特別講座

特別講演

登録料不要

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。

「バラとダリア」の
あんフラワー

フレッシュグリーンの
クリスマスリース

JSAあんフラワー®&
あんクラフト®認定講師

11月19日
（土）
10：15〜12：30
12月3日
（土）
10：15〜12：30
各4,730円（税込）

天然色素で色付けしたおいしい餡を利用して花
を描きます。
はじめての方が楽しめるあんフラワー
の基本、
「バラとダリア」作りを体験します。
スマホ
で写真を撮ってSNSにアップしたり、誰かにプレ
ゼントしたり、作る以外の楽しみがいっぱいです。

フレッシュな針葉樹の香りは、
リラックス効果が
あり心身ともに癒されます。
またヨーロッパで
は、伝統的に魔除けとして玄関に飾って幸運
な暮らしを願います。直径25㎝程度。

花のしごと×
「お正月飾り」

タイルでデザイン

花のしごと

12月10日
（土）
10：30〜12：00
4,950円（税込）

11月5日
（土）
・コースター
11：00〜12：00
親子2,860円（税込）
こども2,310円（税込）
・鍋敷き 13：00〜14：30 4,730円（税込）

タイルが環境にやさしいことが見直されていま
す。
その解説を聞きながら好みの色と形を選んで
デザインします。親子は
「まるコースター」、大人は
「八角鍋敷き」
を制作します。対象：小学生以上

マスターインストラクター

西山恵美

10月22日
（土）
10：30〜12：00
3,960円（税込） テキスト代300円

作って弾こう
！
バイオリン

学べば一生モノのポーズを1日数分行うだけで、
しわ・たるみ・二重あごが改善されます。老若男
女問わず表情筋トレーニングを習得して、好感
度UPの小顔を目指しませんか？

evergreen・造園家

河合真由美

11月26日
（土）
10：30〜12：30 6,380円（税込）

コンテナにヒイラギ、
ビオラ、
シルバーリーフなど
を寄せ植えし、
クリスマスを彩ります。
また、植え
込みを二段にすることで冬と春、2つの季節を
楽しみます。下段には、
チューリップの球根を植
え、春の訪れを待ち侘びます。花材は変更にな
る場合があります。

お肌しっとり
ハチミツ＆ミルクの
ほっこり石けん
手作り石けん教室
Pure Drop主宰

石神有希子

10月26日（水）13：30〜15：30 3,600円（税込）

ハチミツとミルクで泡立ちの良い、
お肌がしっと
りする本格的な石けん作り。1 個約 70gの石け
んが、5個程度できます。秋冬に、見た目も甘い
お肌が喜ぶ石けん作りを楽しみます。

かわいい！干支「卯」
づくり
アトリエまゆみ主宰

河合真弓

11月28日
（月）
10：30〜12：30
2,310円（税込）
教材費500円（税込）

たまごの殻に和紙をつかって2 体の干支づくり
を楽しみます。先生オリジナルの屏風付き。

11月12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 名程度
のプライベートレッスン。女性限定の講座です。

私も今日からメイクデビュー！

工房楽器の森

11月30日
（水）
13：00〜18：00
9,350円（税込）

10月1日
（土）
11：00〜12：00
3,750円（税込）

辻本奈々

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！

ミニチュア
ドールハウス
「Happy
Birthday」

こどもがメイクに興味を持つようになったけど、
どれを選んでいいのか悩みますよね。
こどもが
使うものだからこそこだわって、親子で一緒に
リップクリームを手作りしましょう。
自然由来の
素材を使って作るから安心してお使いいただ
けます。自分だけの MYコスメで思いっきりお
しゃれを楽しもう！対象：小学生以上

フライングリースの
「クリスマスツリー」

ミニチュアドールハウス作家

丹羽明代

グリーンローズ主宰

12月10日
（土）
10：15〜12：45
6,820円（税込）

松浦奈美子

誰にでも毎年やってくる誕生日。新たな願いが叶
うように、
そして希望に満ちた1 年が始まることを
願いつつ、楽しい誕生日を祝うパーティーをイメー
ジしたミニチュアドールハウスです。ハッピーカラー
をピンクとペパーミントブルーで表現してみました。

手相で知る、
わたしの運勢
「健康と金運」
Heart Map Creation主宰

藤井章子

10月11日
（火）
10：30〜12：00
3,300円（税込）

手相は自分を映し出す鏡。手相を知ることで客
観的な自分を知ることができます。運勢を知り自
身の生活のヒントにしてください。手相で健康や
金運などを観る方法をお伝えします。

11月22日
（火）
13：30〜15：30
8,470円（税込）

華やかなクリスマ
スカラーでフライ
ングリースを作りま
す。
リースを吊るリ
ボンを長めにして
ツリー風に。アー
ティフィシャルフラ
ワーの鮮やかなポ
インセチアの赤と
バラの緑をメインにして華やかなクリスマスを演
出します。
フライングリース台も含めてお待ち帰
りいただきます。高さ58㎝、
リース幅34㎝。

こころ和む、

癒しの苔
テラリウム

ラプトルガーデン代表

手作りの鉢植え
「門松飾り」

竹内義統

10月26日
（水）
13：00〜15：00
2,860円（税込）
教材費
大8,140円（税込）
小2,640円（税込）

おくだガーデン
メンテナンス

奥田良樹

12月28日
（水）
13：30〜14：30
4,950円（税込）

講師が厳選する数種類の苔を利用してテラリ
ウムをデザインします。材料となる苔、土、砂、
砂利、石などは、
自分の好みに合わせて使いた
い放題で制作できます。艶やかで表情ゆたか
な苔に癒される。
そんな、今までと違った苔のあ
る暮らしを楽しんでください。大きさは2種類から
選べます。
（ 大）幅 19 ㎝、高さ23 ㎝ LEDライト
付（小）幅9㎝、高さ13㎝。

葉ぼたんや南天を
アクセントに鉢入
れの 華 やかな門
松を一 鉢 作りま
す。
マンション等の
玄関でも置ける高
さ約80㎝サイズ。

事前の申し込み・
手続きが必要です。

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〜
社会政策課題研究所所長・岐阜大学客員教授 江崎禎英

第1回
第2回
第3回

超高齢社会をどう生きる？

〜健康長寿社会の実現を目指して〜

11月5日
（土）10：30〜12：00

健康経営の推進

〜働き方改革の本当の意味とは〜

2月4日
（土）10：30〜12：00

未来の社会を考える

〜SDGsが目指すゴールは日本にある〜

6月3日
（土）10：30〜12：00

各2,310円（税込）

私たち自身が人生 100 年時代を如何に最期まで幸せに
「生ききる」
かが重要です。
こう
した時代を生きるのは、
これまでの「あたり前」
を見直すことが必要です。本講座では、
新たな視点を加えることで、将来に不安を感じている中高年の方々に対して、
自信を取
り戻し豊かで幸せな人生を送るためのヒントを提供します。

玄関を彩る
「ハレの日の
寄せ植え」

カラダもココロも魅了する

自家製ドライフルーツと
グラノーラ
DRYandPEACE
認定講師

ガーデンデザイナー

弓削英香

成田奈苗

12月17日
（土）
10：30〜12：00
8,800円（税込）

9月22日
（木）
13：00〜15：00
3,960円（税込）

アンティークな色合いと華やかさを兼ね備えた
寄せ植えを作ります。講師が厳選する花苗と鉢
を使って、特別な日を演出します。
この冬は、上
品におしゃれで彩り豊かな寄せ植えを玄関に。

天日干しでもできる自家製ドライフルーツづくりの
方法と失敗しないコツをお伝えします。手軽で栄
養たっぷりのグラノーラのつくり方をデモンストレー
ション。季節のドライフルーツを加えて、
オリジナル
のフルーツグラノーラをつくりお持ち帰りします。

LINEオリジナル
スタンプを作ろう！（全2回）

親子で楽しむ手作りコスメ
「迎春苔玉」作り
「リップクリーム」
情景盆栽作家
一般社団法人
日本手作りコスメ協会・
代表理事

加藤正行

骨格診断！で自信を持って
オシャレを楽しめるあなたに。

クリスマス
寄せ植えと
春の訪れ

斉藤まさみ

杉本美帆

奇跡の72歳考案！
「アップップメソッド」

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秋冬の
コーディネートをプロがアドバイスします。女性限定。

イメージコンサルタント

Tenjin ecoStyle

「良い年になりますよう
に。」
と、心を込めて手
作りのお正月飾りを。和・洋風どちらの家にも調
和する、
シンプルでおしゃれなお正月飾りです。

幾重にも繰り返す色の層が特徴の宇宙玉キャ
ンドル。
あなた好みのカラーで宇宙玉を制作しま
す。
キャンドルを使っていくと、
どんどん窪みがで
き、器のようになります。
セラピー効果が得られる
キャンドル。固めて待っている間に、携帯用の精
油香水づくりも楽しみます。

顔タイプ診断！で
印象アップ

八角鍋敷きと
コースター作り

細川喜美子

10月22日
（土）
10：15〜12：15
3,960円（税込）

10月25日
（火）
13：30〜15：30
2,530円（税込）
教材費
4,000円（税込）

弓削英香

10月8日
（土）
13：30〜15：30
3,960円（税込）

斉藤まさみ

Enishi Candle

ガーデンデザイナー

三浦さやか

イメージコンサルタント

宇宙玉の
「キャンドル」
作りを楽しむ

〜森の香りが漂う〜

登録料不要

（有）
リアルタイム代表

中尾浩之

TAMURA

12月24日
（土）
10：30〜12：00
2,310円（税込）
教材費2,750円（税込）

10月26日
（水）
11月30日
（水）
13：30〜15：00
全2回分4,620円（税込）

苔玉と季節の植物でデザインしたお正月飾りで
す。玄関やリビングなど、
ちょっとした空間に添え
ると映えます。高さは50㎝程度。

写メや写真を使ってスタンプを作る方法、GIFアニ
メを作る方法、絵を描いてオリジナルのスタンプを
作る方法など、3種類の制作を教えます。
スタンプを
8以上制作して販売することも可能です。iPhone
やアンドロイド、
いずれのスマホでもOKです。

年末！楽ラク
大掃除のコツ

漢方・野草で免疫力アップ！

一般社団法人
ライフクリエイティブ協会・
代表理事上田伸美

11月30日（水）13：30〜15：30 2,970円（税込）
楽ラク大掃除のポイントを学びます。掃除道具や
洗剤の効率的な使い方・環境に優しい素材を
使った掃除・きれいの維持の方法などを学びます。
気持ちよい住空間で新しい年をスタートしましょう。

キラキラチャーム作り

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

韓国のお餅

「ファジョン」
10月1日
（土）
10：30〜12：30
4,000円（税込）

旧暦の重陽（菊の節句）に合わせてキク
科の野草のお花を飾った韓国伝統餅菓
子ファジョンを作りましょう。菊花の便利な
使い方もお話しします。

全日本編物教育協会審査員

富田文子

11月7日
（月）
10：30〜12：30
3,480円（税込）

漬け込むおいしさ

メガネやマスクを外した際のストラップやペンダ
ントトップからお好きなチャームを制作します。色
は6種類からお選びいただけます。

「キムジャン」
11月26日
（土）
10：30〜12：30
4,800円（税込）

軽い！ウォーキングバッグと
ミニポーチ作り（全2回）

世界無形文化財にも登録されたキムジャ
ン。
白菜の葉の間にたっぷりとヤンニョムを
はさんで香り高いキムジャンを作ります。

全日本編物教育協会審査員

富田文子

野草のメディカルシロップ「ガオファン」
1月14日
（土）
10：30〜12：30
4,500円（税込）

10月3日、17日
（月）
10：30〜12：30
全2回分5,960円（税込）

ウォーキングやちょっとした外出などに、
スマホやお
財布が入るとっても軽いミニバッグを2回で制作し
ます。小銭などが入るお揃いのミニポーチも一緒に
制作。秋はこのバッグ1つでお出かけしませんか。

一年で一番寒い
季節に合わせ、冬
枯れしない養生の
メディカルシロップ
を野 草や漢 方 生
薬で作ります。

羊毛で作る
「まねきうさぎ」

韓国の伝統菓子

羊毛フェルト作家

箕浦メイ

12月3日
（土）13：00〜16：00 2,310円（税込）
教材費2,000円（税込・道具込）

ふわふわの羊毛を専用の針でチクチクさして
2023 年の干支、
「まねきうさぎ」
を作ります。色
は白かグレーからお選びいただけます。右手は
金運を、左手は人を招きますので、好きな方を
上げて作ってくださいね！高さ約8㎝。

「ソンピョン」
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。

※使用写真は一部イメージを含みます。

お問 い 合わせ・お申し込 みは 、窓 口 、お電 話 、ホームページ、L I N E 公 式まで
電話

H P

☎ 0584 − 47 − 6333
大垣中日文化センター

検索

営業時間 10：00 〜 19：00
（土曜 18：00まで 日曜休み）

www.chunichi-culture.com /ogaki /

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

TEL.0584-78-3383

営業時間 10:00〜19:00（土曜15:00まで 日曜休み）
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

登録と受講について

個人情報の取り扱いについて

●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

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

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

