済宗妙心寺派 泰岳寺副住職 泰丘良玄
5月31日（水）13：30～15：00　2,310円（税込）

チーズとお酒のマリアージュ
J.S.A認定ソムリエ 上野和幸
6月24日（土）18：00～20：00　※現地集合・解散
3,630円（税込）
開催場所：ムトウさかや（大垣市高屋町1-31）
チーズの種類や個性を
学習しながら、ワインやお
酒との相性を楽しみましょ
う。誰かに話したくなるワ
インに関するトピックもい
くつかお伝えします。講座
後、お車の運転はご遠慮
ください。また20歳未満
の方は参加できません。 現地講座

大垣中日文化センター

大垣中日文化センター　
〒503-0805 大垣市鶴見町上渡瀬641-2  アル・プラザ鶴見2F

平野学園教室
〒503-0883 大垣市清水町65-3  平野学園・ヴィジョンネクスト情報デザイン専門学校内

営業時間 10:00～19:00（土曜15:00まで  日曜休み）TEL.0584-78-3383

登録と受講について
●会員登録手数料550円（税込）と受講料を前納いただければ、会員登録できます。
●受講料には、維持管理費が含まれています。
●会員資格は、各地の中日文化センターに共通です。
●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、キャンセル料が発生します。
●講座は原則として3カ月分、6カ月分など指定の受講料を前納していただきます。
●特別講演会、特別講座、TRY！など一部の講座は、登録料が不要です。

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。
１.利用目的  
○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

個人情報の取り扱いについて
　し、今後の参考データとするため
○新しい講座企画、キャン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。
2.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　愛知県名古屋市中区栄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

大垣中日文化センター 検索 www.chunichi-culture.com/ogaki /

電話

H P
☎0584 －47－6333 営業時間10：00～19：00

（土曜18：00まで 日曜休み）

お問い合わせ・お申し込みは、窓口、お電話、ホームページ、LINE公式まで

LINEで出来ること！
①講座予約
②天候等による営業状況や休講のお知らせ
③最新情報やお得な情報の取得

※使用写真は一部イメージを含みます。

登録料不要特別講座特別講座
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