
人間科学が捉える時間と空間
九州大学文学部提携講座
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第３土曜 13:00〜14:30 ※１月は第４土曜

（６カ月・６回分）15,840 円

（１回分）会員　3,190  円　一般　3,520 円

第１土曜 13:00〜14:30 ※１月は第５土曜

（６カ月・６回分）15,840 円

（１回分）会員　3,190 円　一般　3,520  円

 九州大学大学院 地球社会統合科学府提携講座

文化と観光が結びつくとき

 九州大学文学部提携講座

　　　◇ 九州大学提携講座

人間科学が捉える時間と空間
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近年、国の政策の一環として、文化資源を観光に活用することが求められるようになりました。こうした動きは、地域の文化を見つめ直す契機とな
り、そのポテンシャルの高さを再発見できるという点などでメリットがあるものの、一方で非常に多くの問題もはらんでいます。また、文化と観光が結
びつくのは今に始まったことではなく、近現代の歴史を見つめ直してみても、新たな伝統や歴史語りが誕生する契機ともなっていました。本講座では、
文化と観光が結びつくとき、どのような現象や影響があらわれたのかという点に焦点を絞り、実例を素材としてお話ししていきたいと思います。
（各講座のタイトルは、いずれも仮題です。Zoomによる遠隔授業方式となる場合があります）

１０／１ ⼭⼝は⻄の京だったのか？ 伊藤 幸司（九州大学大学院地球社会統合科学府教授）
「西の京」というキャッチフレーズを冠して観光を進める山口市。「西の京」は、室町・戦国時代、山口を拠点に西日本の覇者として
君臨した大内氏由来のものとして語られていますが、真実はどうなのでしょうか？ 本講座では、「西の京山口」が生み出されていく様
相を、現代に誕生した新たな歴史語りとして考えてみます。

１１／５ ヒマラヤと福岡の⼭岳観光をフィールドワークする 古川 不可知（九州大学大学院地球社会統合科学府講師）
コロナ禍の現在、アウトドア活動が再び注目を集めています。本講座では、ヒマラヤ・トレッキングと福岡の登山を取り上げながら、
「自然」の中でなされる山岳観光の実践を観察し、現地の文化に及ぼす影響について考えます。

１２／３ ラジオが育てた除夜の鐘 平⼭ 昇（神奈川大学国際日本学部准教授）
年越しの風物詩としてなじみ深い除夜の鐘は、実は大正時代までにはマイナーな存在でしたが、ラジオ放送が年越し番組でとりあげる
ことで注目されるようになりました。ラジオという新しいメディアによって「伝統」を装ったあらたな「音の風物詩」が作られていく過
程を解き明かします。

２０２３年
１／７ 博多ドンタクの近代史 ―なぜ日程の変更が繰り返されたのか？― 平⼭ 昇（神奈川大学国際日本学部准教授）

毎年５月におこなわれる博多どんたく。そのルーツである松ばやしはもともと正月の行事でしたが、明治時代に陸軍と結びつくことで
正月という季節感を喪失し、その後皇室や戦争に翻弄されて日程の迷走を繰り返しました。松ばやしとドンタクの知られざる近代史を解
き明かします。

２／４ 中国の少数⺠族観光 ⻑⾕ 千代子（九州大学大学院地球社会統合科学府准教授）
主に雲南省の事例をあげながら、雲南省の観光業が発展してきた経緯、少数民族文化に求められるイメージ、観光文化が少数民族の日
常生活に及ぼす影響などについて紹介したいと思います。

３／４ 文化財・遺跡の観光化について 田尻 義了（九州大学大学院地球社会統合科学府准教授）
コロナ禍の以前の近年は、インバウンドの増加により多くの文化財や遺跡が観光地として注目されています。現在、国もそうした方向
性を後押しする政策を強化推進してきています。多くの観光客が各地を訪れることにより、経済波及の効果が表れるため、地方にとって
も観光客にとっても良い方向性と思われますが、実は多くの課題を含んでいます。本講座では、そうした施策と課題について、実例を取
り上げながら考えていきたいと思います。

九大文学部・人間科学コースの教員が、それぞれの専門を通して、私たち人間を取り巻くさまざまな問題について、「時間」と「空間」という切
り口からわかりやすく講義します。専門分野は人類学、宗教学、言語学、心理学、地理学と多岐にわたり、語られる問題もまた多岐にわたります。
日本の「秘境」における方角感覚や空間認識という人類学的問題、脳のどこで、いつ言語が理解されるのかという言語学的問題、距離感や時間感覚
という心理学的問題、歴史に関する地理学的および比較宗教学的問題。これらの問題に理解を深めるのみならず、それぞれの分析や問いの切り口の
違いを比べることによって、人間科学を構成するさまざまな学問分野の特徴を理解することもできるようになっています。
（講師はオンラインで講義します。教室でもオンラインでも受講できます)

１０／１５ 日本三大秘境のことばにみる「方角」の話：宮崎県椎葉村のフィールドワークから 下地 理則准教授
宮崎県椎葉村は、日本3大秘境の１つと言われる、山深い村です。この土地の言葉のフィールドワークを専門とする講師が、当地の空間
認識にまつわる語彙について考察しながら、言葉と環境、文化の関わりについて紐解いていきます。

１１／１９ ロシアのウクライナ侵攻を宗教の視点から 髙橋 沙奈美講師
宗教は人びとを結びつけると同時に、そのために命を捧げることを求めます。この講義では、ウクライナ戦争と東方正教の関わりにつ
いて、歴史的背景と現状の問題から考えたいと思います。

１２／１７ 言葉を生み出す脳のしくみに脳活動の時間・空間から迫る 太田 真理講師
言語学では、言葉を生み出す脳の仕組みを、さまざまな実験で調べています。最近の研究では、言葉を使うときに、これまで考えられ
てきた以上に脳の多くの場所が異なるタイミングで働くことがわかってきました。この講義では、脳のどこで、いつ、言葉が理解される
のか、最近の脳科学の知見を紹介します。

２０２３年
１／２１ 距離感を生み出す脳のしくみ 光藤 宏行准教授

心理学は、他人の心を調べる学問であるとともに、自分自身が目の前の世界をどのように知覚し、的確な行動に結びつけているかを調
べる科学でもあります。この講義では、距離と奥行きをテーマとし、最近の脳科学から得られた知見を交えて紹介します。

２／１８ 感じる「時間」の不思議 ⼭本 健太郎講師
「時間」は私たちにとって身近な存在である一方で、古くから学者の頭を悩ませてきた存在でもあります。この講義では、人が時間の
流れをどのように感じ取っているのかなどの問題について、主に心理学的な視点から解説します。

３／１８ 地域社会の歴史を編む、考える 遠城 明雄教授
『新修福岡市史』の編集経験を踏まえて、近現代の福岡という場所について、地理学の視点から考えたいと思います。

オンライン受講も可



講座内容

講座内容

講座名・講師 曜日・時間・受講料

山崎教授のツキイチ経済教室

　　　◇ 社会・科学

福岡大学教授（経済学部・大学院経済学研究科）
東京大学経済学博士　山崎 好裕

九州大学大学院法学研究院准教授  大賀 哲

教科書で学び直す
大人のための高校数学
 〜数学Ａ 整数、図形

九州大学名誉教授　佐藤 榮一

時事問題から学ぶ国際関係

講座名・講師 曜日・時間・受講料

時事問題から学ぶ地政学入門

九州大学大学院法学研究院准教授  大賀 哲

水俣病闘争　熱い時代の記憶

 作家 米本 浩二

　　　◇ 人とこころ

気学研究家　　山下 和賀子

気学研究家　◎山下 真理恵

気学
 〜⾃然の法則が⽰す⼈⽣の道しるべ（１年コース）

原典で読むカント哲学

九州大学名誉教授　円谷 裕二

2

毎日のニュースで目にし耳にする経済の話題、たとえ
ば、物価高と円安の行方、ロシアによるウクライナ侵攻の
経済的帰結、日本人の給与所得は上昇するか？ など、東
大出身の現役大学教授が楽しく分かりやすくお話ししま
す。話題は講座当日の朝日新聞朝刊から探しますが、新聞
と必要な資料は毎回配布いたしますので、気軽に身体一つ
でご参加ください。経済関係の市民講座としては日本一長
い、20年間続いている、定評ある講座です。

高校１年で学ぶ「整数」次に「図形」を学習します。
整数では最大公約数の一計算方法としか思えぬ「ユーク
リッドの互除法」を理解し、そのパワーを体感します。
更に日常多用の「カード」の安全性を支える「暗号」理
論の基礎に触れ、ごく簡単な暗号を作成し実感します。
後半の「図形」では三角形・円・正多角形、多面体の性
質へと続きます。まず公理・基本性質を復習理解し、ツ
ボを押さえつつ、問題を気持ちよく解く。さらに「正5
角形」を描いたり、折り紙で作って楽しみます。

私たちを取り巻く政治、経済、社会は刻々と変化して
います。ニュースなどで取り上げられる時事問題を題材
として、揺れ動く国際関係の中で政治がどのように変化
しているのか、それは私たちの生活とどのように関わっ
ているのかを考えていきたいと思います。日本とアジ
ア、アメリカを中心とした最新の国際政治の動向を、国
際関係論の枠組みや専門用語をわかりやすく解説しなが
ら読み解いていきたいと思います。【カリキュラム予
定】①国際関係の見方・考え方②日本と国際関係③日米
関係④日韓関係⑤日中関係⑥日ASEAN関係

第２金曜
13:00〜15:00
３カ月（３回分）

8,250 円

（１回分）

会員 3,300 円

一般 3,630 円

第１水曜
10:30〜12:00
３カ月（３回分）

7,920 円

第２土曜
10:00〜12:00
３カ月（３回分）

7,920 円

オンライン受講も可

第２火曜
19:30〜20:40
３カ月（３回分）

8,250 円

（１回分）

会員 3,300 円

一般 3,630 円

地政学とは、地理的な要因を政治的に分析する学問分
野です。もともとは軍事戦略上の概念でしたが、今日、
政治・経済・ビジネス・文化・環境などさまざまな分野
で地政学という言葉が用いられています。国際関係や時
事問題を取り上げながら、地政学を学んでいきたいと思
います。この講座はオンラインで実施します。（資料は
事前配布します）【カリキュラム予定】①地政学とは？
②日本の地政学③アメリカの地政学④中国の地政学⑤ロ
シアの地政学⑥中東・アフリカの地政学

人間は生まれた時から運命づけられていると言われま
すが、自然界の「気」を取り入れた気学を学び、いろい
ろな問題を解決に導く「人生の道しるべ」を見つけま
しょう。相手や自分の生年月日から性格を知ることで対
策が立てられ円満な関係を築く指針となります。また、
吉方に移動することにより、運命を改善できる可能性も
あります。基礎をくり返し指導しますので、いつからで
もお入りいただけます。
◆「気学で読む2023年」2月4日（土）15:00～

16:30（会員2,860円、一般3,630円）

第４土曜
10:30〜12:00
３カ月（3回分）

8,085 円

哲学についての解説書は数多く出回っていますが、
「哲学する」とはどういうことなのかを身をもって知る
ためには、哲学者自身の言葉を一字一句丁寧に読んで本
人と対話するしかありません。ドイツの哲学者カントを
原典で読むことを通して生きるとは何か、人間とは何で
あるか等々の最も素朴で根本的な問題について考えてみ
ます。

第1・3水曜
10:30〜12:00
３カ月（６回分）

16,500 円

水俣病闘争とは、1968年から73年までに繰り広げら
れた水俣病患者救済運動の総称です（闘争の時期につい
ては諸説あり）。水俣病の発生、支援組織（水俣病市民
会議と水俣病を告発する会）発足、旧厚生省占拠、巡礼
姿での加害企業株主総会乗り込み、加害企業本社を占拠
しての直接交渉…。「怨」の吹き流しや「死民」のゼッ
ケンなど、最もラディカルで大規模な公害闘争として知
られる水俣病闘争は、どのように生まれ、全国に支援の
輪を広げていったのか。『苦海浄土』で知られる石牟礼
道子とその同伴者渡辺京二の知られざるコミットを明ら
かにしつつ、人間存在を根本的に問い直した闘争の経緯
をたどります。

オンライン受講も可

10月29日（土）
13:00〜14:30
会員 2,750 円

一般 3,520円



講座内容

 ―現代に生きる親鸞のことば
『歎異抄』に学ぶ

今が気づきのチャンス

 翻訳家 山川 亜希子、山川 紘矢

儒教の「仁」と聖書の「愛」と
 ―⻄洋⼈と中国⼈との対話を通して―

九州大学名誉教授　柴田 篤

６つのタイプ別　コミュニケーション法

   九州女子大学非常勤講師、臨床心理士
 山の手クリニックカウンセラー 米倉 けいこ

武蔵寺住職・天台宗⻄教区議会議⻑ 井上 隆照

吉田松陰『講孟余話』を読む

九州大学名誉教授　柴田 篤

早朝坐禅 〜⾃分と向き合う

臨済宗・妙楽寺住職　渡辺 亮英

写経と法話 〜『般若⼼経』に学ぶ

講座名・講師 曜日・時間・受講料

やさしく学ぶ『論語』の教え

九州大学名誉教授　柴田 篤

巖松会責任役員　西村 信男

  月読お稽古場の道場主　小池 龍之介

瞑想しないセッション

ひまわり先生の
「アサーション」と「感情処理法」
〜⾃分の気持ちを表現するために

 山の手クリニックカウンセラー 米倉 けいこ

   九州女子大学非常勤講師、臨床心理士
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一日の始まりの清々しい朝に坐禅をしてみませんか？
坐禅は2500年以上の歴史をもった伝統的な修行方法で
すが難しいことはありません。初めての方も気軽に参加
いただけます。姿勢を調え、呼吸を調え心を調えること
で静かに自分と向き合っていきます。場所は妙楽寺（博
多区御供所町13－６）です。
◆１日体験 10月3日、4月3日（月）7:00～8:10
（会員1,760円、一般2,530円）

写経は仏道修行の一つです。『般若心経』を中心に時
には他経典も書写し本来備わっている浄らかな心を掘り
あてていきます。手本を使って書くのですぐに取り組め
ます。筑紫野の古刹・武蔵寺住職の『般若心経』解説を
聞き、宗教と人生、日常と仏教を思う静かなひととき。
浄書した写経は武蔵寺の経塚に埋納いたします。

第2・4月曜
7:00〜8:10
６カ月（１２回分）

19,800 円

第２・４日曜
10:00〜12:00
３カ月（６回分）

14,190 円

１２月８日（木）
13:00〜15:00
会員 2,860 円

一般 3,630 円

「人のになうべき任務は重く、行くべき道のりは遠
い。仁の実践を自分の任務とする、何と重いことか。死
に至るまで続く、何と遠いことか。」と『論語』にあり
ます。「信仰と、希望と、愛、この三つは、いつまでも
残る。その中で最も大いなるものは、愛である。」と
『新約聖書』にあります。儒教で説く「仁」と聖書に説
く「愛」とは、同じものでしょうか、それとも違うもの
でしょうか。一緒に考えてみましょう。

幕末の尊皇思想家として、また松下村塾で多くの若者を
教育したことでも有名な吉田松陰（1830～1859）は、萩
の野山獄で囚人たちと一緒に中国の古典『孟子』の輪読と
講義を始めます。その時の記録が『講孟劄記』であり、後
に『講孟余話』と改称されます。「逆境の中でこそ道（真
実の生き方）を求めることができる。」という松陰の力強
い言葉は、厳しい状況の中で生きる私たちの心に響くもの
があります。尽心篇の劄記を読みます。

「何事か判断に苦しむ場合でも、論語という尊い尺度
（ものさし）を標準にしていけば、過ちを犯す心配はな
い。」と渋沢栄一が語った『論語』。「人はどのように
生きるべきなのか。」ということについての智慧が散り
ばめられている『論語』を読んできましたこの講座も、
いよいよゴールに近づいています。2500年前の孔子の
言葉が現代の私たちを励まし導いてくれます。ご一緒に
耳を傾けてみませんか。

第３木曜
13:00〜15:00
３カ月（３回分）

8,250 円

第１・３木曜
10:00〜11:30
10～12月（６回分）

15,840 円

１～３月（７回分）

18,480 円

オンライン受講も可

オンライン受講も可

オンライン受講も可

「人間は自然に湧き出る感情を我慢しすぎると、本来
の感情をコントロールできなくなります。イライラして
怒りっぽくなったり、不安でふさぎ込んでしまうことは
ありませんか」。ひまわり先生の愛称で、全国の学校や
保護者向けに年間100回の講演や講座を行う、米倉先生
の講座です。感情の特徴や性質を正しく理解し、感情の
コントロールが上手になる方法「感情処理法」と、相手
も自分も大切にする自己表現「アサーション」の技法を
学びます。（Zoomを使ってオンライン受講も可能で
す。講師は教室でお話しします）

オンライン受講も可

９月3日（土）

2月4日（土）
18:30〜20:30
（1回分）

会員 3,850 円

一般 4,620 円

最新の理論「人格適応論」をアメリカで学んだ講師か
ら、人のタイプに合わせたコミュニケーション法を学び
ます。自分のタイプを知り、自分と他人の違いを理解し
た上で、タイプに合わせたコミュニケーション方法を実
践できるように話します。（Zoomを使ってオンライン
受講も可能です。講師は教室でお話しします）

オンライン受講も可

10月1日（土）

12月3日（土）
18:30〜20:30
（1回分）

会員 3,850 円

一般 4,620 円

『歎異抄』は直弟子唯円によって書かれた親鸞の語録
を中心にした書物です。その特色は和文で書かれ、難解
な仏語があまりなく、私たちの心をとらえてやまない真
実の言葉が随所にあることです。やさしい言葉の奥にあ
る親鸞の深い宗教の世界をうかがうことができるのは大
きな魅力です。皆様と一緒に学んでいきましょう。

第１・３木曜
10:00〜12:00
３カ月（６回分）

13,860 円

世界は急激に変化しています。そして見た目にはコロ
ナや戦争など、ひどいことが起こっているように見えま
す。でもそれは私たちが大切なことに気づくための、大
きなチャンスなのです。この数年であなたはどのように
変化しましたか？ それを一緒に見てゆきたいと思いま
す。

12月４日（日）
13:30〜15:30
会員 3,740 円

一般 4,510 円

思考や感情というのは、脳みそが作り出す幻影のよう
なもので、夢のようなものです。そうした夢に引きずり
込まれず、目覚めていられるためのヒントをお伝えしま
す。一般に瞑想と聞いてイメージされるようなものとは
大きく異なります。呼吸に集中したりもしませんし、歩
くときも足に意識を向けたりもしません。ふわんぽわ
ん、とあるがままにリラックスできることから始めて、
頭が作り出す夢から覚醒することを目指しましょう。

１０月３０日、１２月２５日、

２月2６日（日）
14:00〜17:00
（３回分） 会員 10,890 円

（１回分）

会員 4,180 円 一般 4,510 円



講座内容

講座内容

教科書で学び直す～

大人のための高校日本史

元九州産業大学非常勤講師　木村 隆久

民衆画に学ぶ「インドの神々の物語」

九州大学名誉教授 関 一敏

 九州大学名誉教授 関 一敏

歴史作家・福岡県文化団体連合会顧問　河村 哲夫

福岡大学人文学部准教授　古澤 義久

魏志倭人伝の国々　2
 ―東アジア考古学から学ぶ―

室町・戦国時代の史料
（古文書・古記録）を読み解く

九州大学大学院比較社会文化研究院教授 伊藤 幸司

倭人伝を読む

日本書紀

福岡大学非常勤講師　松木 俊曉

講座名・講師 曜日・時間・受講料

　　　◇ 歴史に学ぶ
講座名・講師 曜日・時間・受講料

日本の神さまと仏さま

福岡地⽅史研究会会⻑　石瀧 豊美

古文書から学ぶ郷土の歴史

4

最近の古代史研究等の成果を踏まえながら『日本書
紀』全巻を読み進めます。意味を取りつつ本文（原文は
漢文ですので、読み下し）を読み、その周辺事情や背景
について分かりやすい解説を加えます。古語になじみの
ない方も、途中からでも楽しめます。10月からは（前
期から引き続き）、第27代・安閑天皇紀（巻第十八）
から読み始めて、第29代・欽明天皇紀（巻第十九）の
半ばまで読み進める予定です。

第１・３・５土曜
10:30〜12:00
１０～１２月（７回分）

17,710 円

１～３月（６回分）

15,180 円

第４木曜
13:00〜15:00
３カ月（３回分）

8,250 円

奴国・邪馬台国など、中国文献に記された古代日本の
痕跡をたどる渾身の歴史講座‼ １：卑弥呼の外交①／
２：卑弥呼の外交②／３：加羅と任那／４：邪馬台国の
風俗①／５：邪馬台国の風俗②／６：卑弥呼の鏡

第２土曜
※１０月は第４土曜

13:00〜14:30
１０～３月（６回分）

16,500 円

（１回分）

会員 3,300 円

一般 3,630 円

魏志倭人伝は邪馬台国への道程を記した書として有名
ですが、正式には『三国志』魏書烏丸鮮卑東夷伝の中の
倭人について記載された部分を指します。倭人伝という
独立した‘伝’があるわけではなく、烏丸や鮮卑、そし
て東夷といった諸民族の中の内の一つとして倭人も取り
上げられています。そのため相対的な眼で‘倭人伝’を
理解するためには、広く東北アジアの地域に目を向けて
考えなくてはなりません。近年、中国東北地方やロシア
沿海州では、重要な発見が相次ぎ、日本との関わりを示
す資料も増加しています。最新の知見を交えて、魏志倭
人伝の世界について考えてみたいと思います。

オンライン受講も可

九州・山口地域に関係する古文書や古記録のなかで
も、室町・戦国時代のものを中心に読んでいます。 く
ずし字を読むことから始めますが、くずし字が読めない
方には翻刻したものを配ります。文字を読むだけでな
く、史料から見えてくる中世社会の様相（政治、経済、
文化、外交など）について、近年の研究成果を踏まえな
がら説明していきます。これまでに「乗福寺文書」「麻
生文書」「相良武任書札巻」「崇福寺文書」などを読ん
できました。

第２・４火曜
10:30〜12:00
３カ月（６回分）

15,840 円

福岡藩の農村の資料を読みながら、くずし字の読み方
に慣れ親しみ、地域の社会とそこに生きた人たちの歴史
について考えます。初心者対象の講座です。テキストは
庄屋の家に残された古文書で、農村の生活を生き生きと
伝えています。時には小倉藩の資料や藩の公式の記録
（特に朝鮮通信使関係の資料）を読んでいます。

第１・３火曜
10:00〜12:00
３カ月（６回分）

14,520 円

オンライン受講も可

宗教は日本人の苦手なテーマです。その理由は、身の
回りに数多くの神と仏がおられるのに、きちんと宗教に
ついて学ぶ機会のなかったことにあります。奈良時代か
らの「神仏習合」と幕末維新期の「神仏分離」という二
つのトピックスを入り口に、日本の神仏についての最小
限の歴史を学びます。これを知ることは、わたしたちが
現代日本の宗教状況をどう判断し、どう生きるべきかに
大きなヒントを与えてくれるでしょう。

11月29日（火）
13:30〜15:00
会員 2,970 円

一般 3,740円

ひとことで多神教といっても、日本の神々とインドの
神々の世界では死生観・世界観・人生観がまったく異な
ります。インドの神々は東南アジアや日本にいたる周辺
地域に伝播しながら、シヴァ神やヴィシュヌ神を中心に
した強烈な個性をもってヒンズー教の歴史を作ってきま
した。根気のいる道のりですが、民衆画や立像の力をか
りて神々の多いインドの歴史の森にわけいってみましょ
う。講義はスライドを中心に、配布テキストを読むかた
ちで進めます。
◆初回（公開） 10月11日(火)13:30～15:00
（会員2,860円、一般3,190円）

第２・４火曜
13:30〜15:00
３カ月（６回分）

16,830 円

第１月曜
15:30〜17:00
３カ月（３回分）

7,260 円

前回からの続きですが、今期は月1回の講座です。
「戦後政治の総決算」をかかげた中曽根内閣は国鉄など
の民営化を果たし、次の竹下内閣の時「昭和」が終わり
ました。世界は冷戦が終わり新しい世界となります。そ
の大きな変動は日本も避けられません。できるだけテー
マをピックアップして学びたいと考えています。記憶に
新しいところに思いを馳せてみましょう。



講座内容

筑紫女学園大学・福岡大学非常勤講師　大津 忠彦

    歴史を読み解く

萩博物館特別学芸員 一坂 太郎

幕末史再発見 ー福岡の視点を交えながらー
　（６回コース）

ドイツ歴史紀行―都市と城塞―

九州大学名誉教授　神寳 秀夫

マルコ・ポーロが旅したシルクロード
  〜『東⽅⾒聞録』に中国元代の⺠族、⽂化、

⻄南学院大学非常勤講師　吉田 扶希子

植物の民俗学 その４

九州古仏拝観案内

九州歴史資料館学芸員　井形 進

⻄南学院大学非常勤講師　吉田 扶希子

柳田國男の民俗学－山人論 その３

講座名・講師 曜日・時間・受講料

渤海国使と遣渤海国使（2）

九州大学名誉教授　濱田 耕策

日本の形成  ー漢から唐へ～

九州大学名誉教授　川本 芳昭

東アジア世界秩序の変容と

『史記』から読み解く中国古代

福岡教育大学教授　杉村 伸二

5

ドイツは「都市の国」と言ってよいほど各地に魅力あ
る都市を創ってきました。それらの多くは中世盛期に城
主の保護のもとで建設・再建されました（市民という言
葉の語源は「城塞防衛者」「城塞居住者」です）。その
後各都市は市民自治や君主制、宗教改革、戦争、革命、
文化においてそれぞれ独自の道を歩んでいきます。各地
の都市と城塞を旅して、中世から現代に至るドイツの歴
史の一般性と多様性を見ていきます。
◆初回（公開） 10月13日(木)10:30～12:00
（会員2,640円、一般2,970円）

第２・４木曜
10:30〜12:00
３カ月（６回分）

15,840 円

中国東北部に８世紀から10世紀初まで栄えた渤海国は
日本に35回の使節を派遣しています。日本はこれに応え
て13回の使節を渤海国に派遣しました。渤海では日本と
の外交を「隣交」、即ち対等な関係との姿勢です。一方
の日本は渤海が自国をかの高句麗を継承するものと認識
していることから、渤海を日本に朝貢する国家と認識し
て外交しました。この認識の齟齬は時に外交摩擦を表出
しました。しかし、日本は渤海を介して唐の政治情報や
日本の遣唐使の情報を得ることが出来ました。渤海は南
に接する新羅国を警戒しており、日本との外交は新羅情
報を得る機会ともなりました。渤海と日本との外交の歴
史から今日の東アジア諸国の複雑な国際関係を学ぶ知恵
を得たいと思います。

第１・３水曜
14:30〜16:00
３カ月（６回分）

15,840 円

古代の日本は志賀島の金印や卑弥呼の例に見るよう
に、中国王朝が形成した世界秩序に参画していました。
しかし、この世界秩序は、所謂三国志の時代となると大
きく揺らぐようになり、大陸は北方胡族と漢族勢力との
長い抗争の時代を迎えることになりました。その間、古
代日本は一貫して漢族王朝を正統とする世界秩序に参画
していましたが、その方針は遣隋使の時代になると大き
な転換を求められました。日中歴史共同研究という試み
での報告に拠りながら、志賀島の金印から遣唐使の時代
に至る東アジア世界秩序の変遷について話します。

第１・３火曜
10:30〜12:00
３カ月（６回分）

16,500 円

『史記』は中国古代史を知るうえで最も重要な書物で
す。『史記』の漢文を読み下しながら古代中国の姿につ
いて解説していきます。高校漢文程度の返り点や古文の
知識があれば十分です。個性的な人物を描く「列伝」を
読み進めています。今学期は呂不韋列伝や刺客列伝など
戦国後期、秦による統一の前夜を彩る個性的な人物たち
の列伝に入っていきます。その鮮烈な生き様や現代でも
使う故事成語の背景など、興味深い内容がたくさん盛り
込まれています。最新の学説や考古資料も紹介しつつ、
古代中国の世界を生き生きと描き出したいと思います。

第１・３土曜
13:00〜14:30
３カ月（６回分）

15,840 円

柳田國男の民俗学を探る切り口として、「山人論」を
考えていきます。民俗学の祖である柳田國男の研究は、
山人を考えるところから始まり、やがて彼が情熱を注い
でいきます。そして、突然山人の研究をやめてしまいま
す。柳田の著作『石神問答』、『「イタカ」及び「サン
カ」』、『鬼の子孫』を題材に山人を考えていきます。

第２木曜
10:30〜12:00
３カ月（３回分）

7,920 円

（１回分）

会員 3,190 円

一般 3,520 円

南方熊楠の『十二支考』にヒントを得て、新たに植物
の民俗学をシリーズ化しています。身近な植物にも歴史
があり、いろいろな意味を持っています。今回は、ツツ
ジ、ヒノキ、イチョウと、やはり身近な植物を取り上げ
て、ひいては私たち日本人を考えていきます。

日本近代化のスタートとされる幕末維新。日本には西
洋列強からの外圧に、いかに対処するかという大きな問
題が課せられました。天皇の政治的発言力が急騰し、幕
府は皇女和宮の降嫁を進めます。しかし開国は物価高を
招き、尊王攘夷論は庶民層にまで広がってゆきました。
福岡藩でも尊攘派が活性化し、公武（朝廷・幕府）の一
体を望む藩主・黒田長溥の前に立ちふさがります。薩
摩・長州が国政に介入して、京都に天皇を中心とする新
しい政治勢力が誕生しました。史料なども使いながら福
岡の視点も交え激動の変革期を辿ります。

第４金曜
13:30〜15:00
※１０月のみ第３金曜

３カ月（３回分）

8,250 円

仏像はそれぞれの時代それぞれの土地の信仰や美意
識、造形技術の結晶です。奈良や京都とはまた異なる魅
力をもった、九州各地の仏像について、スライドを映写
しながら紹介していきます。意外に身近な所に、魅力あ
る古仏が今も息づいています。そのような中から、拝観
予約なしにお参りできる古仏を中心にお話します。テキ
ストは、毎回書き下ろしてお配りします。

第４土曜
13:30〜15:00
３カ月（３回分）

7,920 円
オンライン受講も可

第２・４水曜
15:30〜17:00
３カ月（６回分）

15,840 円

マルコ・ポーロ（1254－1324年）はベネチア(ベニ
ス)の商人として、欧州～中東～中央アジア～東アジア～
東南および南アジアにおよぶ遥かな「シルクロード」旅
程を遊歴しました。彼の諸域での実体験や伝聞の口述記
『東方見聞録』が活写する「パクス・モンゴリカ」時代
のヒト・モノ・情報を、あらためて考えます。今期は中
国南方域の地誌、見聞録についての第２弾です。

オンライン受講も可



講座内容

講座内容

鉄道150年
～夢と暮らしを運んだ福岡の鉄路

九州歴史資料館学芸員　渡部 邦昭

⽇本脚本家連盟九州⽀部⻑　香月 隆

学び直しの大人のための高校世界史

⻄南学院⼤学・福岡⼤学非常勤講師　丹後 享

九州⼤学教授　堀 賀貴

九州産業⼤学講師　田中　真理

万葉集

福岡女学院⼤学名誉教授　東　茂美

万葉集を学ぶ

福岡女学院⼤学名誉教授　東　茂美

講座名・講師 曜日・時間・受講料

曜日・時間・受講料

ポンペイの都市生活

一番大好き人間～
オッペケペー節の川上音二郎

「月」を詠うー菅原道真の雪月花ー

　　　◇ 文学・文芸
講座名・講師
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『万葉集』は、元号「令和」の典拠として知られる、
現存最古の和歌集です。その歌々には、天皇・皇族、官
吏、庶民たちの心が多彩に表現されており、編纂から千
年以上を経て、今なお尽きることのない魅力に溢れてい
ます。今学期は巻十一の歌を取り上げます。歌の音読を
通して『万葉集』をじっくりと味わいましょう。

第１・３金曜
10:30〜12:00
３カ月（６回分）

15,180 円

第１・３月曜
10:00〜12:00
３カ月（６回分）

16,500 円

巻三の万葉歌を学びましょう。この歌巻は、巻一・巻
二の続巻にあたる歌と、大伴氏とその周辺の歌がまとめ
られたものです。「天ざかるひなの長道ゆ恋ひ来れば
…」（柿本人麻呂）、「田子の浦ゆうち出でみれば…」
（山部赤人）、「あをによし奈良の都は咲く花の…」
（小野老）、「憶良らは今はまからむ…」（山上憶良）
といった、今日、秀歌といわれている万葉歌がたくさん
おさめられています。はじめて学ぶ皆さんも、どうぞ。

「菅原の大臣かうぶりし侍りける夜、母の詠みはべり
ける/久方の月の桂も折るばかり家の風をも吹かせてし
がな」（『拾遺』473）。「菅原の大臣」はいうまでも
なく菅原道真。これは道真が「初冠」（ういこうぶ
り）・元服の日を迎えた夜に、母（伴真成の娘）がう
たった祝いの歌です。「月に生えている桂の木も折れる
ばかりに、大いに才名を発して、学問の家である我が家
の名をあげてほしい」といったところでしょうか。郤詵
（げきしん）(晋）の「折桂」故事をもふまえていま
す。「折桂」とは国家試験に首位で合格すること。15
歳の道真への母の願いは、この一点にあったのです。

１０月３１日（月）
10:00〜12:00
会員 2,970 円

一般 3,740 円

多くの人々にとって「世界史」とは暗記の科目という
印象が残ったことは否めず、面白いという感じがしな
かったかもしれません。しかし、世界史は本来、日本と
は異なる世界各地域の様相を知ることができる、学べば
学ぶほど好奇心がわき、面白い分野なのです。現在、世
界でおこっている様々な事象の要因は過去にあり、歴史
を学ぶことで、ことの本質をつかむ手助けにもなりま
す。第一次世界大戦以降の世界の展開をお話しします。

第2・４月曜
10:30〜12:00
３カ月（６回分）

15,840 円

１１月26日（土）
13:00〜14:30
会員 2,750 円

一般 3,520 円

ポンペイはナポリ湾を臨むサルノ川の河口付近に立地
し、交通の要衝としてだけでなく風光明媚な街でもあり
ました。彼らは、地方の小都市の住人でありながらも、
たいへん豊かな都市生活を享受していました。遺跡だけ
でなく、ナポリ国立考古学博物館に収蔵された発掘品の
数々が当時の生活をリアルに伝えてくれます。かつてポ
ンペイにおける日本隊の発掘調査にも加わり、30年にわ
たって現地調査を行ってきた講師が、ポンペイの住まい
について解説します。

１１月１４日（月）
15:30〜17:00
会員 2,860 円

一般 3,630 円

オッペケペー節で一世を風靡した興行師川上音二郎。
その妻として世界に名をはせた貞奴。ともに「一番大好
き人間」でした。いうまでもなく、音二郎は新派劇の創
始者。貞奴は海外巡業を果たした第一号女優。二人がつ
ぎつぎと一番乗りをはたしていった破天荒な人生劇は大
冒険の連続ドラマでした。音二郎は1864年1月１日生ま
れ、1911年11月11日没。人生１づくしの川上音二郎の
壮大な人生劇を、楽しい画像とともに振り返ってみま
しょう。そしてパワーを分けてもらいましょう。今年は
彼の111周忌なのです！

オンライン受講も可

オンライン受講も可

日本の鉄道は今年、開業から150周年を迎えました。
多くの人々の暮らしや希望を運んできた鉄道の歴史を、
全国有数の鉄道雄県たる福岡県の視点から学んでいきま
す。県内鉄道網の成り立ちや、各地に残る鉄道遺産、か
つて見られた軽便鉄道・軌道の姿、多くの県民が夢見た
幻の鉄道計画、そして列車ダイヤの変遷…。150年の歴
史が織りなす鉄道史の世界を、国内全線完乗の経験を持
つ研究者がご案内します。
10/20 九鉄から国鉄へ～鉄道雄県福岡の誕生～
11/17 西鉄誕生への道～軽便鉄道と軌道の世界～
12/15 長距離列車の軌跡～夢の超特急をめざして～

オンライン受講も可

10月20日

11月17日

12月15日（木）
14:30〜16:00
（３回分）8,580 円

（１回分）

会員 3,410 円

一般 3,740 円



講座内容

 −「桐壺」の巻−
九州大学名誉教授　辛島　正雄

『源氏物語を読むために』

九州大学名誉教授　辛島　正雄

くずし字で読む『とりかへばや物語』

くずし字で『源氏物語』を読む

今西　祐一郎

     前国⽂学研究資料館⻑・九州大学名誉教授

源氏物語

『源氏物語』 〜楽しく学ぶ平安朝⽂学

福岡女子大学名誉教授　今井　明

源実朝の和歌とその時代

佐賀出張講座（朝日新聞佐賀総局にて）

『奥の細道』 〜いよいよ陸奥（みちのく）へ

日本古典文芸を楽しむ

佐賀大学名誉教授　田中　道雄
 〜『源⽒物語』浮⾈・蜻蛉の巻

   佐賀大学地域学歴史⽂化研究センター特命教授
佐賀大学名誉教授　井上 敏幸

北原白秋　没後８０年の<落穂拾い>

佐賀女子短期大学名誉教授　横尾  文子

講座名・講師 曜日・時間・受講料

九州大学大学院人⽂科学研究院教授　川平　敏文

『雨月物語』を読む

元慶應義塾大学⽂学部教授　田坂　憲二

元慶應義塾大学⽂学部教授　田坂　憲二
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江戸を発って１カ月後、伊達の大木戸を越えて、歌枕
のメッカ陸奥の地に入ります。古代の伝説と歌枕の地を
丹念に尋ね歩く芭蕉の姿を見ることができます。芭蕉は
シツコク名所を尋ね歩くことで東北の古代の風土と歴
史、人情を体感することができたのですが、そこで芭蕉
は何を考え、何に感動したのでしょうか。詳しく読み解
いていきたいと思います。

第１・３水曜
10:30〜12:00
３カ月（６回分）

15,180 円

『雨月物語』は江戸時代中期に書かれた読本で、九つ
の短編からなる怪談小説です。作者の上田秋成は和歌文
学や『伊勢物語』『源氏物語』などの物語文学にも造詣
が深かったため、その文章の端々に日本古典の遺伝子が
宿っています。男女の愛欲、友情の悲劇、世間への怨
念、異世界への越境など、その内容はじつにバラエティ
に富んでいて、読む者を飽きさせません。活字とともに
くずし字のテキストも併用しながら、本書を味読してい
きたいと思います。
＊Zoomを使ったオンライン講座です。教室で視聴す

ることもできます。

第２・４木曜
10:00〜11:30
３カ月（６回分）

15,180 円

明治37年2月10日、日本がロシアに宣戦布告した3日
後、白秋の親友・白雨が自刃している。ロシアのスパイ
容疑をかけられての自裁であった。中学伝習館時代、筆
名を「白」でお揃いにした中島鎮夫。夏目漱石が熊本
に、森鷗外が小倉に滞在していたころ、柳河に「白秋」
や「白雨」が誕生していた。その内実を、昭和50年代
の久保節男氏や原武哲氏の優れた資料調査研究に従って
紹介していきたい。

１０月4日（火）
13:00〜14:30
会員 2,750 円

一般 3,520 円

この物語の最後に登場する女性・浮舟を中心に、波瀾
に富んだストーリーが展開します。読者をひきつけるそ
の力に、驚かれることでしょう。※会場は朝日新聞佐賀
総局です

第１・３月曜
10:00〜11:30
３カ月（６回分）

14,520 円

オンライン受講も可

鎌倉幕府第三代将軍源実朝の和歌と、その時代を辿り
ます。実朝は家集『金槐和歌集』を残し、『百人一首』
にも選ばれています。藤原定家は実朝の歌才を高く評価
し、歌論書『近代秀歌』を送りました。幕府内での孤独
な立場や後鳥羽院との緊張関係、暗殺という非業の死を
遂げるまで、実朝の人生は波乱に満ちています。「万葉
調」歌人とくくられる実朝の和歌を読み直します。10
月は「実朝と新古今時代」、12月は「定家・鴨長明と
の出会い」、2月は「定家偽書『愚見抄』と実朝」。

10月２7日、12月２2日、
2月２3日（木）
10:30〜12:00
（３回分）

会員 8,250 円 一般 10,560 円

（１回分）

会員 3,300 円 一般 4,070 円

『源氏物語』を 丁寧に読み解いてきたこの講座も、い
よいよ最終回です。今回は手習巻の終盤と、夢浮橋巻を
読みます。生きていた浮舟はこれからどのような人生を
送るのでしょう。事実を知った薫はどのように行動する
のでしょう。長きにわたったこの作品に、作者はどのよ
うな形で幕を下ろそうとしているのでしょう。様々な問
題を考えてみたいと思います。

岩波文庫の『源氏物語』が新規改版されたのを機に、
2017年10月に第一巻桐壺から始めて、現在は第2巻
「須磨」を読み進んでいます。必要に応じて写本、版
本、源氏絵などを参照しつつ、現代とは全く違う時代で
ある平安時代の、しかも私たち庶民とはかけ離れた宮廷
社会という背景を視野に入れて、千年前の娯楽読み物の
世界を覗いてみましょう。

第２・４水曜
10:30〜12:00
３カ月（６回分）

16,500 円

第１・３月曜
10:30〜12:00
10～１２月（６回分）

15,180 円

これから『源氏物語』を読もうという人、一通り読み
終えたので全体をふり返りたいという人、より深く『源
氏物語』を理解したい人に向けての講座です。３カ月、
6回で完結します。ご自宅で『源氏物語』を読む時に
も、講座や教室で『源氏物語』を読む時にも、役に立つ
ような話をしたいと思います。簡単なプリントを準備し
ますので、テキストは不要です。

第１・３月曜
10:30〜12:00
１～３月（６回分）

15,840 円

（１回分）

会員 3,190 円

一般 3,520 円

オンライン受講も可

オンライン受講も可

『源氏物語』をくずし字によって読み進めます。テキ
ストには宮内庁書陵部蔵青表紙本『源氏物語』を用い、
光源氏の一代記の始まる「桐壺」の巻から順を追って読
み進めてゆきます。活字本は巷に溢れていますので、必
要に応じてご参照ください。

平安時代末期に書かれた『とりかへばや物語』を、く
ずし字のテキストを用いて読み進めています。主人公は
男装の麗人で、その兄も女装しているため、一風変わっ
た物語の世界が展開します。男女の性差を絶対的なもの
と信じていた時代に、こうしたユニークな物語が登場し
た奇跡を、ぜひ楽しんでみて下さい。

第２・４火曜
13:30〜15:00
３カ月（６回分）

15,840 円

第１・３火曜
13:30〜15:00
３カ月（６回分）

15,840 円

オンライン受講も可



講座内容

 ―悲劇の真髄に迫るー
シェイクスピア劇鑑賞

⻄南学院⼤学名誉教授　古屋 靖二

元九州⼤学⼤学院言語文化研究院教授　岡野 進

村上春樹が描く女性たち

村上春樹とその時代

元九州⼤学⼤学院言語文化研究院教授　岡野 進

 〜「恋する⼥性と闘う⼥たち」

詩人　谷内 修三

谷川俊太郎の世界 〜現代詩を読む、書く

20世紀のフランス文学
 ーカミュ『異邦人』ー

九州⼤学基幹教育院非常勤講師　安藤 智子

森崎和江を読み継ぐ

作家　米本 浩二

エッセイスト　深野 治

文章塾 〜創作とエッセイの実践講座

講座名・講師 曜日・時間・受講料

桜川冴子の短歌教室 〜表現の扉をひらく

歌人・福岡女学院⼤学准教授　桜川 冴子

初めての方のための

漢詩の作り方

福岡県漢詩連盟理事　平兮 明鏡

シナリオ文芸サロン

⽇本脚本家連盟九州⽀部⻑　香月 隆
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短歌とは手のひらの宇宙。最初は誰もが57577と言
葉を指で数えながら歌を作りはじめます。こうした小さ
な詩型ですが、この器には果てしないこころを盛ること
ができるのです。日々の中でふっとよぎる感慨や小さな
発見、感動、社会や時代への思い等、短歌としてお残し
になりませんか。講座日に次回の作品を2首提出して下
さい。毎回、近刊歌集から一冊を取りあげます。秀歌と
投稿歌を通じて、鑑賞と作り方を楽しく学びましょう。

第２月曜
13:00〜15:00
３カ月（３回分）

7,590 円

日本は古来より中国から文化を取り入れてきました。
ひらがなやカタカナのもととなった漢字もその一つで
す。その漢字によって作られる中国の詩が漢詩です。中
国の詩といっても、日本人も千年以上にもわたって作り
続け、また李白や杜甫などの名句を身近なものとして、
口ずさみ愛してきました。教室では月に１～２回、自作
の漢詩を提出して頂き、詳細に添削指導します。初めて
の方にも、基本のルールから辞書の引き方まで、各自の
学習の進行状況にあわせて指導します。

第１・３月曜
13:00〜14:30
３カ月（６回分）

13,860 円

ひらな

書き込むことによって養われる表現力。視界を広める
ことによって深まる思考力。文章を磨く力のもとになる
修練を、互いの切磋琢磨から研ぎ合っていく実践講座で
す。さらなるレベル・アップを目指して、創作とエッセ
イの両面から取り組みます。

第１・３土曜
13:00〜15:00
３カ月（６回分）

16,500 円

シナリオが書ける！これはちょっとした特技です。シ
ナリオのイロハから学ぶ文芸サロン。あなたもラジオ、
テレビ、映画のシナリオを学んでみませんか。初心者も
歓迎します。途中からの参加もＯＫです。

第１・３月曜
15:00〜16:30
３カ月（６回分）

17,820 円

オンライン受講も可

村上春樹は大きく分けて二つのタイプの女性を描いて
います。一つは『ノルウエイの森』の直子に代表され
る、恋に生きる、やや古風な女性たち。もう一つは
『1Q84』の青豆が象徴する、自分の居場所を戦い取
る、闘う女たち。女性という視点から村上文学を考える
３カ月です。

村上春樹の代表作である『ねじまき鳥クロニクル』を
懇切丁寧に読んでいく講座です。今学期は、愛する妻を
取り戻すために、暴力と結びついている日本の支配シス
テムに闘いを挑む主人公を読みます。

第１・３土曜
15:30〜17:00
３カ月（６回分）

15,840 円

第1土曜
17:10〜18:40
３カ月（３回分）

7,920 円

（１回分）

会員 3,190 円

一般 3,520 円

英国ルネッサンスの巨匠、詩人・劇作家シェイクスピ
アを取り上げ、『四大悲劇』をはじめ、名作の数々を鑑
賞しています。舞台で演じられることが本来の特徴であ
る演劇として、親しみやすいビデオ映像 (日本語字幕付
き) を通して台詞・対話の意味を味わいながら、視覚
的・聴覚的に劇作品の世界に迫ることが狙いです。今学
期は有名な“恋愛もの”で、古代ローマを歴史的背景と
する『アントニーとクレオパトラ』、四大悲劇の中で現
代の私たちに最も身近な『オセロー』を取り上げます。

第1水曜
13:00〜15:00
３カ月（３回分）

8,019 円

いつも使っていることばを、いつもとは違う意味で
使ってみませんか？ たとえば嫌い、憎いということば
で好き、愛しているとラブレターを書いて恋人を驚かし
てみませんか？ 谷川俊太郎の詩には様々な書き方のヒ
ントがあります。楽しいことばの世界に飛び込んでみま
しょう。

第１・３月曜
13:00〜14:30
３カ月（６回分）

15,840 円
やち

オンライン受講も可

オンライン受講も可

20世紀のノーベル賞作家、アルベール・カミュの
『異邦人』を６カ月かけて読んでいきます。主人公ムル
ソーの語りは開けっぴろげなようでいて、読者を拒んで
いるようでもあり、この物語をどう理解すれば良いか分
からないという方もおられるでしょう。読み手の五感を
刺激するとともに、生きることと死ぬことについて考え
させずにはいないこの小説を一から味わってみましょ
う。翻訳で読み進めながら、必要に応じて原文のニュア
ンスや作品の背景を解説します。

第4月曜
14:00〜15:30
３カ月（3回分）

8,250 円

詩人・作家の森崎和江（1927～2022年）は朝鮮生
まれ。「植民地で生まれた者が日本を郷土とする苦悩が
あった」という。筑豊の炭鉱労働者に「ここにこそ、母
の国あり」という輝きを見い出す。58年より炭鉱街中
間で谷川雁との共同生活を始め、文化運動誌『サークル
村』を創刊。女性炭鉱労働者からの聞き書きは『まっく
ら』に結実する。その後も、性とは、命とは、などの自
問から、数多くの作品を著わした。講座では谷川との共
生を描く『闘いとエロス』や、海外に渡航した女性を主
題とする『からゆきさん』など主著のポイントを解説。
石牟礼道子らとの交流にも言及します。

オンライン受講も可

１月１４日（土）
13:00〜14:30
会員 2,750 円

一般 3,520 円

オンライン受講も可



講座内容

 〜たのしく短歌を学びましょう

「心の花」福岡県支部代表　三輪 良子

句会菊月 ～〈季題（季語）と親しむ〉

俳誌「玄海」主宰・ホトトギス同人　大石 靖子

歌人　小島　ゆかり

はじめての短歌

句会俳楽 ～俳句入門

コスモス短歌会選者　大野 英子

藤野 早苗

現代歌人協会会員・コスモス短歌会選者

現代短歌の実作と鑑賞

大里 えつを

ほっと！一句！

「花鶏」主宰・「馬酔木」同人　野中 亮介

俳句入門

   俳人協会福岡支部⻑・俳誌「⽔城野」主宰

   俳人協会福岡支部⻑・俳誌「⽔城野」主宰

講座名・講師 曜日・時間・受講料

朝日句会
      俳誌「玄海」副主宰・ホトトギス同人

日本伝統俳句協会九州支部参与　有田 真理子

たのしく俳句
 前俳人協会福岡県支部事務局⻑・「花鶏」冠⽻集同人

岩橋 玲子

大里 えつを

日曜俳句

俳誌「玄海」主宰・ホトトギス同人　大石 靖子

短歌実作 〜折々の⼼を歌にこめて

歌を作る・読む
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俳句の好きな方、歓迎します。各人の俳句を尊重し、
楽しむ句会です。お気軽にご参加ください。

第２・４水曜
13:00〜15:00
３カ月（６回分）

12,870 円

四季のある美しい日本。一字一音の日本語、古くから
日本人に馴染んだ五七五のリズム。世界最小の詩型で、
日記や短編集を残しませんか。

第２・４月曜
13:00〜15:00
３カ月（６回分）

13,200 円

俳句は、四季に移ろう日本の景や日本人の繊細な心の
機微を美しい日本語で詠うもの。そこには色んな発見が
あり、感動があります。
俳句のいろはからご指導いたします。

俳句は気軽に取り組めるちょっと知的な遊びです。ま
た底知れぬ深さもあります。四季に移ろう日本の景、日
本人の繊細な心の機微を詠いましょう。和気藹々の中、
初心者もベテランも楽しんでいます。

月曜 ※10月31日もあり

10:00〜12:00
１０～１２月（１３回分）

27,170 円

１～３月（１２回分）

25,080 円

第４日曜
10:00〜12:00
３カ月（３回分）

6,930 円

何事もなく過ぎ去ってゆく日々。ともすれば私たちは
「何事もない」ことの幸せを忘れがちです。日常生活の
中から紡ぎ出される市井の詩が俳句です。皆様の心の中
に生まれる折々の大切なものを俳句を通して表現してみ
ませんか？

第３水曜
13:00〜15:00
３カ月（３回分）

6,930 円

あらかじめ提出していただいた二首を受講者全員で解
釈・鑑賞し、講師が添削します。初心者もベテランも、
和やかな雰囲気の中で、歌作を楽しんでいます。

優曇華のひらくは明日かも知れずかくなる思ひあれば
生きむか

藤野早苗『王の夢』

金曜 ※3月31日もあり

13:00〜15:00
10～12月（１2回分） 25,080 円

1～3月（１3回分） 27,170 円

第１・３金曜 ※3月31日もあり

第２・４金曜 ※3月31日もあり

13:00〜15:00
10～12月（6回分） 13,200 円

1～3月（7回分） 15,400 円

事前に提出していただいた作品二首の添削を通し、実
作のヒントを学びます。また、鑑賞を通し、優れた作品
の世界観に触れて、表現する楽しみを広げて頂ければと
思います。全員の添削を要約したレジュメを毎回お渡し
します。通信のみでの受講も可能です。

第２・４金曜
10:00〜12:00
３カ月（６回分）

13,200 円

通信生

13,860 円

（郵送代含む）

〈作る〉ことと〈読む〉ことは、作歌の両輪です。作
る力がゆたかになれば読む力も養われ、逆に、読む力が
蓄えられなければ、作る力は息切れしてしまいます。し
かし、〈読む〉力を育てるのはなかなか難しいですね。
そこで今回は、さまざまな作品を対象に、〈作る〉楽し
みと〈読む〉楽しみ、両方あってこその歌の魅力につい
てお話しできればと思います。一昨年はオンラインでの
講座でしたが、今年はみなさんと直接お目にかかれる対
面講座となり、いっそう楽しみにしています。

１１月１日（火）
15:30〜17:00
会員 2,970 円

一般 3,740 円
オンライン受講も可

俳句を初めて詠む方が、基礎から学べる講座です。目
に映るもの、感じるもの全てが俳句の素材となります。
俳句にすることで、新しい発見が生まれるきっかけにな
ることもあります。日記、人生史にも繋がります。ま
た、俳句は座の文学であると言われています。句会をす
ることで、切磋琢磨するものです。さあ、俳句という文
学で、楽しく現代を詠みましょう。

第３日曜
13:00〜15:00
３カ月（３回分）

6,930 円

日々の暮らしの中から湧きあがる思いを言葉に、その
言葉を文字に。五七五七七のリズムにのせて三十一文字
の扉を開いてみませんか。きっと新しい自分に出会えま
す。また毎回、題詠の秀歌も鑑賞します。「詠む」たの
しさ、「読む」たのしさを味わいながら、皆さんと一緒
に学んでいきましょう。

第１日曜
※1月は第３日曜

10:00〜12:00
３カ月（３回分）

6,930 円

俳句は五七五の十七音で成り立っておりますが、そこ
には必ず季題（季語）が存在します。そしてその季節感
で詠うのが俳句です。同季題（季語）を囲んで作る時間
を設けます。さあ、花鳥諷詠を楽しみましょう。
◆開講前の1日講座 9月20日（火）15:30～17:30
（会員2,310円、一般3,080円）

第３火曜
15:30〜17:30
３カ月（３回分）

6,930 円



講座内容

大河ドラマのヒーローたち　３ （中世篇）

 〜映画はどう描いたか？

バッハ解剖学 Ⅱ
 〜パイプオルガンのレクチャーコンサート
        （ホテル日航福岡のチャペルにて）

パイプオルガニスト　池田 泉

⻄南学院⼤学教授　武末　祐子

協奏曲はお楽しみ！

     福岡教育⼤学名誉教授　長野 俊樹

講座名・講師 曜日・時間・受講料

楽しい歌舞伎・入門編

歌舞伎⼤向う・⾶梅会会⻑　足立 憲彦

映画評論家　西村 雄一郎

ヴェネツィア－都市と美術

学習院⼤学教授　京谷 啓徳

　　　◇ 芸術と文化

     福岡教育⼤学名誉教授　長野 俊樹

それでも気ままに音楽史Ⅷ

フランス美術

気楽にクラシック
  〜ちょっとのぞいてみたい⼈のクラシック⾳楽⼊門
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11月スタート）

     福岡教育⼤学名誉教授　長野 俊樹

まだまだ懲りずにつづけることになりました。例に
よって気ままに、硬軟とり混ぜまして並べてあります。
何年も前に話題にした作品の再登場もありますし、初お
目見えもあります。順番なんて気にしてませんから、初
参加もお待ちしております。

今年度の前期３回のつづきです。できれば、もう少し
聴いてみましょう。いろいろ取りあげてみると、新たな
発見があるかもしれません。音楽史的な内容にも目配り
をして、計画してみました。入門的にかじってみる方も
歓迎です。
1）10月29日 19世紀のロマンティックな協奏曲
2）12月10日 スタートしたころの協奏曲～バロッ
ク時代
3） 2月25日 20世紀の協奏曲をつまみ食いする

日本史の偉人たちは、国難や危機をどのようにして乗
り越えてきたのか？ なぜそうなったか？ 事件の概要
を述べるとともに、ＮＨＫの大河ドラマと映画を使って
比較します。日本史のなかでも、特に人気の高いヒー
ローに焦点を当て、同じヒーローがどう描かれているか
の違いを検証しながら、その人物の歴史的意義を探りま
す。歴史と大河ドラマと映画が一遍に学べる講座です。

中世ゴシック様式で建築されたホテル日航福岡チャペ
ルプリエールは、パイプオルガンからステンドグラス、
石材に至るまでフランスで製作され、日本にいながらに
してヨーロッパを体感できる空間です。ヨーロッパ文化
の深さを知ることのできる講座です。バッハは生涯を通
じて、それまでの常識を覆す独自の様式を創り出してい
きました。今期は「バロック音楽の破壊者」という視点
から、バッハと関連する作曲家たちを取り上げ、レク
チャーと生演奏で楽しく学びます。

第2・4土曜
10:00〜12:00
３カ月（６回分）

16,038 円

１０月2９日

１２月１０日

２月2５日（土）
13:00〜15:00
（３回分）

会員 8,349 円

一般 10,659 円

第２・４月曜
13:00〜15:00
３カ月（６回分）

15,378 円

第３土曜
※１２月は第２土曜

17:00〜18:30
６カ月（６回分）

15,378 円

多くの歴史文化遺産が残るイタリアでは、それぞれの
都市が町全体として一つの美術館・博物館になっている
といっても過言ではありません。そのようなイタリア諸
都市のなかでも、ひときわ特殊な成り立ちと美しさを有
する水の都ヴェネツィアを取り上げます。現地で撮影し
た写真を映写しながら運河、広場、路地を巡りヴェネ
ツィア逍遙を楽しむとともに、ヴェネツィア共和国が絵
画や彫刻といった美術作品を用いて、いかに共和国の栄
光を謳い上げたのかということについても考えてみま
す。※東京からの遠隔講義となります。

第２水曜
10:30〜12:00
３カ月（３回分）

8,250 円

「バベルの塔」をテーマとした作品群をブリューゲル
からギュスターヴ・ドレまで見ていきます。18世紀では
日本でも人気があるユベール・ロベールの作品「ローマ
の古代彫刻修復工房」を鑑賞します。絵を描いたのは画
家だけではありません。19世紀では作家も画家だった一
例としてヴィクトル・ユゴーの版画を紹介します。次に
印象派の長老ピサロの風景画、ナビ派のモーリス・ドニ
の「木々の中のはしご」、20世紀はレオナール・フジタ
の「カフェにて」を取り上げます。

第２金曜
※１０月のみ第４金曜

13:30〜15:00
３カ月（３回分）

8,250 円

（１回分）

会員 3,300 円

一般 3,630 円

第２土曜
13:30〜15:00
6カ月（6回分）

16,500 円

「歌舞伎は難しい。特に古典や舞踊は…」こんな声を
よく聞きます。しかし、四百年以上もの間に日本人の心
が詰まった歌舞伎は、本当にとても面白い！！ 江戸時
代には庶民の手軽な娯楽であった歌舞伎。難しく考え
ず、ちょっと基礎的なことを知るだけで歌舞伎の世界が
大きく広がります。年間100日以上、生の舞台を観続け
ている現役大向うが音楽、女形の不思議な魅力、独特の
舞台装置など歌舞伎の魅力についても話します。

オンライン受講も可

オンライン受講も可
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なるべく肩の凝らないクラシック音楽入門にできない
だろうかと――いろいろな角度が考えられるのですが、
楽器のお話からはじめてみてはどうかと思ったのです。
漠然とは知ってらっしゃるかもしれませんが、もう一歩
つっこんで、特徴や性能に興味をもってみると、音楽の
魅力が見えてきますよ、きっと。

第１・３金曜
13:00〜15:00
１１～１２月（４回分）

10,692 円

１～３月（６回分）

16,038 円



講座内容

講座内容

元ＦＢＳアナウンサー　小森 厚子

朗読と私

元MRT宮崎放送アナウンサー　鑪 しずこ

朗読の世界を歩こう

　　　◇ 外国語
講座名・講師 曜日・時間・受講料

言葉の表現力を豊かにする朗読

元FM福岡アナウンサー　村元 陽一

コミュニケーション力を高める
話し方講座

元FM福岡アナウンサー　村元 陽一

まど・みちおの詩と
上皇后美智子さまの英訳詩

      元中村学園大学教授
 ー二つの言語が響きあう詩の世界に浸るー

講座名・講師 曜日・時間・受講料

語学教育家・著述家・翻訳家　飼牛 万里

英語の感性・表現力を磨こう
 ―名作の詩や文章の読解・翻訳・朗読等を通して―

      元中村学園大学教授
語学教育家・著述家・翻訳家　飼牛 万里

　　　◇ 朗読・コミュニケーション

元ＲＫＫアナウンサー　松本 優子

音読のイロハ

通訳翻訳基礎
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第２・４土曜
16:00〜17:30
３カ月（６回分）

15,840 円

かいご

英語は世界の人々のコミュニケーションを可能にする
言語として、重要な役割を果たしています。その総合的
な表現力を身につけるためには、英語の豊かな感性が求
められます。名作の文章や詩を味わい、朗読や翻訳、作
詞など多様なアプローチを試みながら進めます。それら
を通して、英語の特色や語感などを体得し、文化への理
解を深め、感性を磨くことによって、様々なシーンで生
かすことのできる表現力・理解力を養います。語り合う
ことを大切にした楽しい講座です。英語の海面下を探
り、広く深い言語の世界に足を踏み入れてみませんか。

童謡「ぞうさん」の作詞で知られる詩人まど・みちお
は生涯にわたって2000を超える詩を書き続けました。
1994年には、日本人として、また東洋人として初めて
国際アンデルセン賞作家賞を受賞しました。その大きな
きっかけとなったのは、一語一語丁寧に端麗に表現され
た美智子様の英訳詩（翻訳された当時は皇后）のおかげ
だといえます。まど・みちおの詩と素晴らしい美智子様
の英訳詩を同時に味わってゆきたいと思います。

１０月２９日（土）
16:00〜17:30
会員 2,860 円

一般 3,630 円

かいご

自分の声を知っていますか？ 発声や発音の基本を押
さえながら、まずは自分の声を確かめる事から始めま
しょう。絵本や童話から、詩、エッセイ、小説まで、読
みたい作品を選んで聴く人の心をなごませる朗読のあり
方をさぐります。

朗読と音読はどこが違うでしょう？ 朗読は相手に聞
かせるもの、音読は相手のことは意識しないで声に出し
て読むもの。つまり朗読は聞かせる相手に内容をイメー
ジ出来るように工夫して、読むというよりは語るもので
す。上手な朗読は聞く人をその物語の世界へ誘ってくれ
ます。そのためには活舌の良さ、表現のバリエーション
等様々な要素が必要です。上手な朗読をするために必要
な要素を身に付けて頂きます。身に付いた表現力は言葉
によるコミュニケーションに必ず役に立つでしょう。

第２・４水曜
14:30〜16:00
３カ月（６回分）

15,180 円

第２・４水曜
19:00〜20:30
３カ月（６回分）

15,180 円

小説や詩、エッセイなどを声に出して読むと新しい世
界に出会えます。名作に散りばめられた数々の珠玉の言
葉が、自分の心と静かに向き合う、豊かなひと時へとや
さしく誘（いざな）います。読み聞かせなどのボラン
ティア活動、趣味としての朗読、さらに高い音声表現技
術を習得したい方など、目的は様々です。聴いていただ
く朗読を目指し、発声・発音から始めます。

第１・３月曜
10:00〜11:30
３カ月（６回分）

15,180 円
たたら

第１・３水曜
19:00〜20:30
３カ月（６回分）

15,840 円

日本人は言葉によるコミュニケーションが苦手という
人が少なくありません。何故なら日本の学校教育は残念
ながら言葉によるコミュニケーションという一番大切な
事に力を入れていないからです。本講座では初対面の人
とでも30分は楽しく会話ができる会話テクニックをは
じめビジネス、就活、婚活などあらゆる機会で役に立つ
プレゼン力、スピーチ力、ディベート力等を磨きます。
さらにアナウンサーと同じボイストレーニングにより相
手に伝わるいい声も身につけて頂きます。

音読とは、文章を声に出して読むことです。黙読と
は違って呼吸や発声、表現力をたくさん必要とします。
声帯も立派な筋肉、使わなければ劣化する一方です。朗
読が大好きな方はもちろん、日頃声を出す機会が少ない
方、ご一緒に楽しみませんか。作品との出会い、仲間と
の出会いが待っています。いつからでもご参加下さい。
毎年、朗読会を行っています。今年も10月4日（火）に
アクロス福岡円形ホールで行なう予定です。

第１・３火曜
13:00〜15:00
3カ月（６回分）

15,180 円

通訳・翻訳の為の練習は、英語の全般的な基礎力ＵＰ
につながり、英検やTOEICにも大いに役立ちます。通訳
練習（英⇔日）には、スピーチ、インタビューやニュー
ス素材を、翻訳練習にはTIMEなどの英文雑誌を使用。
教材は２週間前にお渡ししますので、自分のペースに
あった準備が可能です。

水曜
10:30〜12:00
3カ月（１２回分）

31,680 円
福岡通訳協会役員
元インタースクール講師 志水 多美子



講座内容

 〜案ずるよりしゃべるが易し 初級

レインボークラブ英語教室主宰　麻生 満智子

５０代からの『体当たり英会話』

　　Ian Mowry(アイアン・モウリー）

　初中級

　　Ian Mowry(アイアン・モウリー）

アイアンさんの英会話 Ⅰ
　入門～初級

実践中国語

　筑紫女学園大学・大学院教授　崔　淑芬
 

講座名・講師 曜日・時間・受講料

基礎から韓国語　初級Ⅲ

韓国語講師　金 珠蓉（キム･ジュヨン）

　初中級

知ってる単語で『出直し英会話』
　入門～初級

レインボークラブ英語教室主宰　麻生 満智子

 元アリタリア・イタリア航空PR担当　松田 千恵子

誰でも楽しく「旅行英会話」

アイアンさんの英会話 Ⅱ

韓国語クリニック～会話編

韓国語講師　金 珠蓉（キム･ジュヨン）

韓国語講師　金 珠蓉（キム･ジュヨン）

サタデーレッスン
 〜英語でReading,Ｗriting and Discussion

　CCS英会話スクール講師陣

천천히　できる韓国語　入門 Ⅱ

英語が久しぶりの方におススメ！

『今から始める英会話』　初級

 元アリタリア・イタリア航空PR担当　松田 千恵子

シニア英会話　入門

 元アリタリア・イタリア航空PR担当　松田 千恵子
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ハングルが読めて基本挨拶ができる方、韓国語を学ん
だことはあるけど基礎からしっかり学び直したい方を対
象にした講座です。自然で生き生きとした会話の場面を
設定し、文型練習を通して、自然に韓国語が口をついて
出てくるようになることを目指します。一人ひとりの習
得進度、目標に合わせて、より自然な韓国語が見につく
よう指導します。2019年4月から始まった講座です。

韓国語の基礎会話を学ぶ講座です。ハングルを一通り
読める方でしたらどなたでもご参加いただけます。以前
習ったことがあるけど、すっかり忘れてしまったという
方はこの講座でリハビリして下さい。そろそろ海外旅行
にも行けるようになりそうですし、簡単な会話を身につ
けて、まずは韓国に行ってみませんか？

火曜
10:30〜12:00
３カ月（１１回分）

26,620 円

第２・４水曜
11:45〜13:00
３カ月（５回分）

会員 13,200 円

一般 17,050 円

この講座は主に中国語で行なわれます。様々な話題を
取り入れて、中国文化・生活習慣に触れながら、より高
度で豊かな会話表現力を身につけます。深い教養を身に
付けると共に、簡潔で正しく美しい中国語を、口語から
書面語までオリジナルの教材で指導します。中検２級以
上を目指す試験対策に向け、実践講習を行うだけでな
く、現場ですぐに使える「生きた中国語」を徹底的に身
につけます。

第２・４土曜
13:30〜15:00
３カ月（６回分）

15,840 円

さい しゅくふん

韓流ドラマやK-POPのエンターテインメント、旅行
などで興味を持った方、役に立つ韓国語を始めてみませ
んか。ゆっくり（천천히）、少しずつ(조금씩)、急がず
に(서두르지 않고)進みます。基礎的表現が身につくよう
楽しい文型練習を通して、やさしく慣れることを目指し
ます。繰り返し話す練習をしながら文型を身につけるこ
とで話せる韓国語を目指します。

第２・３・４水曜
10:00〜11:30
３カ月（８回分）

19,360 円

継続は力なり！を体験できるクラスです。誰でも最初
は初心者ですが継続することで自信につながります。私
たちは既に学校で1000時間もの英語を勉強していま
す。その基礎力を使って学んでいきましょう。

英語を学ぶ事は視野を広げ、世界とつながり、様々な
人と情報を交換できます。英語は世界の共通語です。経
験豊富な講師が楽しく丁寧に教えます。英語の世界へ勇
気を持って一歩踏み出しましょう。

火曜
11:15〜12:15
１０～１２月（１３回分） 30,030 円

１～３月（１２回分） 27,720 円

火曜
10:00〜11:00
１０～１２月（１３回分） 30,030 円

１～３月（１２回分） 27,720 円

「英語が話せたらいいなぁ」「思っている事が英語で
伝えられない」と、足踏みしている人は多いはずです。
何はともあれ、先ずは“Ｙｅｓ”“Ｎｏ”から始めてみ
ましょう。身近なテーマを想定したロールプレーに挑戦
して体で英語を覚えましょう。そのほか絵本、歌、シナ
リオなども使っての楽しい授業です。

「今まで少しは英語を勉強したのに…」「知っている
単語なのに口から出て来ない！」そんな方は、まずは口
慣らしに只々英語でしゃべってみましょう。きっと頭の
片隅、心の奥底から昔覚えた単語に再会できるはず。こ
のクラスは「みんなでしゃべれば英語なんて怖くな～
い！」を実践します。間違う自分を楽しみましょう。

第２・４月曜
15:00〜16:30
３カ月（６回分）

13,860 円

第２・４金曜
10:30〜12:00
３カ月（６回分）

13,860 円

第二・第三の人生をもっと楽しむために、旅行に役立
つ英会話を学んでみませんか？ 海外旅行を考えている
方や、趣味として学びたい方、さらにこれからの人生の
生きがいとして英会話を学びたい方など、大歓迎です。
海外旅行程度の英会話なら、これからでも十分に習得で
きます。男性もぜひご参加ください。

時間に余裕ができた今、英会話を始めてみませんか。
簡単な日常会話や正しい発音ができるように、基礎から
学びます。海外旅行などで役に立つよう、英語力に自信
をつけていきましょう。男性もお気軽にご参加くださ
い。

英語力に自信はないが、いつかは始めたいと興味を持
ち続けている方が対象です。ご一緒に今から始めません
か？ 中学英語の初歩レベルからゆっくり始めます。そ
して、基礎の文法・文型を使った日常英会話や、旅行先
で役立つ旅行英会話まで身に付けていきましょう。長い
間、英語に親しむ機会がなかった方でも安心して学べる
クラスです。

第１・３火曜
13:30〜15:00
３カ月（６回分）

13,860 円

第２・４水曜
10:30〜12:00
３カ月（６回分）

13,860 円

第２・４木曜
14:30〜16:00
３カ月（６回分）

13,860 円

第１・３土曜
10:30〜12:00
３カ月（６回分）

15,840 円

昔習った英語をしっかり学び直したい方、実践で使え
るようになりたい方におすすめです。月に２回、時事
ニュースを課題として、ネイティブの先生と楽しいレッ
スンで、英会話とグラマーをバランス良く学んでいきま
す。反対意見も自信を持って言えるような英語力を目指
して一緒に始めましょう。



講座内容

講座内容

       アートリンガル外語学院講師
Monica Alvear（モニカ･アルベアール）

はじめてのスペイン語　入門

世界のお茶百科 〜薬⽤植物を探して〜

食文化研究家　板谷 秀子

『東方栄養新書』に学ぶ

やさしい日常薬膳

食文化研究家　板谷 秀子

ワインの楽しみ

シニアワインエキスパート　桑野 綾子

講座名・講師 曜日・時間・受講料

手前味噌に挑戦！！

無添加手作り味噌＆甘酒教室

種麹本舗 椛島商店　椛島 雅子

Monica Alvear（モニカ･アルベアール）

       アートリンガル外語学院講師
スペイン語　初級

ドイツ語　中級

　

　　　◇ くらし・食・ホビー
曜日・時間・受講料

ドイツ語　基礎

Martin Strodthoff（マーティン･シュトロートホフ）

Martin Strodthoff（マーティン･シュトロートホフ）

講座名・講師

　　　　Berube Danny（ベルベ・ダニ）

はじめてのフランス語
　　入門

　　　　Berube Danny（ベルベ・ダニ）

       アートリンガル外語学院講師

英語とフランス語で学ぶ
　「フランス語」　中級
       アートリンガル外語学院講師

毎日の食卓に欠かせない味噌。手作りの麹をふんだん
に使った昔ながらの味噌の作り方を伝授します。甘酒は
全く砂糖を使わず、麹の自然の甘味たっぷりです。国内
産の原材料を使用します。昔食べた懐かしい味が思い出
せますよ。

茶樹は中国雲南省南部が産の薬用植物。緑茶・烏龍
茶・普洱茶・紅茶は茶樹という一種類の植物から生まれ
たお茶です。それぞれのお茶の産地・製茶法、飲み方を
知り、御当地の食文化を紐解いていきます。
★公開講座「はじめての中国茶」 10月13日（木）

15:30～17:00（会員2,640円、一般2,970円、教材費
500円)

私たちの体は、性別はもちろんですが、それぞれの体
質で大きな違いが現れます。とりわけ女性はその時々の
ライフステージでどんな食生活を送ったかという食歴が
重要な意味をもってきます。日常生活に必要な薬膳の食
材を紹介しながら食養生を学んでいきます。
★公開講座「はじめての日常薬膳」 10月8日（土）

16:00～17:30（会員2,750円、一般3,080円、教材費
800円)

ワインを構成する三大要素は、葡萄、気候、土壌で
す。葡萄本来の力と自然の恵み、そしてそこに住む人々
の英知によって出来上がった素晴らしい飲み物です。毎
回、季節に合わせた２～４種類のワインとそれにあうア
ミューズも楽しみます。
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11月27日（日）
11:00〜13:30
会員 2,420 円

一般 2,750 円

※材料費別

第２・４木曜
15:30〜17:00
３カ月（６回分）

15,180 円

第２土曜
16:00〜17:30
３カ月（3回分）

7,920 円

第３火曜
15:30〜17:00
３カ月（3回分）

10,560 円

ドイツ人講師による基礎クラスです。入門クラスを受
講した方におすすめです。ドイツ語の発音、音読、文法
の基礎、簡単な会話を学んでいきます。旅行で必要な簡
単な会話ができるようになることが目標です。（ドイツ
語をはじめて学ぶ方は、まずは体験レッスンにお越し下
さい）※人数によってレッスン時間の変動があります。
ドイツ語検定試験4級レベル、CEFR（ヨーロッパ言語
共通参照枠）A2レベル。

ドイツ人講師による実践クラスです。初級クラスを受
講した方におすすめです。すでに学習した文法事項を
使って実践練習と応用会話を行っていきます。ドイツ語
の読み物を、読み、理解できるようになること、状況に
応じた会話ができるようになることが目標です。ドイツ
語検定試験2級レベル、CEFR（ヨーロッパ言語共通参
照枠）B2レベル。

月曜
18:25〜19:15
１０～１２月（１３回分）

30,030 円

１～３月（１２回分）

27,720 円

月曜
19:20〜20:30
１０～１２月（１３回分）

30,030 円

１～３月（１２回分）

27,720 円

スペイン語を少し学んだことがある方が対象です。テ
キストを使って、発音や文法、会話を学んでいきます。
※テキスト Avance 1

水曜
19:05〜20:05
３カ月（１2回分）

27,720 円

水曜
18:10〜19:00
３カ月（１2回分）

27,720 円

スペイン語を今から始める方対象です。まずは挨拶・
自己紹介から始めてコミュニケーションの楽しさを体験
しましょう。スペイン語の発音を大切にし、文法の基礎
も丁寧に指導します。※テキスト Avance 1

フランス語が初めての方対象です。憧れのフランス語
を一緒に始めるチャンス！ 挨拶から始めて、文法や発
音を学んでいきます。楽しいベルベ先生と一緒にレッス
ンしませんか。※テキスト Spirale

金曜
18:15〜19:05
３カ月（12回分）

29,040 円

中級レベルの方が対象です。カナダ出身のベルベさん
と一緒に、フランス語を学んでみませんか。英語とフラ
ンス語には親戚同士の言語が多いので、学びやすいとい
われています。フランス語と英語で解説していきます。
※テキスト Taxi！2

金曜
19:10〜20:00
３カ月（12回分）

29,040 円

オンライン受講も可

オンライン受講も可



講座内容

たのしい 健康マージャン教室

シニアのための 健康マージャン教室
 ⼊門〜実践

 ⼊門〜実践

⽇本プロ⿇雀連盟九州本部副本部⻑ 浜上 文吾 ほか

⽇本プロ⿇雀連盟九州本部副本部⻑ 浜上 文吾 ほか

「フォトショップ」をはじめてみよう

福岡県美術協会正会員　那須 裕一朗

フォトショップ基礎講座 （６カ月コース）

福岡県美術協会正会員　那須 裕一朗

講座名・講師 曜日・時間・受講料

⽇本写真家協会(ＪＰＳ)会員　岩崎 隆

始めるデジカメフォト！

デジカメアートワーク
 フォトショップでファインアートの世界へ

⽇本写真家協会(ＪＰＳ)会員　岩崎 隆

フォトショップ実践講座
 〜写真から作品へステップアップ

福岡県美術協会正会員　那須 裕一朗

カメラ教室

写真家　岡田 信義

岩永豊　写真塾

⽇本写真家協会(ＪＰＳ)会員　岩永 豊

デジカメ写真講座　マイピクチャ―クラス

⽇本写真家協会(ＪＰＳ)会員　岩崎 隆
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第１・３金曜
13:00〜15:00
３カ月（６回分）

15,840 円

自分の大切な風景や記憶を、自分の写真をアートに作
る「オンリーワンフォト」、そのノウハウを教えます。
誰もがデジカメで撮影した原画と現場で受けたイメー
ジ・色やインパクトの差にガッカリとしている筈です。
デジカメで撮影したお気に入りの画像を、Photoshopを
使い美しいアート作品にしていく方法を、プロの写真家
が基礎からお教えします。作品作りのヒント・作品から
何を引き出すか、JPEG・RAWの現像の仕方が分からな
い、我流でやっていて調整限度が分からないなど、デジ
タルカメラをやっていく上で抱える悩みを解決する必須
の講座です。

第２・４金曜
10:00〜12:00
３カ月（６回分）

16,500 円

写真編集ソフト「フォトショップ」の経験者を対象
に、作品作りを学びます。色や明るさなど実践的な補正
技術を身につけることで、１ランク上の仕上がりを目指
します。また講座毎に行う写真添削を利用することで、
各自オリジナル作品（プリントまたはデータ）を完成さ
せていきます。是非、この機会に「写真」を「作品」に
変える体験をしてみませんか？

デジタル、フィルムを問わず写真を始めたい方、もっ
と深く知りたい方、毎月１回の撮影会と講評会を通して
楽しく写術を身につけませんか？ 四季折々の風景、人
物等、バラエティに富む被写体に向き合いながら、写真
の原点である光と影のとらえ方、構図等を丁寧に指導致
します。最近、多様な表現方法が増えていますが、後か
ら手を加えずとも、その時の感動や本物だけが持つ美し
さを一コマに収める、本物の写真を一緒に追求しましょ
う。

教室

第２土曜
10:00〜12:00
野外

第４土曜（原則）

３カ月（６回分）

16,170 円

第２・４火曜
15:30〜17:30
３カ月（6回分）

16,500 円

画像編集ソフト「フォトショップ」の初心者・未経験
者を対象とした基礎講座です。ツールの基本操作から、
画像の管理（Adobe Bridge）、RAW現像（Camera
Raw）、部分補正（明るさや色）、ゴミ消し、モノクロ
写真、合成写真（星、ホタル）などよく使う機能に厳選
して学習していきます。

第２・４火曜
13:00〜15:00
３カ月（6回分）

16,500 円

初心者から経験者まで、わかりやすく楽しく写真を学
びます。写真は誰でも簡単に親しみ実践できる表現方法
です。事物への興味は人様々で、撮る対象も様々です。
少し興味を持ち意識するだけで、昨日までの日常風景が
輝き始めます。ちょっとした撮影のコツやポイントを学
ぶことで写真は見違えるようになります。写真大好きの
仲間と楽しく学び、余暇をエンジョイしませんか。写真
表現の素晴らしさと楽しさを分かち合えればと思いま
す。※講座はプロの写真家の講師による実践的な講義と
受講生の作品講評を中心に進めます。

第２・４金曜

第２・４土曜
15:30〜17:30
３カ月（６回分）

16,500 円

デジカメ写真に興味がある方、一から始めてみたい方
にもぴったりの講座です。一眼レフやミラーレスを使っ
た風景や花の写真の撮り方を、楽しく基礎からお教えし
ます。道具・アプローチ・構図まで学び、撮影会での実
践と、他の教室にはないプリンターの授業も行います。

「フォトショップ」は、自分で撮影した写真の加工、
色の調整やテキストの追加などができる写真編集ソフト
です。「フォトショップ」を使ったことがない方やこれ
から使ってみようという方のスタートアップ講座です。
フォトショップで「できること」や「どうやって使う」
のお話をします。

９月２７日（火）
11:00〜12:00
会員 1,430 円

一般 2,200 円

第１・３金曜
10:00〜12:00
３カ月（６回分）

15,840 円

カメラ経験があり、写真撮影のスキルアップと自分ら
しい写真を目指す方向けのクラスです。カメラの操作の
疑問点・イメージの作り方など、プロだから分かる眼か
ら鱗の指導が受けられます。

賭けない、飲まない、吸わない「健康マージャン」
は、一度覚えると、ずっと楽しめるコミュニケーション
ゲームです。指先と頭をフルに使い、人と会話すること
で、脳の若返りにも役立ち、仲間作りにも最適です。点
数計算や基本的な戦術など実践対局を中心に楽しみなが
ら学びます。経験の浅い方でも基礎知識の習得から実践
対局に臨むまで丁寧に解説致します。

賭けない、飲まない、吸わない「健康マージャン」
は、一度覚えると、ずっと楽しめるコミュニケーション
ゲームです。指先と頭をフルに使い、人と会話すること
で、脳の若返りにも役立ち、仲間作りにも最適です。初
心者から経験のある方まで実際にマージャン牌に触れ、
ゲームをしながら楽しむクラスです。初心者～上級者ま
でいつからでもお入りいただけます。健康的に頭脳ス
ポーツであるマージャンを楽しんでみませんか。

第１・３金曜
19:00〜21:00
１０～１２月（６回分）

13,860 円

１～３月（７回分）

16,170 円

※テキスト代別

第１・３・４金曜
15:30〜17:30
１０～１２月（９回分）

20,790 円

１～３月（１０回分）

23,100 円

※テキスト代別



講座内容

楽々きもの塾　他装科

    萱島きもの研究会副会⻑、⼀級着付け技能⼠

　    　　　  　　　　  　　　　　萱島 智子

古代マヤ暦・生命樹占いで自分を知ろう
〜古代マヤ⽂明の叡智に学ぶ

古代マヤ暦占術研究家　弓玉

監修 小笠原流三十⼀世 小笠原 清忠
小笠原流礼法講師 　常岡 良子

小笠原流礼法

楽しく学べるスマホ体験講座
 〜情報格差を解消しよう！

スマートフォンアドバイザー

てのひら盆栽教室 櫻苑主宰　櫻木 千絵

 〜 美味しい野菜と果樹・美しい花を作り味わう

元九州大学大学院農学研究院准教授　若菜 章

てのひら盆栽 (3回コース)

講座名・講師 曜日・時間・受講料

楽々きもの塾　自装科

趣味と実益の園芸講座

⼀級着付け技能⼠　古屋 美智子

アロマティックな暮らしを楽しむ

日本アロマ研究会認定アロマリスト　賀屋 幸子

アヂヴィーニョ尚煕代表　谷口 尚煕

夜の占い　簡単手相講座 （5回コース）

アヂヴィーニョ尚煕代表　谷口 尚煕

アヂヴィーニョ尚煕代表　谷口 尚煕

週末占い　四柱推命
　入門基礎編 （６回コース）

四柱推命　実践編 （６回コース）
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現代は着物を着る人が少なくなりました。日本の文化
を伝えていくためにも、気軽で身近なものとして、着物
を生活に取り入れてみませんか。全くの着付け初心者の
方でも留袖を10分で着られるようになることを目標に
楽しくお稽古しています。

第２・４土曜
13:00〜15:00
３カ月（６回分）

13,860 円

１０月２１日、１１月１８日（金）
13:00〜14:30
（１回分）会員 2,090 円

一般 2,860 円

スマホの基本的な操作で色々な情報を集めたり、お得
な情報を知ることができる体験会です。スマホでどこま
での事ができるようになっているか、わかりやすく解説
します。機材は無料貸し出しいたします。

礼法を通じて日常生活に役立つ作法を学びませんか。
立つ、座る、歩く、お辞儀をするといった日常の基本的
な動きから物の受け渡し、茶菓の進撤、物の包み方結び
方、食事作法などの稽古をいたします。自然体で美しい
所作を身につけましょう。

第３火曜
18:30〜20:00
６カ月（６回分）

19,800 円

古代マヤの人々は、過去から未来へ何百万年でも計算
できる「精妙な暦システム」をもち、神官は天体の動き
を観測をし、マヤ象形文字を描き、ジャングルで智恵あ
る暮らしをしていました。マヤ暦のトナルポワリ暦をつ
かって、自分の誕生からマヤのデイサインや型を見いだ
す学びをします。また生命樹や世界樹、宇宙樹の意味や
自分の光の周期を知り、人生を豊かにしていくための
「マヤインディオの知恵」についてもお話しします。

10月２日（日）
13:30〜15:00
会員 3,300 円

一般 4,070 円オンライン受講も可

人に着物を着せる「他装」の技術を習得しませんか。
家族や知り合い、外国の方へ着物を着せてあげると大変
喜ばれますよ。また、お嬢さんやお孫さんに成人式の着
付けをしてあげられたら、お互いにとってとても良い思
い出になります。趣味だけにとどまらず、国家検定「着
付け技能士」二級、一級の資格取得も可能です。合格率
４割という超難関の一級ですが、「楽々きもの塾」の生
徒さんでこれまでに受験された方の合格率はなんと
100％です！

第２・４土曜
15:00〜17:00
３カ月（６回分）

15,840 円

「aromatique」＝フランス語で「香り高い」を意味
します。正統派のアロマテラピー＆ハーブから最新のレ
シピまで『香りに癒され、ますます健康に、美しく！』
をテーマに和洋問わず幅広くご紹介。こんな時だからこ
そ、ご自分を慈しむひとときを。香りはきっとあなたの
人生をバラ色にしてくれますよ。

第３日曜
13:00〜15:00
３カ月（3回分）

9,570 円

※材料費別

生まれた年、月、日、時間を４つの柱に見立て占う四
柱推命。自分の性格と才能を見いだし、巡ってくる吉凶
の運勢の波を高い確率で推測することが可能です。運の
良し悪しで判断するのではなく、良い運はうまく生か
し、悪い運は事前回避策をとるパターンで人生を歩む道
標として利用する方向にもっていければと思います。６
回で基礎知識を理解し、自分自身の運勢を判断できるレ
ベルまでマスターします。
◆2023年の私の運勢を知る！ 12月10日（土）
15:30～17:00 （会員2,750円、一般3,520円）

入門基礎編で学んだ基礎知識を生かしながら、様々な
人等の運勢と宿命を読み解きます。すべての人に吉凶の
波は必ずあります。それを生かすも殺すも、自分の判断
で対応できるので、その対応力のスキルアップも同時に
目指していきます。

第２・４金曜
15:30〜17:00
３カ月（６回分）

15,180 円

第２・４金曜
18:00〜19:30
３カ月（6回分）

15,180 円

様々な種類がある占いの中で、最も親しみ深いのは手
相ですね。街頭で占われたり本なども読まれたことも有
るでしょう。この講座では日本で主流となっている西洋
手相学をベースに月に１回ペースでゆっくり学び、手の
形や線を充分に把握した上で、実践ではどのように捉え
るかを考えていきます。占いの中で道具を必要としない
手相占いを気軽に学びませんか？

第４金曜
19:40〜21:10
（５回分）

14,850 円

園芸には野菜園芸、果樹園芸、草花園芸、そしてこれ
らも含んでいる観葉園芸があります。さらには園芸産物
の加工と利用、生け花、庭園（庭作りやガーデニン
グ）、都市緑化、セラピーにも関係しています。野菜、
果樹、草花および観葉植物について基礎知識や技術を教
室や屋外（実地）でわかり易く解説します。安全で美味
しい野菜や果樹、美しい草花や観賞植物を省力的に育て
て楽しむ応用力を養います。２回の現地見学と栽培実習
（剪定、収穫など）を行います。

第２・４木曜
10:00〜12:00
３カ月（6回分）

16,500 円

小さな鉢の上に自然の景色を作る「てのひら盆栽」。
盆栽とは何か、作り方と育て方、楽しみ方をわかりやす
くお伝えします。秋の草物、実物、お正月盆栽など季節
感を感じてください。

第1水曜
13:30〜15:00
３カ月（3回分）

15,840 円

（教材費込み）



講座内容

　　　◇ 手芸・工芸

ハワイアンキルトスクール

紫垣 マユミ

キャシーズファミリー

キャシー中島のキルトスクール公認講師

つるさんの あみもの教室

 
日本手芸普及協会手編み師範　弦本 香織

講座名・講師 曜日・時間・受講料

上賀茂流　真多呂木目込人形

　　　　　　　　　　　　　　鶴田 真雅鶴

真多呂⼈形学院専任理事・中央⽀部⻑

  細方眼編み師範 バイアス、カギ針編講師

  日本手芸普及協会准師範
加藤 代志江

梅野 ハルミ

手編み

⼾塚刺しゅう協会師範総代　矢野 幸枝

初めての戸塚刺しゅう
　３カ月入門コース

⼾塚刺しゅう協会師範総代　矢野 幸枝

戸塚刺しゅう～フランスししゅう

　～ペーパークラフトによる立体絵画

山本 美幸

   New England Shadow Box Club 所属講師

山口怜子のパッチワーク

山口怜子デザイン室講師　立木 久美子

羊毛フェルトで

愛犬・愛猫を作ろう！

羊毛フェルト講師　hikaru

シャドーボックス

日本伝統の工芸が失われつつある現在、真多呂人形の
原点の木目込人形は270年の伝統を守り、受け継いでい
ます。人形の種類も多く、初心者から順次高度な技工へ
と移っていきます。特にシニアの方が手先の仕事をする
ことは脳の活性化に役立つそうですので、是非楽しみな
がらご参加下さい。伝統工芸を守りつつ楽しんで下さい
ませ。
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第１・３水曜
13:00〜15:00
[普通科]３カ月（6回分）

14,850 円

[高等科]３カ月（6回分）

16,170 円

第１・３水曜
13:00〜16:00
[研究科]３カ月（6回分）

24,420 円

色とりどりの糸を使い、様々なステッチで、花、風
景、ハーダンガーなどを描き出します。刺しゅうの素晴
らしさ、創作の喜びや楽しさを味わいつつ、可愛い小物
からクッション、タンス、衝立まで自分の感性で自由に
表現してみませんか。初めての方にもやさしく分かりや
すく手を取るように教えます。

刺しゅうに興味はあるけれど、何から手を付けていい
のか分からないという方に、まずは簡単なお花の刺しゅ
う等から始めます。ぶきっちょさんでも大丈夫。気軽に
始めてみましょう！ 子育ての中の時間を大切に楽しみ
ながら喜びを味わってみませんか。

金曜
10:00〜12:00
10～12月（12回分）

24,420 円

1～3月（1３回分）

26,455 円

想い出の布がタンスに眠っていませんか。親から譲り
受けた着物、子供の小さい頃の洋服、永年愛用されたネ
クタイ。ちょっと手を加えれば、タペストリーや額絵、
小物入れなどに生まれ変わります。季節の飾り小物にも
挑戦します。ゆっくりのペースで手先を動かし、口を動
かし楽しく作品つくりをします。

第１・３火曜
10:00〜12:00
10～12月（7回分）

18,865 円

1～3月（6回分）

16,170 円

シャドーボックスは同じ絵を7～10枚ほど使い、部分
部分を切り貼り重ねることにより、三次元の世界を再構
築してゆくペーパークラフトです。立体絵画といったら
わかりやすいかもしれません。時間をかけてよりリアル
に表情豊かに作り上げた作品は宝物であり、見る者の心
を虜にしてしまいます。初めての方は、お花やフルーツ
の図案で、葉書大の作品を作ります。

第３水曜
12:45〜15:45
３カ月（3回分）

9,240 円

羊毛フェルトでワンチャンや猫ちゃんを作ってみませ
んか。世界に１体だけのオリジナルを作りましょう。３
回で１体を仕上げます。ご自身が作りたい子の骨格や筋
肉の付き方、毛の混色や植毛などを研究しながら、専用
の針を使って丁寧に仕上げていきます。フワフワの羊毛
を使い想像力をいかしながら、製作します。
◆羊毛フェルトでプードル（フレーム型）をつくろう

11月29日（火）12:30～16:30 会員5,170円、一般
5,830円、教材費5,600円

第１火曜
12:30〜15:30
３カ月（3回分）

11,880 円

編み物を始めませんか。ご経験に応じて色々な編み方
をご指導します。初めての方は、手編み教則本を使って
先ずはマフラーから始めましょう。それからセーター、
カーディガン、ベストへと編み進みます。毛糸に慣れて
きたら、バイアス編みや細方眼（こまほうがん）編みに
も挑戦しましょう。細方眼編みは、５～６号のかぎ針
で、細編みとくさり編みを繰り返す方法で、素材をいか
した新しい編地ができます。数種類の配色も簡単で、表
裏が同じ模様に編めます。

木曜
10:00〜12:00
３カ月（１２回分）

23,760 円

第１・３木曜

第２・４木曜
10:00〜12:00
３カ月（6回分）

12,540 円

編み物は難しいと思っていませんか。インターネット
の動画で学ぼうとしたものの、途中でわからくなって挫
折した経験がある方も多いのではないでしょうか。針を
手にするのも初めての初心者から、自己流で編んできた
けれど行き詰ってしまったベテランさんまで、各自のレ
ベル・ペースにあわせて、一人ひとりにアドバイスし、
完成まで丁寧に指導します。

第２・４水曜
13:00〜15:00
14:00〜16:00
３カ月（６回分）

13,530 円

日本のハワイアンキルトのパイオニア、キャシー中島
のキルトスクール本校のカリキュラムに沿ってレッスン
します。自由教材ではありませんが、小物類はキットを
使って自分のペースで進めることができますので、安心
です。豊かな自然の美しさ、おおらかさをあたたかい気
持ちをこめて作り上げる、ハワイアンキルトの世界を、
歴史なども学びながら楽しみましょう。

第２・４土曜
10:00〜12:00
３カ月（6回分）

20,460 円



講座内容

柳川観光大使　緒方 文香

柳川伝承まり・さげもん研究会代表

緒方文香の　柳川伝承さげもん

やさしい押し花
       ふしぎな花倶楽部インストラクター

            日本グラスアート協会

押し花アーティスト　岸川 ひとみ

アドバンスインストラクター　岸川 ひとみ

やさしいグラスアート

　　　　曽根崎 寿代

　～スパイスの花束

チロリアンスパイスブーケ工房講師

チロリアン・スパイス・ブーケ

金継ぎ講師養成コース「初級編」

漆芸伝承の会  主宰　栗原 蘇秀

　　　　　　　　　　　　　　　川崎 敏和

福岡が誇る世界的折り紙作家による
【折り紙上級コース】

　　　　　　　　　　　　　　　川崎 敏和

【三つ星折り紙】

　　　　　　　　　　　　　　　川崎 敏和

講座名・講師

福岡が誇る世界的折り紙作家による

福岡が誇る世界的折り紙作家による

曜日・時間・受講料

【折り紙入門コース】

漆芸伝承の会  主宰　栗原 蘇秀

日本の伝統　「蒔絵と螺鈿」

漆芸伝承の会  主宰　栗原 蘇秀

壊れた器が蘇る 「金継ぎ」

カワサキローズなどの名作や新技法を開発してきた世
界的折り紙作家が、名作折り紙や最新作を使って折り紙
の基本やきれいに仕上げるコツを丁寧に講習します。
①10月13日 簡単ユニット折り紙（前編）
②11月10日 簡単ユニット折り紙（後編）
③12月8日 門松ミニ

普通の折り紙に物足りなさを感じている折り紙愛好者
のための講習です。カワサキローズなどの名作を世に送
りだしている世界的折り紙作家が、最新作や名作を講習
します。
①10月13日 三輪菊の置物
②11月10日 簡易そのべ式パーツの蛇組み
③12月8日 門松ミニほか正月用折り紙

上級コースを超える超上級コースです。カワサキロー
ズなどの名作を世に送りだしている世界的折り紙作家が
新作折り紙を中心に講習します。
①10月16日 菊玉
②11月20日 13×15長方形の奇蹟！ユニット折り紙
③12月18日 カットクリスタル
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第２木曜
13:00〜14:00
（３カ月・３回分）

6,930 円

第２木曜

14:15〜15:45
（３カ月・３回分）

8,250 円

第３日曜
13:30〜15:30
（3カ月・３回分）

会員 8,910 円

一般 11,220 円

（１回分）

会員 3,520 円

一般 4,290 円

折り紙作家 折り紙数理研究者・博士（数理学）

折り紙作家 折り紙数理研究者・博士（数理学）

折り紙作家 折り紙数理研究者・博士（数理学）

破損してしまった大事な器、陶磁器や漆器、硝子器が
蘇ります。「金繕い」や「金直し」ともいい、割れた部
分を継ぎ、欠けた部分を成形し、その部分に金銀の化粧
を施し器を修繕する技法です。繕いの後を新たな景色と
なす、日本独特の文化であり美学でもあります。講座で
は更に、蒔絵で繕う技法を加えて、器に新たな魅力を添
えます。うるしは生漆を原料とした本格的な「金継うる
し」ですが、かぶれにくく改良しています。資格を取っ
てプロとして活躍できる道もご案内します。

第１月曜 ※1月は休み

18:00〜21:00
18:30〜21:00
５カ月（５回分）

３時間クラス ２．５時間クラス

34,150 円 29,925 円

「うるし」は海外ではJAPANと呼ばれるほど日本を
代表する工芸であり、その漆黒にひろがる金銀の加飾
「蒔絵」と、青貝の輝き「螺鈿」は、世界に類をみない
日本の伝統芸能です。この工芸をかぶれない新うるし
と、ＮＨＫ「おしゃれ工房」にも紹介された、独自の技
法を用いて、初めての方でも気軽に親しめるよう工夫し
ました。アクセサリーや色紙、箱、貝合わせ、食器、茶
器などをつくります。

第１月曜 ※１月は休み

18:00〜21:00
18:30〜21:00
５カ月（５回分）

３時間クラス ２．５時間クラス

34,150 円 29,925 円

壊れてしまった器の割れた部分を継ぎ、欠けた部分を
成形し、その部分に金銀の化粧を施し器を修復する「金
継ぎ」は今、大変話題の技法です。この技法を学びなが
ら、過程終了後に講師資格を取得し、自宅で教室を開く
ことを目指します。（要検定試験、無料）初級編では、
陶磁器の金継ぎ基礎技法と応用技法を学びます。

第１月曜 ※1月は休み

18:00〜21:00
18:30〜21:00
５カ月（５回分）

３時間クラス ２．５時間クラス

36,400 円 31,800 円

オーストリアのチロル地方に古くから伝わる可愛い民
芸品「スパイスブーケ」を季節に沿っていろんなパター
ンでひと月に１個ずつ作ります。スパイスやハーブ、ド
ライフラワーなどを組み合わせ、香りを楽しみながら手
を動かすことで健康につながる手芸と言われています。
本場の優雅な色合いやスパイスのブレンド方法なども指
導します。

第２火曜
10:00〜12:00
３カ月（３回分）

7,590 円

自然のきれいな色をそのまま残す押し花（花・木・野
菜・果物）の作り方を学び、小物や花絵額などを作りま
す。アレンジ、コラージュ、風景等お好きな押し花アー
トを楽しみましょう。個人に合わせて丁寧にご指導しま
す。

柔らかいリード線と専用フィルムを貼るだけでステン
ドグラスの雰囲気を楽しむことが出来ます。初めての方
でも基礎から学べるわかりやすいカリキュラムです。ガ
ラス（アクリルや木にもデザイン出来ます）・光・色が
織りなす素敵な作品を作ってみませんか！

第１日曜
10:00〜12:30
３カ月（３回分）

8,910 円

第１日曜
10:00〜12:30
３カ月（３回分）

8,910 円

「柳川伝承さげもん」は、全国三大つるしびなの一つ
です。講師は、伝統工芸品として、古き良きものを後世
に残し伝えるために、福岡より広く世界へと発信してい
ます。手仕事の楽しさと、幸せを願う親心も残したいと
思います。世界にたったひとつの作品を、楽しみながら
作りましょう。

第４金曜
13:00〜16:00
３カ月（3回分）

13,365 円



講座内容

講座内容

面打ち師　藤井 唯紀簡

小石原焼ヤママル窯窯元 伝統工芸士　梶原 二朗

日曜・陶芸

能面打ち

木の彫刻
 〜⽊と向き合い創作の楽しさを知る

木彫り作家　柴田 博文

消しゴムはんこ作家 髙木 孝子

消しゴムはんこ

仏師　穂坂 龍愼

パールネックレス

神⼾パールコレクション代表 所神根 孝二

真珠の専門家とつくる

講座名・講師 曜日・時間・受講料

　　　◇ 美術

水引アート

   水引講師 ヨシダ  シノブ

講座名・講師 曜日・時間・受講料

仏像彫刻
大仏師　山高 龍雲

洋画入門

中村 俊雅

画家・福岡市美術連盟理事・福岡県美術協会会員

日曜・人物専科
画家・福岡市美術連盟理事・福岡県美術協会会員

中村 俊雅

四季折々のモチーフや人物を月に１枚仕上げます。画
材は平面で使用するものでしたら自由です。この講座で
は、講師が28年間の大学での講義で培った専門知識と実
技経験、また美術の楽しさ、すばらしさを実践でお伝え
します。愛される講座を一緒に作ってゆきたいと思いま
す。
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O W A油彩 水彩 アクリル CP C GP色鉛筆 鉛筆 パステル 顔彩

月に１枚の人物画（画材は自由）を仕上げます。この
講座では、講師が28年間の大学での講義で培った専門知
識と実技経験、また美術の楽しさ、すばらしさを実践で
お伝えします。愛される講座を一緒に作ってゆきたいと
思います。

O A

火曜
16:00〜18:00
３カ月（１２回分）

33,660 円

日曜
10:00〜12:00
３カ月（１２回分）

34,320 円

水引を使って、季節の小物や着物だけでなく洋服にも
あうアクセサリーを作ってみませんか。冠婚葬祭のイ
メージがある水引ですが、柔らかくて軽いので扱いやす
く、色のバリエーションも豊富です。約50種類のカラ
フルな水引の中から好きな色を選んで作ります。11月
は「ミニ苔玉のお正月飾り」、12月は「藁から綯うし
め縄」の予定です。

11月２9日（火） 13:00〜15:30
1２月１８日（日） 9:45〜12:00
（１回分）会員 2,860 円、一般 3,630 円

※材料費別

彫ることは祈ること。み仏のこころをかたちにあらわ
したものが仏像。仏像彫刻が初めての方、初めて彫刻刀
を持たれる方は「板彫り」からはじめます。木を削る楽
しさと共に自分の手で仏像を生み出す喜びを味わってみ
ませんか。

第２日曜
10:20〜16:20
３カ月（３回分）

14,190 円

世界の真珠が集まる「真珠の街・神戸」の案内人を務
め、志摩で真珠養殖のスキルを持つ専門家の指導でネッ
クレスを作ります。色・形・サイズも様々、天然石も
マッチングさせ、長さも好みのままに、自分だけのパー
ルネックレスを作りましょう。パールの見分け方や真珠
の知識の話も交えながらの楽しいワークショップです。

１１月３０日（水）
15:30〜18:00
会員 2,970円

一般 3,740円

※材料費別

四季折々に咲く花々や歳時記など季節に寄り添いなが
ら消しゴムはんこを作ります。はがきに押して季節の便
りに添えたり、名刺に押したり、和のかわいいミニ本も
作ります。消しゴムはデザインカッターで簡単に彫れま
す。彩色も濃淡やぼかしなど様々に表現することができ
ます。彫って楽しい、押して楽しい消しゴムはんこを始
めませんか。
◆１日講座・消しゴムはんこの年賀状
11月18日（金）10:00～12:00
会員 3,080円、一般 3,410円、教材費 500円

第３金曜
10:00〜12:00
３カ月（３回分）

8,580 円

自分の手でオリジナル作品を創りませんか？ 身近な
品やオブジェなど彫刻刀で彫っていきます。巧い下手、
経験も関係ありません。木が好き、物づくりが好きとい
う気持ちが大切です。彫り始めると無心になり日々の雑
念を忘れます。木と向き合い物づくりの楽しさを一緒に
味わいましょう。
◆１日講座「ハートの小物入れを作ろう」
12月1日、2月2日（木）13:30～15:30
（1回分:会員4,070円、一般4,400円）

第１・３木曜
13:30〜15:30
３カ月（６回分）

17,490 円

無形の土に命が与えられ、形に成り、1250℃の窯で
焼かれ陶器に成ります。作品作りの技術は可能なかぎり
お手伝い出来ます。大切なのはあなたの情熱とセンスで
す。初心者から経験の有る方までどなたでも対応しま
す。焼成は講師の窯で行います。

第１・３日曜
10:00〜12:00
３カ月（6回分）

16,170 円

令和二年三年とコロナによる生活、仕事の有様が変
わってしまいました。パソコン等を使ったテレワーク等
在宅勤務が増え、人と接する機会が少なくなりました。
能面打ち、これは日本の伝統芸能の「能」の面(オモテ)
を作る事です。檜を削り色採・色描をし約三～六ヶ月で
小面・翁・般若等を完成させていきます。過程に於いて
は、檜の香りが森林浴となり、木削をお風呂に入れれば
檜風呂となります。無心になれる時と完成した時の喜び
と安らぎを実感して下さい。

土曜
15:30〜18:30
10～12月（1３回分）

37,180 円

1～3月（12回分）

34,320 円



講座内容

絵画入門 ～静物・自由制作

福岡文化連盟会員 画家（無所属）　綾部 伸孝

福岡文化連盟会員 画家（無所属）　綾部 伸孝

絵画を楽しむ

 〜画⼒が⾝につきます

工房プリズム主宰　毛利 信太郎

九州産業大学非常勤講師・国画会所属　川野 正

小さなスケッチの旅
 〜スケッチ⼒が向上します

工房プリズム主宰　毛利 信太郎

工房プリズム主宰　毛利 信太郎

デッサン
 〜デッサン⼒がつくと描くことが楽しくなります

工房プリズム主宰　毛利 信太郎

 〜個性を尊重しています

講座名・講師 曜日・時間・受講料

水彩画 （人物・静物）

教室で描く風景画

 〜⽔彩画 and more

九州産業大学非常勤講師・国画会所属　川野 正

ミクスドメディア

福岡文化連盟会員 画家（無所属）　綾部 伸孝

色鉛筆画 ～色彩を楽しむ

人物を描く ～油絵・水彩
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水彩絵具は、思っている以上に表現の幅があるもので
す。重ね描写をはじめ、水分量と絵具を置くタイミング
による、にじみやぼかしなど、なんともいえない未知な
る魅力があります。そんな経験を通して自分自身の感性
をくすぐってみませんか。絵画制作の基礎的なところか
らしっかり伝えていきます。ぜひ気軽な気持ちで見学さ
れて下さい。
◆公開講座（人物） 10月31日（月）15:30～

17:30（会員2,750円、一般3,080円）

絵画制作は、デッサンに始まりデッサンに終わると言
われます。このクラスはそれぞれに合ったモチーフ（石
膏、静物など）を選別して、個人のペースで確実に力を
つける事ができる完全個別指導のデッサン講座です。初
心者～画歴を積まれた方まで幅広く対応しています。少
しでも描くことに興味のある方は、是非お気軽な気持ち
で見学、体験されてみて下さい。講師は30年以上の指
導実績があります。素描の魅力を味わってみて下さい。

写真などの資料を基に制作していく講座ですが、実際
に野外で風景画を描く力が身につくように、充実した楽
しい教室を目指しています。画面の主役（見せ場）、脇
役（引き立て役）の設定、そこから見いだされる構図な
ど、風景画を描く上でのポイントをわかりやすい言葉で
伝えていきます。ひっかけ技法や、ぼかし、重ね塗りな
ど興味深く学べます。個人のペースで確実に力をつける
ことができる完全個別指導の講座です。
◆公開講座 11月29日（火）10:00～12:00
（会員2,530円、一般2,860円）

PW A CP CO

C

PW A CP C

PW A CP C

月曜
15:30〜17:30
１０～１２月（１３回分）

31,460 円

１～３月（１２回分）

29,040 円

第１・３月曜
15:30〜17:30
１０～１２月（７回分）

16,940 円

１～3月（６回分）

14,520 円

第２・４月曜
18:30〜20:30
３カ月（６回分）

14,520 円

第１・３火曜
10:00〜12:00
１０～１２月（７回分）

16,940 円

１～３月（６回分）

14,520 円

第１・３日曜
13:00〜16:00
１０～３月（８回分）

23,760 円

眼の前に広がる景色を強調したり省略したりして画面
に見せ場をつくっていきます。自分自身の手で演出し制
作していく事はとても楽しく、有意義な時があっという
間に過ぎてしまいます。それぞれが描いている場所に講
師が赴き、個別の指導を行います。充実した１日をお約
束します。雨天時は教室で人物や静物を描いています。
スケッチの場所は福岡市と近郊です。

水彩画を基本に、プラス他の画材を使って楽しく絵を
描いてみませんか。いろんな画材を効果的に使って表現
を楽しんでいく講座です。水彩画の基礎から応用、他の
画材（アクリル、パステル、他）の説明と楽しいプラス
効果等、各自に合わせた方法で丁寧に進めていきます。
◆公開講座（人物）11月29日／（静物）3月14日

（火）13:30～15:30（1回分:会員2,750円、一般
3,080円）

絵を描くことを身近に感じることが出来る画材のひと
つである色鉛筆。色とりどりの色彩を見るだけでも楽し
いものです。色鉛筆を手に取って、思い思いに手を動か
してみるところから始めてみませんか。わかりやすくア
ドバイスを入れながら進めていきます。
◆公開講座（人物）10月29日（土）10:00～12:00

（会員2,750円、一般3,080円）

CP

PW A CP C 第２・４火曜
13:30〜15:30
10～12月（７回分）

18,480 円

1～3月（６回分）

15,840 円

第３・４土曜
10:00〜12:00
10～12月（７回分）

16,940 円

1～3月（６回分）

14,520 円

人物を描きましょう。真白なキャンバス、画用紙に自
分だけの美しい色と形で表現する。絵画芸術の世界に飛
び込んで、感性や技術を高めましょう。着衣や裸婦の制
作で絵画を探求する教室です。観察を通して構成、形、
色の基礎造形力を養い、人物の特徴や印象を作品にしま
す。月４回の講座で、油彩、水彩画、パステル画などを
仕上げます。経験の有無を問わず楽しめる講座です。

真白のキャンバスや画用紙。さぁ、絵を描きましょ
う！ 感動は目の前にあります。見過ごしていたかも知
れない美を発見する喜びを味わいましょう。人物（着
衣、裸婦）や静物を油彩、水彩などお好みの画材で描き
ます。多彩なテーマに取り組むことで表現の幅を広げ、
造形力を養います。絵画芸術の世界で自分だけの美を創
造しましょう。

事実は小説より奇なり。絵を描いてみませんか？ 鉛
筆１本から新しい何かが生まれます。まずモチーフを観
察してみます。気付かなかった色や形の美しさを発見し
ながら自分らしい絵を描きましょう。個々の習熟度に合
わせて基礎造形力を養い、作品を仕上げて行きます。経
験はあるが最初から学び直したい方、大作等、自由制作
を楽しみたい方も、大歓迎です。

O W A CP C

O W A CP C

O W A CP C

木曜
10:00〜12:00
１０～１２月（12回分）

34,320 円

１～３月（1３回分）

37,180 円

木曜
13:00〜15:00
１０～１２月（12回分）

31,680 円

１～３月（1３回分）

34,320 円

木曜
15:30〜17:30
１０～１２月（12回分）

31,020 円

１～３月（13回分）

33,605 円



講座内容

アートスタジオ・アライヴ講師　湯浅 亮子

気軽に始められる鉛筆画

画家（無所属）　西原 史尋

                        創画会・会員（京都在住）
京都日本画家協会所属　谷井 俊英

 〜描いて楽しみ、飾って楽しみましょう

中央美術協会 委員・授賞選考員　山口 保

日曜絵画入門

中国水墨画
　入門（3ヵ月コース）／中級

    中国山東臨沂大学美術学院客員教授
九州産業大学非常勤講師　姚 明 （ヨウ・メイ）

                    日本ボタニカルアート会主宰
動植物画家・絵本作家　白石 久美子

ボタニカルアート（植物画） 〜基礎から学ぶ

講座名・講師 曜日・時間・受講料

あなたに届けたい★絵手紙

　主宰　柳瀬 弘游 講師　網本 幸子

楽しい絵たより

はがき絵 ～松師古の心だより

京都・日本画

日曜アート ～油絵、アクリル

人物デッサン

       美術研究室アトリエ・キノチッタ主宰
木ノ下 淳一

久留米連合文化会会員　西川 扶美

日本絵手紙協会公認講師　川鍋 淑子

 〜新俳画で描く歳時記
    早稲田大学美術史学会 趣味絵「千草会」

四季折々の色紙絵や暑中見舞い、年賀状、季節の便り
などに潤いを与えましょう。実生活に役立つものを描き
ます。俳句を吟ずる方には俳画を、初心者には筆法の基
礎から色使いのコツを指導します。あなたの個性を生か
しながら優しく、楽しい、美しい、品のある作品に仕上
げます。
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G 第２・４金曜
10:00〜12:00
３カ月（６回分）

17,160 円

（モチーフ代別）

やさしい色使いの絵に、こころの声を添えた「心だよ
り」。季節の移り変わりや、ご自分の素直な気持ち、伝
えたい言葉をはがきに留めて、親しい人に送ったり、お
部屋に飾ったりして楽しみませんか。
◆１日講座「絵も書も手書き年賀状」 11月29日

（火）13:00～15:00（会員2,860円、一般3,630円、
教材費500円）
◆１日講座「絵手紙で春を届けよう」 3月22日

（水）13:30～15:30（会員2,860円、一般3,630円、
教材費500円）

G 第２・４水曜
13:00〜15:00
３カ月（６回分）

16,500 円

今、手がきの絵手紙が新鮮！！「あの人」を想って描
いてみませんか。たった一行の言葉で勇気づけられた
り、絵で心があたたまったり、読むたびにあなたの顔が
浮かびます。
◆１日講座「～実りの季節に～」 10月7日（金）

10:00～12:00／10月18日（火）13:00～15:00
（1回分:会員2,860円、一般3,190円、教材費500円）

第３火曜
13:00〜15:00
第１金曜
10:00〜12:00
３カ月（３回分） 8,250 円

中国人講師の指導で、本格的な中国水墨画を学ぶ講座
です。基礎の筆遣いから、実演作品を描きながらわかり
やすく説明します。水墨画特有の墨の濃淡変化を味わい
ながら学んでいきます。簡単な色紙から掛軸へと進みま
す。年に一回、市内美術館など学習結果の展覧会も開催
しています。レベルに合わせて指導していきます。初め
ての方も安心してご参加下さい。
◆１日入門「白菜を描く」 9月26日（月）10:00～

12:00（会員2,860円、一般3,190円）
◆１日入門「卯を描く」 12月12日（月）10:00～

12:00（会員2,860円、一般3,190円）

第２・４月曜
10:00〜12:00
入門：

１０～１２月（７回分）17,325 円

１～3月（6回分） 14,850 円

中級：

１０～１２月（７回分）18,480 円

１～３月（６回分） 15,840 円

自然が作り上げた植物のからだの精緻で巧妙な仕組み
をよく観察し、科学的に、正確に描写する植物学的な美
術画です。身近な植物、山野で出合う植物の形や色合い
を美しくとらえ、豊潤な香りが漂うように表現できるよ
う、基礎から指導します。

W

第１木曜
13:00〜15:30
３カ月（３回分）

10,560 円

写生を基本とした作画方法による指導をします。色鉛
筆のスケッチから物を見る眼を養い、日本画絵具による
写生をします。顔料に親しんだ時点で制作に入り、岩絵
具、金箔を体験したあと、各自の創意に合った課題で描
き、様々な技法による表現や模写も指導します。

G 第３土曜
17:00〜20:00
３カ月（３回分）

12,375 円

日曜日のひとときを、自分自身を表現する時間にしま
しょう。表現することは、自身の考えや感じる事が現れ
ます。一つ一つのモチーフ（静物、コスチューム、ヌー
ド、他）から新しい自分をじっくりゆっくり、発見し、
一枚の絵画が完成した時の充実感を味わいましょう。

O A 日曜
13:30〜15:30
３カ月（12回分）

34,320 円

第１・３日曜
13:00〜15:00
３カ月（６回分）

14,520 円

油彩、水彩、アクリル、色鉛筆、鉛筆、パステル等お
好きな画材で描いていただきます。気に入った風景や子
供さん・お孫さんの写真、お好きな花・人形などモチー
フも自由です。初心者の方には画材・道具の選び方か
ら、経験者の方にはいろいろな技法等ステップアップの
方法を指導いたします。「楽しく描くこと」が講座の
テーマです。インスタグラム「gallerytamotsu」に作品
を掲載いたしておりますのでご覧ください。

O W A CP C P

少し変わったタイプの鉛筆画です。鉛筆のやさしい
タッチとそのものの構造や質感を追求しながら楽しんで
みませんか？ 鉛筆と消しゴムなどの簡単な道具だけで
手軽に始められます。最初は慣れるために課題のモチー
フから初めて、その後はお好きなモチーフを一人一人の
ペースに合わせて指導させて頂きます。
◆１日講座「水滴を描く」 ９月2日・16日、10月7

日・21日（金）13:00～15:00または14:30～16:30
（1回分：会員3,190円、一般3,520円）

C 第１・３金曜
13:00〜15:00
14:30〜16:30
３カ月（６回分）

15,180 円

人物はもっとも興味深いモチーフです。絵画に取り組
むうえで、ものを見る力や細かな描写力を養うために、
人物デッサンは欠かせません。人物描写の本当の面白さ
を知るために、じっくりとデッサンに取り組みましょ
う。美術専門のモデルを使い、初心者から経験者までそ
れぞれに応じた丁寧な指導をいたします。
◆ヌードデッサン 12月16日、3月17日（金）

18:30～20:30（1回分：会員3,850円、一般4,180円）
◆人物デッサン（着衣）11月4日、2月3日（金）

18:30～20:30（１回分:会員3,410円、一般3,740円）

PW A CP C 第１・３金曜
18:30〜20:30
１０～１２月（６回分）

19,800 円

１～３月（７回分）

23,100 円



講座内容

講座内容

　身近な植物をハガキ絵に

デザインサポートシステム主宰　浅野 英二

講座名・講師 曜日・時間・受講料

デザインサポートシステム主宰 浅野 英二

日曜ペン習字  〜ペンや筆ペンで

日本教育書道研究会師範　津田 醇子

 〜書の基本から実⽤・創作・公的資格まで

　　　　　　　　　　　　　　　川上 景扇

書に親しむ（夜）
 〜基本から創作そして指導者へ
                文部科学省後援書写検定試験福岡県審査委員

　　　　　　　　　　　　　　　川上 景扇

 〜基本から楽しく学ぶ
橘正会　藤澤 洋子

筆ペンによる日常書

講座名・講師 曜日・時間・受講料

       日展会友（任天堂「ＤＳ美文字トレーニング｣監修）

原田幹久の書道ゼミ・字源と書
 〜講義と実習

原田 幹久

　　　◇ 書道

あなたも描けます！
　かんたん似顔絵　〜写真をもとにして

デザインサポートシステム主宰　浅野 英二

わたしの一枚の絵

気軽に一筆

あなたも描けます！

 〜実⽤書道から展覧会作品制作まで

日展会友　三木 清雲

書に親しむ

なんでも書道 〜マジカル講座

橘書道会常任理事　太田 淑子

                文部科学省後援書写検定試験福岡県審査委員
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漢字の字源をおもしろく、易しく解説し、楽しく文字
を学ぶ教室です。豊富な資料と手本を用いて、書の古典
や楷・行・草など各書体について少しずつ学習していき
ます。初心者も経験者も大歓迎。きっと書の楽しさを味
わっていただけると思います。希望に応じて条幅の勉強
や、文字の成り立ちの話をまじえながら、すすめていき
ます。毎回異なった課題となり、おもしろく学習できま
す。

墨の爽やかな香りにつつまれながら、美しい文字を身
につけませんか。芳名帳や熨斗書きなど日常生活に役立
つ実用書道から、展覧会への出品を目標とした作品の制
作まで、それぞれのご要望に応じて指導します。硬筆、
ボールペン字も楽しめます。

文字に自信のない方、もっと上達したい方、日曜の午
後のひとときを基礎から練習しませんか？ ペン、筆ペ
ンなどの筆記用具で自分の名前や住所から始め、年賀
状、手紙、はがきなど日常生活に役立つ書をゆっくり学
びましょう。

きれいな文字を書ける方は知的な印象を与えます。コ
ツをつかめば字は格段に上達します。筆ペンを使って楽
しく練習していきましょう。

書道は「用と美」。美しい文字、品格のある文字を書
きましょう。手紙やのしの上書きなど…。また、インテ
リアとしての小作品に取り組むことも面白いものです。
文字を通して楽しい時間を持てるようになります。指導
者を目指している人には、公的な資格（書写検定）が取
れるように指導します。最高位１級の合格者が多数出て
います。

字には個性が出ます。個性とクセは違います。すてき
な個性を伸ばしてみませんか？ お好みの筆記用具で楽
しく！ すぐに上達は出来ませんが上手く見せる事は意
外とカンタン！ 書くという手段で自己表現をしてみま
せんか。きっと何かが変わるマジカルな書道教室！ 希
望に応じて段級取得できます。

奇数月第４木曜
10:00〜12:30
６カ月（３回分）

8,250 円

第１・３火曜
15:30〜17:30
18:30〜20:30
３カ月（６回分）

15,840 円

第１・３金曜
19:00〜20:30
３カ月（６回分）

12,210 円

第２・４水曜
10:00〜12:00
３カ月（６回分）

14,520 円

第２・４日曜
13:00〜15:00
３カ月（６回分）

12,210 円

第１・３土曜
13:00〜15:00
３カ月（６回分）

12,540 円

「書くことの楽しさ」を学んで下さい。基本から応
用、創作へ、指導者への道も開けます。文部科学省後援
書写検定試験の審査員が資格取得へ懇切ていねいに指導
します。１級合格者をたくさん出しています。

第２・４金曜
18:30〜20:30
３カ月（６回分）

15,180 円

季節の草花、旬の野菜や果物など、生活を彩る植物た
ちを、自分の好きな表現で描いてみませんか。

１２月５日（月）

２月２０日（月）
10:00〜12:00
会員 2,750 円

一般 3,520 円

さまざまな画材の特徴を学んで、心に残る風景やも
の、大切な人、動植物など「私の一枚の絵」を描きませ
んか？ 特徴を知ることで表現の幅が広がります。まず
は鉛筆から始めましょう。

PW A CP C G 第１・３月曜
10:00〜12:00
３カ月（６回分）

13,860 円

ご家族やペット、有名人の似顔絵などをお好みの画材
で描いてみませんか。写真や雑誌をコピーして、用紙に
写して描くので、絵が苦手な方も簡単に取り組めます。
絵を描いてみたいけど、何から始めたら良いか分からな
い方、まずは気軽に似顔絵からトライしてみませんか。
風景画もOKです。思い出の場所や憧れの場所の写真を
お持ちください。

１０月３日（月）

３月２０日（月）
10:00〜12:00
会員 2,420 円

一般 2,750 円



講座内容

筆文字アーティスト し乃

かな書道 〜基本から⼤字かな創作、古典⽂学をかく

日展会友 朝陽書道会常任顧問 吉村 宣枝

あなただけの字を書こう

実用ペン習字（小石ペン）
 〜上達のコツを楽しく学ぶ

　　　　　　　　　　　　　　　石田 梅雪

                      東京・書道研究小石曾常任理事 審査員

基礎から学ぶ実用の書
 〜ボールペン・万年筆・筆ペン・⼩筆

文部科学省後援試験福岡県審査委員　新 華秀

 〜オリジナル書道⼊門〜

講座名・講師 曜日・時間・受講料

かな書道 〜初歩から創作まで

日展会友　河田 三和子

漢字書道 〜基本から作品つくりへ

福岡県美術協会会員　大塚 啓香

（6回コース）

日展会友　河田 三和子

季節の和歌をかな文字で書く

自分で彫る！雅印　収蔵印
 〜デザインから運⼑、押印まで

福岡県美術協会正会員・理事　矢野 萊山
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かなの基礎から、正しく、楽しく書ける学習をしま
す。経験を積まれるにつれて、大字作品や、古筆の勉強
をし、和歌、物語の作品づくりをするたのしみもありま
す。月に一度は名筆鑑賞をして、感性を高めましょう。
希望に応じて段級を取ることも出来ます。

第２・４火曜
10:00〜12:00
３カ月（６回分）

16,500 円

流麗で雅な美しさをもつかな文字。四季折々の挨拶な
どを美しいかな文字でしたためられたら素敵ですね。初
心者のうちは「いろは」から連綿、散らし書きへと、か
なの基本や日常に役立つ実用書を勉強し、経験を積むに
したがい大字作品、公募展出品などの創作作品に取り組
みます。硬筆（ボールペン）も対応します。

かな文字の基礎から学び、６回目には、その季節に
ぴったりな和歌一首をさらさらと美しく書き上げられる
ようになります。自作の俳句や短歌で取り組まれても結
構です。いつからでも受講できます。（始められた日か
らの６回コース）

第１・３月曜
13:00〜15:00
３カ月（６回分）

16,500 円

第１・３月曜
13:00〜15:00
会員 13,860 円

一般 15,840 円

好きな言葉や名前など、ご希望の文字を篆書体で石に
彫り、オリジナルの印を作ってみませんか。デザイン性
のある収蔵印を作って、自分の持ち物に押すのもいいで
すね。ただ名前を書くよりもおしゃれですし、シールに
すれば色んなものに貼ることもできます。

１０月２９日（土）

１１月１２日（土）
13:00〜15:00
（２回分）

会員 5,280 円

一般 6,820 円

「筆を使って字を書いてみたい」「さっと筆ペンで名
前を書きたい」と思うけれど、「字が下手だから」「筆
は難しい」とあきらめている人が多いのではないでしょ
うか。じつは「字」が下手というのは間違いで、「下手
ではなく個性がある字」なのです。字を覚えたばかりの
幼児の字は個性豊かな楽しい字です。いつもつたない字
を書く人が、いったん筆をにぎると、魅力豊かな書家に
変身することもあります。個性豊かなあなたの字を、筆
にあるいは筆ペンに託してみませんか。各自の個性、一
人一人に合わせたアドバイスをするオリジナル書道講座
です。
◆筆文字アート１日体験 11月29日（火）13:00～

15:00（会員2,750円、一般3,520円）

第２・４水曜
15:30〜17:30
３カ月（６回分）

15,840 円

初歩のお習字から創作まで指導します。楷書、行書、
草書を古典を中心に基礎を学んでいきましょう。また、
希望に応じて公募展出品の指導もします。筆を持って書
く楽しみを続けていくうちに上達していき、表現法も広
がっていきます。初心者も大いに歓迎します。

第１・３土曜
10:00〜12:00
3カ月（６回分）

13,200 円

スマホやパソコンなど電子機器全盛の時代となり、字
を手書きをする機会は少なくなりました。それだけに、
きれいな文字で書かれたものは気持ちが伝わり、人の心
を捉えます。美しい文字を書くルールを一字ずつ丁寧に
指導します。先ず、「名前」の上達で自信をつけ、少し
ずつ高みを目指しましょう。

第２・４月曜
12:30〜14:30
３カ月（６回分）

13,200 円

字を書くことはどんな時代でも私たちの生活に欠かせ
ないものです。日常使うことの多いボールペンをはじ
め、万年筆、筆ペン、小筆などでより美しい文字を書い
てみませんか。基本から始め、様々な実用書式やそれぞ
れのご希望に応じて学ぶことができます。

第２・４火曜
19:00〜21:00
10～12月（7回分）

17,710 円

1～3月（6回分）

15,180 円



講座内容

新池坊　立華コース

華道新池坊家元常任役員　衛藤 利雪

新池坊家元　◎一ノ瀬 梅幹

夜の新池坊 〜初めての⽅、⼤歓迎！

華道新池坊家元常任役員　衛藤 利雪

新池坊　基礎科

華道新池坊家元常任役員　衛藤 利雪

新池坊家元　◎一ノ瀬 梅幹

新池坊家元　◎一ノ瀬 梅幹

㈶池坊華道会中央委員・総華督　重松 由紀子

池坊立花を楽しむ

華道家元池坊中央研修学院教授 中村 福宏

㈶池坊華道会中央委員・総華督　重松 由紀子

はじめての「いけばな」
池坊　高等科/研究科（夜クラス）

講座名・講師 曜日・時間・受講料

池坊　普通科/高等科/研究科

 

　　　◇ いけばな
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普通科はやさしい自由花を学びます。植物の見方、は
さみの使い方、剣山へのさし方、植物のあつかい方など
から始め、いけばなの構成へと進みます。
高等科は生花、自由花と交互に進みます。
研究科は立花、生花、自由花を週毎に変えて勉強し、

立花は、現代の生活に即応したいけ方をマスターしてい
きます。
床の間をはじめ、玄関に、リビングに、季節にあった

花がいけられるように指導します。花とコミュニケー
ションをとりながら、楽しい花のある生活を心がけたい
と思います。
※毎週クラスと月２回クラスがあります。

池坊は、いけばなの根源と言われます。基本を学ぶこ
とで、花たちを生き生きと見せることができます。現代
の環境に合わせたお花のいけ方、お道具などとともに和
の心を学び「いけばな」の素晴らしさと楽しさを体験
し、心にゆとりのある生活を味わいませんか？
はじめての「いけばな」は、初心者やもう一度基礎か

ら学びたい方を対象としたクラスですので、一人一人丁
寧に指導します。「高等科」では自由花と生花、「研究
科」では、自由花、生花、立花の指導をしています。

池坊いけばなは、560年という長い歴史と伝統の中で
様々な花型を創り上げてきました。その中にあり立花の
花型は今日、正風体と新風体としていけ分けておりま
す。この講座ではその花型をより楽しく学び、季節を代
表する花を取り上げながら、身近な暮らしの中で、飾る
喜び、いける楽しみをテーマとして進めてまいりたいと
考えます。

時代とともに建築様式の変化により「場に活ける花」
として四季折々の花を生かした写実盛花の基本を分かり
易く指導します。月に１回、ひな祭りなど季節の行事に
合わせたアレンジやブーケ、コサージュなども指導しま
す。お勤め帰りに気軽に始めてみませんか。

季節ごとの折々の花との出会いを大切にしながら、時
代と共に建築様式の変化により「場に活ける花」として
四季の花を生かした写実盛花の基本を分かり易く指導し
ます。いつからでも入会できます。ぜひ始めてみません
か。

格花である立華は、時代と共に変わっていく床の間か
ら玄関、応接間など「場に活ける花」として、新生花と
共に簡潔さと自由で品位高く高尚なことで愛好されてい
ます。いつからでも入会できます。ぜひ始めてみません
か。

「いけばな」は心の栄養
お花をいけて心豊かな人生を･･･

火曜
10:00〜13:00
３カ月（12回分）

普通科・高等科

40,260 円

研究科

42,900 円

（月２回クラス）

第１・３火曜
10:00〜12:00
第２・４火曜
10:00〜12:00
13:00〜15:00
３カ月（６回分）

普通科・高等科

20,130 円

研究科

21,450 円

第２・４火曜
18:00〜20:30
３カ月（６回分）

はじめて

20,460 円

高等科

20,460 円

研究科

21,450 円

１２月予定

第２・４金曜
19:00〜20:30
３カ月（６回分）

23,430 円

第１・３水曜
13:00〜14:30
３カ月（６回分）

20,130 円

第１・３水曜
13:00〜15:00
３カ月（６回分）

25,740 円



講座内容

煎茶道売茶流教授・参与　西冨 詠仙窟

煎茶・売茶流

勤め帰りの煎茶入門

藤蔭流教授　立山 美紀

藤蔭流会⻑　渡邉 桂堂
藤蔭流教授　水谷 栄子

テーブルでお抹茶を

表千家教授　金子 克子

茶花

茶道裏千家名誉師範　石川 宗㐂

誰にでも楽しめるお茶を 初心者対象

茶道裏千家教授　平嶋 宗正

講座名・講師 曜日・時間・受講料

はじめての茶の湯（表千家）
水曜クラス/木曜クラス

表千家教授　長 宗恵

表千家
　普通科（２年コース）

表千家教授　長 宗恵

　高等科（２年コース）

　研究科

　　　◇ 茶道・香道

テーブルとイスの立礼式を中心に

煎茶・藤蔭流

裏千家
　普通科（１年コース）

茶道裏千家教授　平嶋 宗正

はじめての茶の湯（裏千家）

茶道裏千家教授　平嶋 宗正

　高等科（１年コース）

　研究科（２年コース）
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「一服のおいしいお茶を点てるために」表千家茶道の
心得はとてもシンプルで奥深く、相手を思いやり自分自
身も愉しむことが特徴です。千利休を祖とする時代から
大切に受け継がれてきた「おもてなしの心」を学んでみ
ませんか？ 古来のふるまい方や知恵・美しい所作を身
につけることで、人生はさらに豊かなものになります。
◎普通科：茶室での基本作法、お茶をいただくときに

必要な所作などをしっかり学びます。
◎高等科：炉・風炉の１年を通じて、お茶の点て方の

基礎から応用まで幅ひろく学びます。
◎研究科：さらに知識を深め、技を磨きます。道具や

会話を通してお茶の精神を学びましょう。

「茶道は敷居が高そう」「決まりごとがあって難しそ
う…」というイメージを抱かれていませんか？ そんな
ことは全くありません。表千家茶道は、とてもシンプル
な考え方で、お茶をおいしく＆愉しくいただくことが基
本です。老若男女・体力のあるなしに関係なく、練習を
繰り返すことによって、自分のペースで技術を身につけ
ることができます。

普通科は和室での基本的な立ち居振る舞いからお菓
子、お抹茶の頂き方、盆略点前、薄茶点前、濃茶点前が
学べます。高等科は申請によって「初級」の資格と「入
門」「小習一六箇条」「茶箱（雪月花）」の点前の許状
が頂け、学ぶことができます。研究科は、申請によって
「中級」の資格と「四ヶ伝」「和巾」の点前の許状が頂
け、学ぶことができます。お菓子と抹茶を頂いて、心を
リフレッシュ！！ 自分でお抹茶を点て、飲んでみた
り、楽しいひと時を過ごしてみませんか？
希望者にはテーブルとイスを使う立礼式での指導もし

ます。正座が苦手の方もどうぞ。

お出掛けや旅行先で日本庭園などに立ち寄った時に、
抹茶とお菓子を出してもらえる休憩所などをみかけませ
んか？ 難しそうと敬遠している方も、おいしいお茶と
お菓子をいただきながら、“頂き方”をマスターしま
しょう。ご希望の方にはお点前の指導もします。

初心者を対象にした日曜クラスです。お菓子と抹茶を
頂いて、心をリフレッシュ！！ 自分でお抹茶を点て、
飲んでみたり、楽しいひと時を過ごしてみませんか？
希望者にはテーブルとイスを使う立礼式での指導もしま
す。正座が苦手の方はそちらへどうぞ。

今、世界中で大人気のお抹茶を美味しく点てたい、そ
して、ちょっとだけ茶道を意識したい…そんな思いのあ
る方のために、お茶を普段の生活の中にとり入れて、居
間にあるテーブルと椅子でお点前を楽しむ教室です。薄
茶を主に、客と亭主の作法やお茶の歴史、茶道具の話、
茶室でのふるまいなども学びます。
ご一緒に楽しいひとときをいかがですか？

全くの初心者や基本から学び直したい方のための教室
です。職場で家庭で、お客様の心に残るようなおもてな
しをしてみませんか。楽しく語らいながら、お湯かげ
ん、茶の葉の量など、ひと通りの作法を身につけます。
テーブルとイスを使った現代式マナーも学びます。

美しい日本の四季、そのおりおりに咲く野の花に心を
寄せ、また暮らしの中で、季節の移ろいに触れてみま
しょう。茶花に型はありません。花と花入との出合いも
楽しみながら自然に謙虚に花に語りかけて学びましょ
う。

水曜
18:00〜20:00
木曜
13:00〜15:00
18:00〜20:00
３カ月（12回分）

普通科

31,020 円

高等科

32,340 円

研究科

33,660 円

第２・４水曜

第２・４木曜
18:30〜20:00
３カ月（６回分）

15,180 円

金曜
13:00〜15:00
18:00〜20:00
３カ月（12回分）

普通科

31,020 円

高等科

32,340 円

研究科

33,660 円

第１・３金曜
13:30〜15:00
18:30〜20:00
３カ月（６回分）

15,180 円

第２・４日曜
10:30〜12:30
３カ月（６回分）

15,840 円

第１・３水曜
10:00〜12:00
３カ月（６回分）

16,170 円

第１・３土曜
16:30〜18:30
18:00〜20:00
10～12月（７回分）

19,635 円

1～3月（６回分）

16,830 円

第２・４火曜
19:00〜20:30
３カ月（６回分）

16,170 円

毎日の生活に欠くことができない煎茶・お点前を初歩
の所作から学びます。四季折々の床飾り、禅語の掛軸、
茶花の入れ方、盛物もあり、楽しみながら学びます。春
は新茶、夏は冷茶、冬は番茶と一碗の茶味で心和むひと
ときを過ごしながら、おもてなしの心や礼儀作法が身に
つきます。

第２・４火曜
13:00〜15:00
３カ月（６回分）

16,830 円

日頃私たちの生活に欠かせない煎茶。淹れ方ひとつで
美味しさも違ってくるものです。季節の室礼と共に、煎
茶・玉露・新茶・番茶と茶葉の持ち味を出せるお点前。
春は新茶、夏は優雅な冷茶、秋は、夏を越したお茶をほ
うじ茶に、お正月はお祝いの茶・蘭茶を学びます。四季
折々の和菓子もお楽しみです。おもてなしの心、礼儀作
法が自然に身に付きます。

第２・４土曜
10:00〜12:00
３カ月（６回分）

16,830 円

藤蔭流会⻑ 渡邉 桂堂
藤蔭流教授 入江 規子



講座内容

講座内容

華麗にフラメンコ

フラメンコ講師　マーハ・フローレス

タップダンスを始めよう！
　入門６ヵ月コース

タップダンサー　Ｙumiko

タップダンス
　経験者クラス

タップダンサー　Ｙumiko

イシバシケンタダンススタジオ講師　光田 晋

　中級～上級
       元ＪＣＦ全九州ボールルーム・
       ラテンアメリカンチャンピオン

石橋健太のレベルアップ社交ダンス

       ラテンアメリカンチャンピオン

　　　◇ ダンス
講座名・講師 曜日・時間・受講料

楽しく、健康に！　「ラテンダンス」

          ラテンダンスインストラクター

       内閣総理大臣認証ＪＣＦワールドダンス

　　　　　　　　　　　　　　　石橋 健太

講座名・講師 曜日・時間・受講料

　初級

石橋健太の楽しい社交ダンス

基礎から始める社交ダンス

       元ＪＣＦ全九州ボールルーム・

       ティーチャーズフェロー級講師

       内閣総理大臣認証ＪＣＦワールドダンス
       ティーチャーズフェロー級講師

　　　　　　　　　　　　　　　石橋 健太

香道・翠風流

　入門・初級～中級

　　　　　　　　　ネデル・モンテローザ

香道翠風流本部資格者師範　熊本 真由美
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香道は香りを鑑賞し識別する「香りあて」の要素と香
りの組み合わせで詩歌の心象風景を表現する「組香」の
要素があります。香木を焚いて鑑賞しながら香木の種類
の識別、点前、組香の表現技法をテキストに沿って段階
的に学び、創作組香へと進みます。香道の流派は様々あ
りますが、翠風流は福岡発祥の流派です。

耳にするだけで気分が高まり元気が出そうなラテン音
楽。そのリズムにのって、ネデルさんといっしょに踊っ
てみませんか。コロンビアから来日して15年のネデル
先生の願いは、楽しく踊ることだけではなくみんなが健
康になる事、ストレスを解消して気持ちよく毎日を過ご
すことです。体を動かして適度な汗をかけば、気分も
スッキリ！ 年齢や性別、ダンスが出来る出来ないも関
係ありません。みんなで楽しい時間を持ちましょう。

初心者向けの社交ダンスのベーシックを元全九州チャ
ンプで英国ダンス留学経験豊富な健太プロが音楽に合わ
せて楽しく優しく丁寧に伝授致します。健康、アンチエ
イジングの為は勿論。クルージング等でのダンスパーテ
イータイムで踊れるのと踊れないのでは大違い！ 水曜
日の中上級にもステップアップ出来る様に指導しますの
で、さあ皆でShall weダンス！

中上級の方のさらなるレベルアップ＆スキルアップの
為に、元全九州チャンプの健太プロが、英国留学で学ん
だ経験と技術を基に、ベーシックの正しい踊り方から流
行のバリエーションを綺麗に優雅に踊るコツまで、優し
く、楽しく徹底的に指導致します。皆で明るく、楽しく
Let's enjoy dance！！

社交ダンスを基礎から学べるクラスです。簡単なス
テップから始めますので、初心者の方でも大丈夫！ 音
楽に合わせて体を動かす事で、自然と社交ダンスを踊れ
るようになりますよ！ 本場イギリス・ブラックプール
への留学経験豊富な講師が、楽しく丁寧に指導致しま
す。まずは、是非一度ご見学下さい。

第１・３火曜
13:00〜15:00
３カ月（６回分）

16,500 円

第１・３木曜
15:30〜17:00
第１・３火曜
13:30〜15:00
３カ月（６回分）

14,058 円

木曜
13:00〜14:30
10～12月（１２回分）

27,456 円

1～3月（１3回分）

29,744 円

水曜
12:30〜14:00
3カ月（１２回分）

28,116 円

水曜
19:00〜20:30
３カ月（１２回分）

27,456 円

タップダンス未経験の方のためのクラスです。基礎の
テクニックと基本的なリズムパターンに重点を置いた
レッスンになります。シンプルで短いコンビネーション
を繰り返す振り付けで楽しくステップを踏める様になる
事を目指します。“以前ちょっとだけやったことがある
けど…”という方の再スタートにもおすすめします。

前半は爪先と踵を置く、落とす、打つといったシンプ
ルな動きでウオームアップし、基本的なテクニックとリ
ズムパターン、片足でバランスを保てる力を身につける
ルーティンをおこないます。後半はそれらの組み合わせ
にバリエーションを加えたステップで８小節～16小節
のコンビネーションを踊ります。様々な音楽に合わせて
打楽器のようにリズムを奏でる楽しさを感じて下さい。

第１・３土曜
17:30〜18:40
10～12月（７回分）

16,401 円

1～3月（６回分）

14,058 円

第１・３土曜
18:45〜20:15
10～12月（７回分）

17,556 円

1～3月（６回分）

15,048 円

アンダルシアがルーツといわれるフラメンコ。激しい
ステップと指先の表現が特徴です。フラメンコで大切な
コンパス（テンポ）とアイレ（雰囲気）、女性らしいパ
ソ（ステップ）を、現役ダンサーの指導で初めての方も
華麗に楽しくステップを踏みましょう。

第２・４土曜
13:00〜14:30
３カ月（６回分）

16,368 円



講座内容

講座内容

 

一般社団法人日本声磨き普及協会インストラクター
高田 めぐみ

　　　　　　　　　長谷川 真紀子

　　　◇ 健康に生きる
講座名・講師 曜日・時間・受講料

のどを鍛える「健康声磨き®講座」

ハワイアン・ダンス（フラ）
 〜いつまでも輝くあなた  水曜クラス

　　　　　　　　　牛島 啓子

        ハラウ・オ・柳瀬インストラクター

ハワイアン・ダンス（フラ）

ハワイアン・ダンス（フラ）
　～シニアクラス
        ハラウ・オ・柳瀬インストラクター

横枕 明美

　金曜（初級）クラス　金曜（中級）クラス

 〜いつまでも輝くあなた

        ハラウ・オ・柳瀬インストラクター
菅田 眞理

ハワイアン・ダンス（フラ）
 〜いつまでも輝くあなた  土曜クラス

        ハラウ・オ・柳瀬インストラクター

講座名・講師 曜日・時間・受講料

石田絵理子監修

大人のクラシックバレエ
　～月曜クラス

石田絵理子バレエスクール講師　久野 由美子

石田絵理子監修

大人のクラシックバレエ
　～金曜クラス

石田絵理子バレエスクール講師　本村 留美子
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音楽に合わせ、無理なく体を動かしながら、クラシッ
クバレエの基本と技術を学んでいきます。バレエらしい
優雅な時間を楽しみ、美しい姿勢と表情を身につけてく
ださい。

大人こそバレエを…。ワガノワの伝統と品格を重ん
じ、基礎を大切に、初級～中級に向けてのレッスンを行
います。美しい姿勢と優雅さが身につき、若さを保ちま
す。楽しい仲間たちと感性豊かな自分を発見してみませ
んか。

自然の美しさや愛を唄ったハワイの音楽を楽しみなが
ら、フラの基本のハンドモーションやステップを学びま
す。優雅に見えるフラダンスですが、しっかりした運動
量があり、運動不足も解消できます。どの年齢の方も、
楽しみながら心身ともにリフレッシュしましょう。

ハワイのフラおよびカルチャー、ハワイアンミュー
ジックの意味などを学ぶ楽しい教室です。初級（レイモ
ミクラス～真珠の首飾りの意味）は、基本のステップや
美しい手話のような手の動きなどをおぼえながら、素敵
な音楽に合わせて踊る楽しさを味わいましょう。中級
（アウリクラス～優雅の意味）は、初級で学んできたこ
とを基本に、楽器を使った踊りや、少し難度の高い踊り
にも挑戦し、歌の持つ意味を表現できるようにご指導い
たします。

おおむね60歳以上の方のためのクラスです。長く続
くコロナ禍ですが、マスクを着けて優雅な曲に心をゆだ
ねてみませんか。そして心と身体を健康に保ちましょう
‼

月曜
12:45〜14:15
14:20〜15:50
19:00〜20:30
１０～１２月（１３回分）

30,459 円

１～３月（１２回分）

28,116 円

金曜
19:15〜20:45
３カ月（１２回分）

28,116 円

第１・３水曜
18:45〜20:00
３カ月（６回分）

14,388 円

第２・４金曜
(初級)
12:30〜13:45
(中級)
13:50〜15:05
３カ月（６回分）

(初級)14,388 円

(中級)15,048 円

第２・４火曜
10:45〜12:00
３カ月（６回分）

14,388 円

アロハの言葉には、思いやり、協調、謙虚、忍耐等の
沢山のアロハの意味があります。これを大切にしなが
ら、ハワイの音楽に合わせ、ハンドモーション、ステッ
プのベーシックを学びます。また、フラは、体の連動性
があり、体のストレスを和らげます。ゆっくりとした動
きのフラは、どの年齢の方にもピッタリ。心身ともにハ
ワイの風を感じましょう。

第２・４土曜
15:30〜16:45
３カ月（６回分）

14,388 円

第３月曜
15:00〜16:30
３カ月（３回分）

8,250 円

コロナでめっきり人と話す機会が減り声を出さなく
なった、大きな声を出しにくい、声がかすれる…このよ
うな悩みを抱えるシニア世代の方におすすめの「声磨き®講座」です。正しい呼吸でしっかりと声を出す声磨き®は、単に発声・発語機能の向上だけでなく、嚥下機能
の向上・口内環境の改善や免疫力の向上などによる健康
増進、脳の活性化やアンチエイジングの副次効果が認め
られています。健康づくり・介護予防事業として、各地
で開催されている「健康声磨き®」講座が九州初開講で
す。
◆１日体験講座 9月26日（月）15:00～16:30
会員 2,750円、一般 3,520円



講座内容

気功スタンダード
 季節の健康と瞑想

福岡気功の会講師　吉原  まり
福岡気功の会会⻑　山部 嘉彦

 〜ライフスタイルに合わせたエクササイズを〜
お勤め帰りのピラティス入門

　　　　　　　YASUKO（永末 康子）

講座名・講師 曜日・時間・受講料

〜美容と健康のための〜

ストレッチ＆バーレッスン

バレエスタジオ ランジュ代表　 後藤 千春

バレエスタジオ ランジュ代表　 後藤 千春

やさしい体幹力アップストレッチ
 〜健康なカラダづくり

シニアのためのピラティス入門

　　　　　　　YASUKO（永末 康子）

 〜⾃分の体を知って、動ける体をつくろう！

正しい体幹力アップストレッチ

バレエスタジオ ランジュ代表　 後藤 千春

 〜やさしい⼤⼈のバレエ〜

バレエスタジオ ランジュ代表　 後藤 千春

ピラティス＆ヤムナ®

　　　　　　　　　Ｎｏｒｉｃｏ（荒木 統子）

 〜肩・腰・膝、スムーズに動かせる⾝体づくり

シニアの方にもおすすめ！

はじめてのバーレッスン

正しい体幹を身に付けるストレッチ＆トレーニングの
クラスです。バランスを整え、安定した体幹、セルフメ
ンテナンスできる健康なカラダを目指していきます。ス
トレッチで全身を柔らかくほぐして、トレーニングで無
理なく全身の筋力をつけていきます。※女性限定クラス
です。「ストレッチ&バーレッスン」クラスとの２講座
受講セット割あります。
◆公開講座 9月21日、10月5日（水）19:00～

20:10（１回分：会員2,508円、一般2,838円）

体が硬い方、バレエが初めての方でも楽しく参加でき
ます。ストレッチからバーレッスンまで、基礎から丁寧
に指導します。柔軟性を高めながら足底を強化し、アー
チを取り戻し、美しいラインの脚を作り上げていきま
す。クラシックバレエのしなやかな強い身体を手に入れ
てみましょう。※女性限定クラスです。「正しい体幹力
アップストレッチ」クラスとの２講座受講セット割あり
ます。
◆公開講座 9月28日、10月12日（水）19:00～

20:10（１回分：会員2,508円、一般2,838円）

ヤムナ®とは、専用のボールを使って骨や腱を刺激
し、自重をかけながら動くことで筋膜を適切に緩めるセ
ルフケアテクニックです。筋肉の強ばりを取り、関節の
可動域を増やしスムーズな動きが可能になります。エク
ササイズ、ストレッチ、リラクゼーション要素を併せ持
ち、シンプルでユニークなプログラムは世界中で人気で
す。ピラティスと並行して行うことで、深い呼吸や体幹
の強化が図れ、姿勢改善や不定愁訴の軽減、自律神経系
バランスの調和が取れ、健康的な身体づくりに大いに役
立ちます。年齢、性別、運動経験を問わずに取り組めま
す。“年だから”とあきらめず、いつまでも楽しく活動
できるようにはじめましょう。

生活スタイルが変わり、自由に動くことができず息苦
しさを感じる人も増えてきました。ジョゼフ・ピラティ
ス氏が考案したピラティスは、そんな限られた状況で
も、少ない動きで最大限のカラダの可能性を引き出して
くれるエクササイズです。お一人ずつの身体の状態に合
わせた動きを呼吸にあわせて行います。週末、教室に来
ての参加も良し、オンラインで自宅からの参加もOKで
す。

ピラティスの基本は正しい姿勢で動くことです。スト
レッチやセルフマッサージも取り入れて、呼吸と共に無
理なく動いていくので、肩凝り、腰痛などの予防のほ
か、内臓機能の向上、リフレッシュ効果も期待できま
す。フロア運動のほか、椅子に座っても行います。立ち
座りに不安がある方も安心してご参加下さい。目標は今
の筋力を維持すること！ 一緒に始めてみませんか。

運動が苦手な方、体が硬い方、シニアの方も安心して
参加できるストレッチのクラスです。椅子に座ったまま
でもできる、体幹を強くするトレーニングや、マットの
上で体のコリをほぐしてバランスを良くするストレッチ
を、現役のバレエ講師が優しくお教えします。※女性限
定クラスです。「はじめてのバーレッスン」クラスとの
２講座受講セット割あります。
◆公開講座 9月15日、10月6日（木）11:10～

12:20（１回分：会員2,453円、一般2,783円）
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LAS ALAS所属
ピラティスインストラクター

LAS ALAS所属
ピラティスインストラクター

第１・３木曜
11:10〜12:20
３カ月（６回分）

14,058 円

第１・３水曜
19:00〜20:10
３カ月（６回分）

14,388 円

第２・４水曜
※１１月は変則

19:00〜20:10
３カ月（６回分）

14,388 円

第１・３・５土曜
15:30〜17:00
１０～１２月（７回分）

17,325 円

１～３月（６回分）

14,850 円

第１・３金曜
19:00〜20:30
３カ月（６回分）

14,850 円

第１・３金曜
15:30〜17:00
３カ月（６回分）

13,860 円

ピラティス・トレーナー
YAMUNA®認定プラクティショナー

憧れのクラシックバレエで、健康的で軽やかな身体を
手に入れませんか。軽いストレッチと、ゆっくりとした
バーを使ったレッスンで、全身をバランス良く動かして
いきます。少しずつ柔軟性を高めることで、血流や基礎
代謝をアップ、怪我をしにくいしなやかな身体づくりを
目指します。バレエが初めての方、体が硬い方でもどな
たでもご参加できます。一緒に始めてみましょう！ ※
女性限定クラスです。「やさしい体幹力アップストレッ
チ」クラスとの、２講座受講セット割あります。
◆公開講座 9月15日、10月6日（木）10:00～

11:00（１回分：会員2,453円、一般2,783円）

第１・３木曜
10:00〜11:00
３カ月（６回分）

14,058 円

オンライン

受講も可

平常心がモノをいう時代になりました。気功が目指す
健康は、心の健康です。平常心の土台は平常体です。ま
ずは息を調え、姿勢を整え、体のクセと心のクセを直し
ていきます。元気が湧いてくるのがわかります。頑張ら
ず、我慢せず、無理をせず、できることを丁寧にやるこ
とからスタートしましょう。ありのままの自分の体と心
と向かい合い磨いていきましょう。

土曜
10:30〜12:00
３カ月（１２回分）

23,496 円

第１・３土曜

第２・４土曜
10:30〜12:00
３カ月（６回分）

14,058 円



講座内容

 拳から道へ〜⽩鶴の舞い

太極鞭杆 （ベンガン）

 心と体の健康はかけがえのない財産です。

楊名時太極拳師範 鞭杆協会指導員　水間 真弓

 〜心⾝のセルフコントロール

６０歳からでもはじめられる　気功

福岡気功の会主任指導員　牧坂 真知子

楽しく学ぶホーム・ヨーガ

日本ヨーガ学会准教授　佐野 泰子
日本ヨーガ学会教授　武藤 利子

（監修）⾃彊術普及会会⻑・師範 久保 穎子

楽しく太極拳

講座名・講師 曜日・時間・受講料

（水曜）奥伝指導員　森山 眞佐子

自彊術 （じきょうじゅつ）

             ＮＰＯ法人合気道祥平塾
理事⻑ ◎菅沼 守人 師範　藤岡 弘

健康合気道教室

（監修）⾃彊術普及会会⻑・師範　久保 穎子
中伝指導員　中原 圭子

 楊名時太極拳師範　緒方 道登

  楊名時太極拳師範　水間 真弓

石川 美代子

   日本武術太極拳連盟 公認A級指導員 ４段

（金曜）中伝指導員　中原 圭子

日曜・自彊術

太極拳好 （ハオ） 土曜クラス
 〜意識・動作・呼吸の統⼀をめざして

全日本太極拳協会 認定総合コーチ　鈴木 京子

楊名時気功太極拳

１週間の仕事の疲れを癒し、さらに次週への力をつけ
るために誰でもできる自彊術の31の動作をマスター
し、真の健康体づくりを目指します。

合気道は動くところすべてが、自然の理にかない、無
理なく、楽しく、誰にでもできる武道です。すこやかな
体と安らかな心を養い、生き生きと暮らす人間の土台を
つくります。中学生以上が対象です。

楊名時太極拳とは武術であり、哲学を含んだ心身の健
康法であり、芸術です。太極拳はもともと太極道、すな
わち宇宙の道。心身の「和」を尊ぶ日本の精神文化を取
り入れて生まれた日本独自の太極拳です。初めての方も
ベテランの方も、ご自分の体と対話するように、ご自分
のペースで稽古できます。深い呼吸とゆったりとした動
きは、心と体の調和をもたらし、内側から綺麗な心身を
養っていきます。心息動の調和をめざして、心を込めて
ゆっくりと演舞する充実感は素晴らしいものです。太極
拳24式「動く禅」と医療体術「八段錦」と太極拳秘訣
「稽古要諦」24種を、繰り返し稽古し、太極拳の心と
技を学んでいきます。

長さ120㎝、幅2㎝位の細めの木の棒を使って動きま
す。左右の動きを稽古しますから、左右の運動感覚やバ
ランス感覚は確実に向上します。身体の中心軸に棒を添
わせるようにして動くので、どんな年齢層の方でも、体
幹をしなやかに養い、美しい姿勢を保つのに役立ちま
す。運動の苦手な方にも楽しめる講座の内容を用意して
います。太極拳運動の理論に基づいて基本功を中心に繰
り返し指導します。稽古を重ねる毎に、みるみる変わっ
ていくご自分の体にきっと驚かれるでしょう。

呼吸法を伴った31の動作を順序正しくすることで、
全身の関節、筋肉を無理なく動かして自律神経のバラン
スを取ります。熟年の方や疾病のある方にも有効な日本
古来の健康法です。
「初心者の方でも丁寧に指導します。回を重ねるごと

に、皆さんが生き生き元気になっていく姿をみるのが楽
しみです」（講師記）
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水曜
13:00〜14:30
14:50〜16:20
金曜
10:00〜11:30
３カ月（１２回分）

25,080 円

※中伝クラス

22,440 円

第２・４日曜
13:00〜14:30
３カ月（６回分）

12,870 円

第２・４火曜
19:00〜20:30
１０～１２月（7回分）

15,785 円

１～３月（６回分）

13,530 円

（朝クラス）

月曜 10:30〜12:00
10～12月（1２回分） 27,720 円

1～3月（１３回分） 30,030 円

（午後クラス）

第２・４木曜 15:00〜16:30
10～12月（６回分） 13,860 円

1～3月（7回分） 16,170 円

（夜クラス）

木曜 19:00〜20:30
10～12月（１２回分） 27,720 円

1～3月（13回分） 30,030 円

第１・３木曜
15:00〜16:30
３カ月（６回分）

13,860 円

気功は、心と体にやさしく伝わる健康法です。教室で
は、指導歴30年以上のインストラクターが、楽しく、
わかりやすく指導します。最近、疲れやすく、健康に自
信が持てなくなってきた人や、仕事や対人関係の悩みで
心が元気をなくしている方、いきいきとした自分自身を
取り返したい方など、性別や年齢に関係なく、役立つ健
康法です。笑顔あふれる楽しい教室です。気軽に一度、
体験レッスンから初めて見ませんか。

金曜
10:30〜12:00
１０～１２月（１２回分）

23,496 円

１～３月（１３回分）

25,454 円

（夜クラスのみ）

オンライン受講も可

私たちの一番身近なパートナーは“自分自身の身体”
です。大切なパートナーからのシグナル、サイン、身体
が何を語っているのかききとれていますか？ 心と身体
のバランスはきちんととれていますか？ ヨーガで自分
自身に耳を傾けてみませんか？ 男性・女性、年齢を問
わず、初心者の方もご参加いただけます。自分をみつめ
る瞑想を楽しみましょう！

第２・４月曜
13:00〜14:30
３カ月（６回分）

12,738 円

太極拳は中国伝統武術で優れた健心運動です。腰を軸
とした螺旋の動きで、絶えず重心が移動する有酸素運動
です。深くゆっくりとした呼吸が血流を活発にし免疫力
を上げます。簡化24式と総合42式太極拳を楽しく学習
しましょう。高齢の方、初めての方もお気軽にご参加下
さい。

土曜
13:00〜15:00
１０～１２月（１３回分）

26,169 円

１～３月（１２回分）

24,156 円

太極拳はスローモーションで動いています。すべての
動きは相手をイメージして、力を使わずに押したり引い
たりして、自分を守りながら動いている武術です。ゆっ
くり動くことでバランス感覚がいつのまにか養われて終
わった後の充実感、脳のスッキリ感はいいです。24式
太極拳、八法五歩、功夫扇、32式剣、呉式、カンフー
体操、入門長拳を練習しています。

第２・４日曜
10:10〜12:00
10～12月（7回分）

17,941 円

1～３月（６回分）

15,378 円



講座内容

サボリ筋トレーニング

サボリ筋トレーニング
　～サボリ筋を鍛えて関節の悩み解消

 

     関節痛改善専門パーソナルトレーナー
亀谷 一広

　簡化太極拳～推手

 

全日本太極拳協会 総合コーチ　白川 隆一

骨盤整体とヨーガエクササイズ
スポーツ整体

　　　　　　　　　　　　　　　　高峰 敏和

講座名・講師 曜日・時間・受講料

腰掛タップダンス®

スポーツウエルネス吹矢

楽しみながら腹式呼吸をマスター

水曜 上級公認指導員　春田 久子

         一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会
火曜 理事・師範　藤井 久男

(金曜)プロタップダンサー　緒方 文

(月曜)元宝塚歌劇団　那津乃 咲

    腰掛タップダンス公式インストラクター

太極拳（火曜クラス）

川原 ふみこ

　～サボリ筋を鍛えて美脚＆関節痛予防

 

亀谷 一広

     関節痛改善専門パーソナルトレーナー

『ゆうきケア体操』

ひざ、腰、股関節痛を自分で治す！

 
     ゆうきケア体操インストラクター
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本来健康であるべき体は、日常生活の中で少しずつ歪
められていき、体の不調や病気となって初めて健康意識
が高められるものです。骨盤整体やヨーガの理解を深
め、体のしくみを知って実践することで、心身の活性
化、真の健康が体験できます。体の重心である骨盤を安
定させましょう。

高峰スポーツ整体研究所代表
日本プロ野球トレーナー協会員
（元ホークストレーナー）

第２・４木曜
18:45〜20:00
３カ月（６回分）

16,500 円

三洋電機の井植敏元会長が考案した腰掛タップダン
ス。椅子に腰掛けたまま踊るので足首、太腿を中心に楽
しく無理なく下半身全体の筋肉を鍛えることが出来ま
す。自粛による運動不足を一気に解消！ 人生100年時
代、筋力低下予防、認知症予防を今すぐ始めましょう！
◆１日体験レッスン
9月23日／10月14日（金）13:30～14:30
9月19日／10月3日（月）13:00～14:00
（1回分：会員2,453円、一般2,783円）

第２・４金曜
13:30〜14:30
第１・３月曜
13:00〜14:00
３カ月（６回分）

14,058 円

スポーツウエルネス吹矢は5～10m離れた円形の的を
めがけて息を使って矢を放つ、健康を目的とした新しい
国民的スポーツとして注目されています。激しい運動で
はありませんので、年齢を問わず誰でもゲーム感覚で、
呼吸法を一人でも仲間とでも気軽に楽しめます。スポー
ツウエルネス吹矢の呼吸法は胸式呼吸と腹式呼吸を組み
合わせた動作がベースになっていますので、心を落ち着
かせ、ストレス解消、冷え性･肩こりの改善、血管の詰
まりや動脈硬化を予防、脳の老化防止、腰痛の予防、喘
息の改善、内臓機能の活性化、口腔機能の向上による誤
嚥性肺炎の予防等々の健康効果が考えられます。

第１・３火曜
18:30〜20:30
第１・３水曜
10:00〜12:00
３カ月（６回分）

14,520 円

おなか周りの余分なお肉や、太もも・大転子の張り出
し、下がったお尻などが気になっていませんか？ いつ
も同じ肩にバッグをかけている、癖のある歩き方をして
いる、長年のデスクワークなどによる「悪い姿勢」を続
けていると、筋肉や関節の痛み、脂肪の蓄積に繋がって
きます。今あまり使えていない筋肉を鍛えることで、使
い過ぎている筋肉との差を解消し、関節を正しい位置に
戻すトレーニングを行います。その状態で適切な運動を
行えば、むくみやたるみはおのずと解消されてきます。
美しい姿勢、すっきりとした下半身を目指して一緒にト
レーニングしませんか。
◆開講前のプレ講座 「サボリ筋を鍛えて美脚＆関節

痛予防～使えてる？ 使えてない？ 自分の筋肉の使い
方を自覚しよう」10月1日（土）10:30～12:00（会員
2,750円、一般3,520円）

第１土曜
10:30〜12:00
５カ月（５回分）

13,750 円

太極拳のインナーパワーで、体と心をパワーアップし
て免疫力を高めましょう。ゆったりと動くことで体の内
奥と向き合うことができます。太極拳の型を覚えるだけ
ではなく、動きの質を変えるように学習します。基本練
習を毎回45分することでしっかり身につけます。体の
奥から緩め動いて、インナーマッスルを活用し、身体の
コリをほぐし、内臓は活性化し、精神は解放され、明日
への活力が生まれます。推手（組手）をすることで太極
拳の武術としての本質を理解していきます。

火曜
18:00〜20:00
３カ月（１２回分）

24,156 円

腰痛や肩こり、ひざの痛みなど、慢性的な関節痛で悩
んでいませんか？ 関節痛は年齢とともにどうしても起
こりやすくなってきます。日常の生活では意識すること
の少ない、関節を支えている筋肉を鍛えることで、慢性
的な関節痛の予防や改善を図ります。痛みを気にするこ
となく、快適に日常生活を送るために、バランスよく筋
肉を鍛えることで関節の動きを正していきましょう。
◆開講前のプレ講座 9月29日（木）13:30～15:00

（会員2,750円、一般3,520円）

第２木曜
13:30〜15:00
３カ月（３回分）

8,250 円

第２・４月曜
10:30〜12:00
第1・3水曜
15:00〜16:30
３カ月（６回分）

15,840 円

世界変形性関節症会議（本部 アメリカ・シアトル）
で認められた「ゆうきプログラム」は、整形外科医や各
医療現場で多数採用されています。これを基にした、自
宅で自分で安全・簡単・即効的な効果を実感できる運動
療法が『ゆうきケア体操』です。股関節の痛みや、膝の
痛みを改善し、脊柱管狭窄症の予防法として有効です。
「100歳まで歩く」を目標にはじめてみませんか。





講座内容

ジャズヴォーカル
　ベーシッククラス

ジャズ・ヴォーカリスト　井上 有

歌のレッスン
　クラシック入門

声楽家　吉本 万由美

日曜・歌のサロン
 〜みんなで楽しく歌おう

声楽家　大塚 恭子

夕べのクラシック歌曲

声楽家　山﨑 勝幸

クラシックを歌う

声楽家　山﨑 勝幸

楽しく歌うためのボイストレーニング

声楽家　大塚 恭子

 〜クラシックからポピュラーソングまで

　　　◇ 音楽・伝統芸能

声楽家 渋谷 ちか

講座名・講師 曜日・時間・受講料

Sing♪Sing♪朝日

目指せ　１００歳！
元気になれるボイストレーニング

～日曜クラス　ピアニスト  辻　  圭代

ボイストレーナー　大嶋 万里子

ボイストレーナー　大嶋 万里子

～木曜クラス　ピアニスト  秦　  久恵

恋するクラシック

夜のひととき
 〜恋するクラシック〜

声楽家 渋谷 ちか

 笑って歌って 元気に１００歳

オペラに挑戦
 〜あなたも歌える⽇本の歌からオペラまで！〜

声楽家 渋谷 ちか

　～ボイストレーニング
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「歌声喫茶」と聞いて懐かしさに心がじーんとくる方
もいらっしゃるでしょう。そんな方々にワクワクしてい
ただけるような広場が博多駅前にありますよ！ 元気
いっぱいの万里子さんと圭代さん、久恵さんのピアノに
合わせてあの歌この歌、一緒に歌いましょう。楽譜が読
めなくても大丈夫。クラシックからフォークソング、歌
謡曲まで、誰もが聴いたことのある歌を歌集を見ながら
歌います。歌って笑えば元気もりもり。心も美しくなり
ます。ストレスなんて吹き飛ばしましょう。

赤とんぼ、花、ローレライなどの童謡唱歌や抒情歌を
楽しく歌っていきます。簡単な運動で深く呼吸をし、発
声練習で体の中からしっかり声を出しましょう！

懐かしい日本の歌から、挑戦してみたいオペラまで、
15分の発声練習のあとに、歌いたい曲に挑戦しましょ
う！ 自分の中にどんな声があるのか、試してみません
か？ 歌が初めての方も大歓迎です。

日曜の朝のひととき。ご一緒に歌を歌ってみません
か。日本や外国の唱歌や歌曲を、発声法も取り入れて、
楽しく、そして昨日よりは少し上手にうたえるように気
長にレッスンしましょう。うたいたい歌をうたえるよう
になる喜びを味わってください。

主にドイツ、イタリア、フランスの作曲家によるクラ
シックの歌曲を歌って楽しむ講座です。あなたが知って
いる歌曲以外の、未知の歌に出会う素晴らしさと、歌う
喜びを体験出来ますよ。ドイツ、オーストリアでの長年
にわたる留学経験を生かし、特にドイツリートの豊かな
演奏歴を有する講師が、呼吸法、発声法、歌詞の発音、
表現まで楽しく、わかり易くマスターできるように指導
します。講師による魅力的なピアノ伴奏にのって歌いま
しょう。きっと美しい歌曲が、あなたとの出会いを待っ
ていますよ。
◆公開講座
9月27日(火) 13：30～15：00
9月28日(水) 18：30～20：00
（１回分：会員2,343円、一般2,673円）

ジャズスタンダードより課題曲を選び、基礎的な発
声、英語の発音、リズムなどを丁寧にレッスンします。
その曲が歌われた時代背景や歌詞の解釈にも目をむけ、
理解を深めることでさらにジャズヴォーカルの魅力を味
わいましょう。初心者から経験者の方まで楽しめる内容
です。

一人一人顔が違うように、声も皆違います。ボイスト
レーニングで本当の自分の声を発見しませんか。クラ
シックやポピュラーソング、世界の抒情歌などお好きな
歌が素敵に歌えるようお手伝いします。楽譜が苦手な方
も大丈夫です。

年齢とともに声が出にくくなったり、人とお話しする
機会が少なくなった方、ボイストレーニングしません
か。トレーニングといっても、鍛えるのではなく「声帯
筋をほぐす」という感じなので、無理がなくシニア世代
の方にはおすすめです。声を響かせることは、脳にも影
響力があるそうで、認知症の予防や誤嚥性肺炎の防止に
も効果があるようです。講師も病のため高音を失いなが
ら、声を取り戻したその経験から生まれた方法です。
さぁ、あなたもご一緒に、イキイキと目指せ100歳！

各自の声と進度にあわせた個人レッスンのクラスで
す。クラシックの発声法を練習し、練習曲や歌曲、オペ
ラのアリアを学びます。歌曲、アリアはそれぞれの音域
に合わせて、移調楽譜を使用しています。お一人ずつ歌
い、最後に全員で１曲を歌っています。歌は初めての方
も基礎から丁寧に指導します。マイペースで続けてくだ
さい。

第1・３木曜
13:00〜14:30
３カ月（６回分）

15,048 円

第２日曜
※１０月のみ第１日曜

13:30〜15:00
第４木曜
13:00〜14:30
３カ月（3回分）

5,709 円

（１回分）会員 2,453 円

一般 2,783 円

第２・４月曜
13:40〜15:10
３カ月（６回分）

15,048 円

第２・３・４月曜
15:30〜17:00
３カ月（９回分）

21,087円

第２・４日曜
10:00〜12:00
３カ月（６回分）

15,048 円

第２・４火曜
15:30〜17:00
３カ月（６回分）

14,388円

第２・４火曜
13:30〜15:00
３カ月（６回分）

13,398 円

第２・４水曜
18:30〜20:00
３カ月（６回分）

13,398 円

第２・４水曜
10:00〜12:00
13:00〜15:00
３カ月（６回分）

15,378 円

第２・４土曜
10:30〜12:00
３カ月（６回分）

14,388 円

思い切って声を出すって楽しい！ １日の終わりに歌
というお友達に会って、楽しくすっきりしてお家に帰り
ませんか。体をほぐして、声の出し方も楽しくレッスン
していきます。童謡唱歌や愛唱歌からオペラまで、好き
な曲を歌いましょう。

第２・３・４月曜
18:30〜20:00
３カ月（９回分）

21,087円



講座内容

カラオケ演歌

ヴォーカリスト　海江田 千晶

 〜雅⼦の⾳楽サロン

 　　ピアニスト 緒方 公治　　宮島 美樹子
シャンソン歌手　関 雅子　ギタリスト　橋口 武史

歌の翼にあなたをのせて

 プラス 発声練習付き
ポップスを歌ってリフレッシュ♪

   Ｇｏｓｐｅｌ Ｗｅｄｄｉｎｇ Ｐｒｏｄｕｃｅ 「Ｓｈｏｗ Ｕｐ！」主宰

　　　　　　　　　　　　　　　祝原 範子

シャンソン 〜やっぱりシャンソンはいいね

ピアニスト 緒方 公治

シャンソン歌手 関 雅子

たのしむ女声コーラス
 〜コーラスでいきいきと

声楽家　牟田 直美

講座名・講師 曜日・時間・受講料

ゴスペルを歌ってリフレッシュ♪
   Ｇｏｓｐｅｌ Ｗｅｄｄｉｎｇ Ｐｒｏｄｕｃｅ 「Ｓｈｏｗ Ｕｐ！」主宰

　　　　　　　　　　　　　　　祝原 範子

ご自分の声の魅力にお気づきですか？
目標達成のヴォーカルレッスン

ヴォーカリスト　海江田 千晶

初心者のためのヴォーカルレッスン

楽しい大人のハーモニカ

元クラウンレコード専属　下村 洋子
       古賀政男門下生

もしもピアノがひけたなら
　入門クラス/初級クラス/中級クラス

 

ピアニスト　海江田 千晶

日本ハーモニカ芸術協会師範　平野 満智子

32

人の声はそれぞれに魅力がありますが、なかなか自分
では気がつかないものです。ジャズやポップス、ボサノ
ヴァ、映画音楽などジャンルにとらわれずにレッスンし
ながら、自分の声を活かして歌う事を大切にして、あな
たの声に合った曲、歌い方がみつかるようにアドバイス
します。

『ゴスペル』は歌えば歌うほど身も心も元気いっぱい
になれる曲ばかりです。ゴスペルを通して共に歌う喜び
や楽しさを分かち合いながら練習します。毎年Xmasゴ
スペルコンサートや、ゴスペルフェスティバルetc.様々
なイベントにも出演しています♪
◆一般の方も受講いただけます。３カ月じっくりと

歌ってみて下さい。10～12月（6回分）17,028円

上手に歌うことより先ずは楽しく声を出して心身のリ
フレッシュを目的とします。発声練習は健康にもつなが
り、次第に素敵な声も出るようになってきます。良い声
が出るようになったら、歌う喜びも更に大きくなるで
しょう。レパートリーは海外のポップな曲をはじめ、
ルーツでもあるゴスペルの曲も練習します。英語が苦手
でも発音指導も行いますので、気がつけば英語耳になっ
ているかもしれませんよ。
◆一般の方も受講いただけます。３カ月じっくりと

歌ってみて下さい。10～12月（6回分）17,028円

コーラスは初めてという方も、リラックスして声を出
せる講座です。ヨガを取り入れた発声体操のあと、主に
響きのとり方に注意したボイトレをしっかりやります。
やさしいコーラスからオリジナル曲、宗教曲まで気のお
けない仲間と楽しく歌っています。「声」を一生のたか
らものに育てましょう！

シャンソンは３分間のドラマ。シャンソンが好き、音
楽を通じて友達が好き、そんなあなたとの新しい出会い
を待っています。共に歌い、語り合いながら、午後のひ
とときを楽しみましょう。生のピアノ伴奏でうたう、贅
沢なレッスンです。

心を癒す大切な歌、シャンソン・タンゴ・カンツォー
ネ・映画音楽。そしてもちろんクラシックや日本の歌。
ジャンルにとらわれず作詞・訳詞・アレンジなど、講師
独自の切り口で楽しくユニークなサロンにあなたもどう
ぞ。ギタリストやピアニストの演奏にのせて、ご一緒に
歌いましょう。

演歌は歌の一人芝居！ 歌詞の感情を聞いている方に
どう表現するか、ボイストレーニングを訓練します。音
程、リズム、発音と正しい呼吸法、発声法としっかり学
ぶ事が人を感動させるメリハリの効いた歌になるので
す。男女別の課題曲を月に１曲ずつ練習します。

入門クラスは譜面が全く読めない、ピアノを弾いてみ
たいけれどちょっと敷居が高い、そんな方が対象です。
初級クラスはバイエル80番程度、中級クラスはバイエ
ル100番程度終了の方が対象です。
※今期の募集はありません。

第１・３月曜
13:00〜14:30
３カ月（６回分）

14,388 円

第１・３日曜
10:30〜12:00
３カ月（６回分）

15,048 円

第１・３木曜
19:00〜20:30
３カ月（６回分）

15,048 円

木曜
10:00〜12:00
３カ月（１２回分）

23,496 円

第１・３金曜
13:00〜15:00
３カ月（６回分）

15,048 円

第１・３水曜
13:30〜15:00
３カ月（６回分）

15,048 円

第１・３土曜
10:30〜12:00
３カ月（６回分）

14,388 円

第２・４月曜
入門 11:05〜12:05
初級 12:10〜13:10
中級 10:00〜11:00
３カ月（６回分）

14,058 円

音符が読めなくても大丈夫です。ポジション（音の配
置）など基本練習を重ねて、耳馴れた童謡、唱歌を美し
い一音で吹く事から始め、難しい曲を吹けるまで指導致
します。経験有る無しを問いません。アンサンブル（合
奏）も楽しめます。

第１・３木曜
11:45〜13:45
第１・３火曜
13:00〜15:00
３カ月（６回分）

15,708 円

ジャズ、ポップス、ボサノヴァ、映画音楽など幅広い
ジャンルから選曲します。レッスンはピアノで行います
が、様々な工夫を凝らしたアレンジの音源をご提供しま
すので、ご自宅ではそれに合わせて練習していただけま
す。スラスラ譜面が読めなくても、英語に自信がなくて
もご安心ください。長く継続することにより、単に歌う
だけではなく、読譜など最低限必要な音楽の基礎も、ま
た英語の発音に関するコツも徐々に習得できるようにな
ります。

第２・４木曜
15:00〜16:30
３カ月（６回分）

14,388 円



講座内容

はじめてのオカリナ

フルート・オカリナ奏者　高木 華子

はじめてみよう！ウクレレ
 〜初⼼者・６ヵ⽉コース
                        ウクレレ・スチールギター奏者

九州ウクレレ族会員　藤田 健司

ウクレレを弾こう！ （経験者クラス）
 〜ハワイアン名曲やポップス
                        ウクレレ・スチールギター奏者

九州ウクレレ族会員　藤田 健司

講座名・講師 曜日・時間・受講料

フルートをはじめてみよう

フルート・オカリナ奏者　高木 華子

        ケンハモ認定講師

１からはじめる大人のケンハモ

ケンハモブレストレーナー 安田 麻理子

 〜健康によいことを楽しく〜

筝曲　箏（こと）

二胡を奏でる
　入門／中級

演奏家　楊 芸(ヤン・イー)

観世流名誉職分　坂口 信男

生田流宮城社師範　吉村 信子

大正琴（琴城流）
　初級／中級／上級

                                琴城流大正琴 將苑会指導師範
　　　　　　　　　　　　鈴木 琴苑小夜

生田流宮城社大師範　河原 久子

謡曲　観世流

観世流家元 ◎観世 清和
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ウクレレを手にとるのが初めての方のためのクラスで
す。基本をやさしく指導します。初心者ばかりなので、
まわりを気にせずに始められます。６カ月修了後は15
時30分のクラスへお入りいただき、ハワイアンソング
のアンサンブルを奏でましょう。
◆体験講座 9月14日・28日（水）13:30～15:00
（１回分：会員2,343円、一般3,113円）

ハワイアンソングを歌いながらウクレレを弾きましょ
う。ウクレレは年齢を問わず、どなたでも気軽に楽しめ
る楽器です。どこか懐かしい、ゆったりとした調べは、
心も落ちつき、おだやかな気持ちになれそうです。ハワ
イアンの名曲を主にポップスや日本の歌も織りまぜて
レッスンします。

初心者から経験者までそれぞれのレベルに合わせた個
人レッスンです。一緒にあこがれのフルートを吹いてみ
ましょう。

オカリナは誰でもいつでも吹くことが出来る手軽な楽
器です。おなじみの唱歌からヒットソングまで、やさし
く丁寧に基本から指導します。初心者の方は、基本のド
レミファソからゆっくり覚えましょう。途中からの参加
も大丈夫です。

中国の代表的な民族楽器の胡弓を本場の講師がやさし
く、たのしく親切に指導します。親しみやすいメロ
ディーを哀愁に満ちた音色で表現する充実感を味わって
みませんか。入門クラスは初めて胡弓にふれる方、楽譜
が苦手な方でも大丈夫です。３カ月で「エーデルワイ
ス」が弾けるよう練習していきます。胡弓のレンタルも
可能です。中級クラスは１年半～２年ほどで進級し、ア
ンサンブルなどを楽しみます。
◆プレ講座「二胡を始めよう！」10月19日（水）

11:00～12:15（会員2,343円、一般2,673円）

伝統芸能の箏を楽しく弾いてみましょう。初心者には
「宮城道雄小曲集」で基礎を指導します。引き続き「六
段の調べ・千鳥の曲」ほか、古典、宮城曲、現代邦楽と
進みます。三絃との合奏も致します。経験のある方はレ
ベルに応じた勉強をします。箏は教室にあります。「春
の小川」「赤とんぼ」「ふるさと」等楽しいメロディー
を合奏して箏の美しさを味わってください。
※立奏（椅子使用）で行います。

日本で生まれた楽器、哀愁の音色、誰にでも手軽に楽
しむ事が出来ます。音楽療法の一環として始めてみま
しょう。日常生活ではあまり使わない左手でボタンを押
さえて弾きます。音符が読めなくても大丈夫。数字譜で
理解しやすく、初級は個人指導致します。童謡、演歌、
ポップスと進んでいきます。琴はレンタルできます（有
料）。

古典芸能の能楽をひもとくと、その奥の深さをつくづ
くと感じ、それらに登場する人物が眼の前に現れ、懐か
しく感じるものです。また「素謡」で色々な役柄になり
かわり発声することで、体内にたまったストレスを思い
きり発散すれば、昨今の新型コロナウイルスもきっと寄
りつかないと思います。ぜひ一度経験してみてはいかが
でしょうか。見学大歓迎です。

第２・４水曜
13:30〜15:00
３カ月（６回分）

16,038 円

第２・４水曜
15:30〜17:00
３カ月（６回分）

16,038 円

第１・３日曜
10:00〜11:30
３カ月（６回分）

15,048 円

第１・３日曜
11:35〜12:35
３カ月（６回分）

14,388 円

第１・３水曜
(入門)※１１月スタート

11:35〜12:35
１１、１２月（４回分）

10,692 円

１～３月（６回分）

16,038 円

(中級)
10:00〜11:30

３カ月（６回分）

16,698 円

木曜
16:30〜18:00
３カ月（１２回分）

32,736 円

第１・３木曜
18:00〜20:00
３カ月（６回分）

20,328 円

第１・３金曜
10:00〜12:00
３カ月（６回分）

初級 14,718 円

中級 15,378 円

上級 16,038 円

水曜
15:30〜18:00
３カ月（１２回分）

24,816 円

呼吸の力×ケンハモ×音楽の力＝健康効果向上。楽譜
が読めなくても大丈夫です。息を使う楽器で、初めての
方でも無理なく音を鳴らすことができます。音を楽し
み、楽器演奏と健康効果の一石二鳥でストレスフリーで
有意義な時間を過ごしませんか。腹式呼吸を使って血流
を活発にし、心身をリラックスさせながら呼吸機能・口
腔機能・セロトニン活性・免疫力向上などの健康効果も
体感できます。是非、この機会にケンハモを始めましょ
う！ ご自宅に眠る楽器をお持ちください。お持ちでな
い方は推薦楽器を紹介します。
◆「大人のケンハモ♬ 楽しく１日体験！」
3月30日（木）13:00～14:10
（会員 2,453円、一般 3,223円）

第２・４木曜
13:00〜14:10
３カ月（６回分）

14,718 円



講座内容

　初等科/高等科

小唄三味線（ツマ弾き教室）

江戸小唄　初等科/中等科/高等科

江⼾⼩唄 蓼派師範　蓼 胡萬

　初等科/中等科/高等科

江⼾⼩唄 蓼派師範　蓼 胡萬

講座名・講師 曜日・時間・受講料

土曜の午後はちょっと小粋に小唄はいかが！

基礎からの長唄・三味線

（財）杵勝会 師範　杵屋 勝千吾

 ①こども⽇本舞踊（４歳〜中学⽣）

日本舞踊花柳流師範 花柳 奈丘

日本舞踊（花柳流） 〜お⼦さんから⼤⼈まで
 ②普通科/高等科

日本舞踊花柳流師範 花柳 奈丘

日本舞踊（花柳流）

内浜落語会　粗忽家 勘楽

らくらく落語
 〜コツさえつかめば誰でも笑わせ名⼈（３ヵ⽉コース）

日舞を楽しむ（若柳流）

若柳流宗家師範　若柳 吉光吾

日本舞踊・藤間流
　普通科/高等科

藤間流家元　◎藤間 勘右衞門
藤間流福岡藤盛会役員　藤間 勢之助
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江戸小唄は江戸時代末期に粋な文化の中で熟成し、明
治に花開いた当時の演歌の様なものです。古典曲から現
代の演歌に近いもの、四畳半から大きな劇場の舞台で歌
うものまで様々です。歌詞が面白く俳句の様に短い中
に、風物詩や人情や恋、時に辛辣な風刺等もあって、そ
れでいて下品にならず心地よく歌う事が大切です。声の
良しあしは二の次です。味で聞かせる、ハートで艶っぽ
く歌う発声やテクニックを学びます。

本来ツマ弾きは、小唄の伴奏のための技法です。唄が
主なので、指先で弾きます。小唄はすべて唄も糸も個人
指導となりますので、各々練習曲が違い楽しく学べます
が、初めての手ほどきのコースについては童謡唱歌や博
多の民謡俗曲の奴さんや祇園小唄等が弾けるようになる
までを目的としています。一曲でも弾き唄いができたら
楽しくなりますよ。目と指先を動かす同時進行がかなり
の脳の活性化につながりお勧めです。1～2年で初等科
をマスターできれば合格です。本格的な小唄の糸を学び
たい方は、少しご経験のある方のほうが良いと思いま
す。

日本舞踊の稽古が初めての方、以前やった事がある
方、長く稽古したけど何だか本来の形もわからないまま
やってきたと言う方、一度初心に帰って基本から勉強し
てみませんか。摺り足、扇の扱い、首の振り方、振り事
の名称等を交えて基本の型を基礎に、小曲、古典の踊り
と段階を経ていきます。

日本の笑い、ユーモアを支えてきた落語。落語には言
葉遊びや市井の人々の笑いを誘う言動が山のように伝え
られてきました。落語を演じるのにそう難しい技術はい
りません。ユーモアを理解できる方なら誰でもできま
す。語り方から学び、３カ月で小咄（こばなし）をもの
にして、半年２回の寄席でお客さんの前で演（や）って
みませんか。

第１・３土曜
(中･高等科)
12:40〜13:20
(初等科)
13:30〜14:40
３カ月（６回分）

初等科 14,058 円

中等科 15,048 円

高等科 16,698 円

第１・３土曜
14:50〜16:00
３カ月（６回分）

初等科 15,378 円

中等科 15,378 円

高等科 16,698 円

金曜
13:00〜15:00
３カ月（１２回分）

普通科 24,816 円

高等科 26,136 円

第２・４日曜
13:30〜15:00
３カ月（６回分）

14,520 円

日本古来の音で体を動かしてみませんか。無理なく体
を動かしながら、お友達も出来て、人の和が広がりま
す。人の出逢いを大切にお稽古をしています。どうぞ、
気軽にお立ち寄りください。

月曜
※１０月31日もあり

15:30〜17:30
１０～１２月（１３回分）

33,319 円

１～３月（１２回分）

30,756 円

日本の文化を学ぶことは、こども達が世界中の人々と
交流する際に役立つと思います。①ゆかたを一人で着ら
れるようになります。②日本舞踊を通じて自然と美しい
所作が出来るようになります。③日本の四季や行事など
に触れることで情緒豊かな時間を持てるようになりま
す。④親子でのお稽古も可能です。

第１・３日曜
10:00〜11:30
３カ月（６回分）

14,718 円

第１・３日曜
10:00〜11:30
３カ月（６回分）

普通科16,038 円

高等科17,358 円

日本の四季、風情、情緒を日本の踊りを通して楽しん
でみませんか？ 基礎から丁寧に楽しくお稽古します。
初めての方は、浴衣の着方からご指導致します。着物を
お持ちでない方もご参加できます。経験者の方は、その
方に合わせてお稽古致します。日本舞踊のお稽古を通じ
て自然と身につく美しい所作。お気軽においで下さいま
せ。

三本の糸が奏でる長唄三味線の音色を暮らしに響かせ
てみませんか。華やかな音色で心と身体を活性化しま
しょう。音楽には心身のリズムを整える効果があると言
われ、特に手指を使う楽器は脳を活性化させるので長く
続けられる趣味としておすすめです。まず基本からはじ
めますので、ご自分のペースでご自宅で復習できます。
ご自宅での時間が増えた方やステイホームで新しい趣味
を楽しみたいと思われている方はぜひ一度ご見学下さ
い。
◆初心者のための1日特別講座「荒城の月」
10月31日（月）13：00～14：00
（会員2,288円、一般3,058円）

月曜
(初等科)
10:00〜11:00
１０～１２月（１３回分）

28,314 円

１～３月（１２回分）

26,136 円

(高等科)
11:05〜12:05
１０～１２月（１３回分）

29,744 円

１～３月（１２回分）

27,456 円



講座内容

やさしい樹木学入門
 〜樹⽊を知って林や森の⽣態を知ろう

　　　　　　　　　　　　　玉泉 幸一郎

四季の花めぐり

  福岡植物友の会副会⻑　野村 郁子

    元九州大学大学院農学研究院准教授

   日本自然保護協会自然観察指導員

講座名・講師 曜日・時間・受講料

森林インストラクターと楽しく

野外の自然観察

福岡森林インストラクター会所属インストラクター

　　　◇ 自然・アウトドア

日曜・登山教室

 (公社）日本山岳ガイド協会認定登山ガイド
登山用品専門店ラリーグラス代表　浦 一美

㈳全国森林レクリエーション協会の資格試験に合格した「森の
案内人」と市内や近郊の野や山、公園に出かけ、樹木や野草を観
察します。植物名や名前の由来、森の役割等、自然界の不思議な
仕組みを知りましょう。
①10月21日 古賀市 千鳥ヶ池公園

「伝説の池と遊歩道 憩の丘の多様な生物」
➁11月18日 朝倉市 秋月

「晩秋、筑前の小京都を散策する」
③12月16日 宇美町・太宰府市 四王寺県民の森

「『ワンヘルス』って何？」
➃1月20日 福岡市西区「飯盛山」

「かんなびの森 森の神様に初詣」
➄2月17日 福岡市 東平尾公園

「ネイチャーゲームも楽しむ冬の散策」
➅3月17日 行橋市 沓掛山

「奇岩と桜 渡りを始める野鳥を満喫する！」

野山の自然は見るだけでも楽しいですが、そこに生活する植物
の名前や営みを知ってから見ると、さらに自然の素晴らしさを感
じることができます。木本植物を中心に分類学や形態学などの基
礎的な知識を学ぶとともに、野外において植物の名前を覚え、
木々の生きる知恵を学び、さらに森の仕組みについても学習しま
す。観察場所は近隣の野山です。登山とは異なり、あまり長くな
い距離をゆっくりしたペースで散策します。
①10月12日 雷山（糸島市）②11月16日 油山（福岡市）③

12月14日 白山（久山町）④2月15日 新立山（宗像市）⑤3月
15日 駕与丁公園（粕屋町）

福岡近郊の山や神社に出かけ、身近な植物を観察します。植物
の不思議な世界を楽しみましょう。
①10月20日 和白干潟 （福岡市東区）
②11月17日 鳴淵ダム公園 （糟屋郡笹栗町）
③12月 1日 今宿野外活動センター （福岡市西区）
④ 1月19日 愛宕神社 （福岡市西区）
⑤ 2月 9日 九博の森 （太宰府市）
⑥ 3月23日 室見川上流河川敷 （福岡市西区）
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第３金曜
３カ月（３回分）

8,250 円

（別途交通費）

月１回水曜
5カ月（5回分）

14,850 円

（別途交通費）

月１回木曜
9:30〜12:00
１０～３月（６回分）

16,500 円

（別途交通費）

山に登ってみたいな…と思っている方、始めてみませんか。平
日の夜の講義で気象や地形図の見方を学び、日曜日の実習でそれ
を実践。歩き方や道具の使い方も指導します。仕事に追われる毎
日、その上、まだまだ続くコロナに気をつかって、心身ともにク
タクタの方もいらっしゃるでしょう。でも早起きして山に登り、
自然の中で気分をリフレッシュさせてみませんか。きっと明日か
らの活力になることでしょう。初心者にも取り組みやすい福岡近
郊の山が中心です。秋は木々の紅葉に心癒されます。1月2月に
は、もしかしたら雪景色を楽しむ事が出来るかもしれません。３
月は少し遠出をして九重に春を見つけに行きましょう。

10月6日（木）講義：登山と健康・準備するもの・登山計画
10月23日（日）実習：初めての山「十坊山」（糸島市）
11月10日（木）講義：

バテない登山の科学・道迷いと気象遭難
11月27日（日）実習：晩秋の「二丈岳」（糸島市）
12月18日（木）実習：初冬の「脊振山」（福岡市早良区）

1月5日（木）講義：冬山の魅力と準備するもの・登山計画
1月15日（日）実習：「宝満山」（太宰府市）
2月2日（木）講義：登山必要な体力 そしてトレーニング
2月19日（日）実習：冬の「福智山」（田川郡福智町）
3月2日（木）講義：九重山の計画・登山総論
3月18日（土）～19日（日）実習：

早春の「九重山系」（竹田市久住町）

（講義）木曜
18:30〜20:00
（実習）

日曜 終日
１０～１２月（５回分）

15,400 円

１～３月（７回分）

21,560 円

（別途交通費）



Zoom利用方法
（Zoomアプリ）

ビデオ編集
（Corel VideoStudio X10）

フォトエレメンツ
（Adobe Elements 14）

(PowerPoint 2007)

ワード初級（Word2013）

エクセル入門（Excel2013）

結婚式オープニングムービー
制作（Corel VideoStudio X10）

イラストレータ(Illustrator 8)

パワーポイント入門

　　　◇ パソコン個別指導

月曜～土曜  15:30~17:00 （２回分・計３時間）11,770円

エクセル初級（Excel2013）

月曜～土曜  15:30~17:00 （４回分・計６時間）23,540円

アクセス(Access 2007)

（講座日は各自のスケジュールで設定できます）朝日テクネットパソコンスクール　新本　敏行

パソコン入門（Windows10）

ワード入門（Word2013）

(PowerPoint 2007)

パワーポイント初級

エクセル中級（Excel2013）
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電源の入れ方/Windowsの基本操作/装置の働き
スマホと繋ぐ/Wi-Fiを使う/見る・聞く（DVD、CD）

日本語入力/文章入力（変換・訂正）/文書（保存・呼出）
文書作成（入力、書式設定）/表作成（挿入、編集・調整）

写真イラスト・ワードアート・テキストボックス
段落調整（タブ、行間）/袋とじ（プログラム）/ポスタ他

セル（入力・編集）/表作成（文字・計算式、配置、罫線）
関数（SUM、AVERAGE）/棒・円グラフ（挿入、構成要素）

セル書式設定/見出固定/オートフィルタ/並び替え
印刷（改ページ）/フィルタ/関数Ⅰ（IF、SUMIF）

シートの連結（集計、リンク）/条件付き書式
フィルタ（OR・AND）/関数Ⅱ（TEXT、日付、VLOOKUP）

プレースホルダ/写真・インターネット/表の挿入
テキストボックス/グラフ/スライドの印刷

図形/スライド切替効果/アニメーション効果
スライドマスターの役割/スライド（背景・大きさ調整）

写真を簡単・もっときれいに補正
レタッチ効果・合成して作品作り

音楽やタイトルを入れ、臨場感あるビデオ制作
エンドロール効果を加え映画的な雰囲気ビデオ制作

制作の考え方と注意点/静止画（ビデオ・スマホ）
音楽の選曲・音に合わせて写真動画配置

Zoomに参加、ホストになってWeb会議
便利な機能を使いこなそう

データベースファイル・テーブルの作成/宛名ラベル
クエリー・フォーム・レポート・マクロの使い方

図形や曲線を使ったイラストや写真や文字のレイアウト
デザイナーの必須シフトの使い方

オンライン受講も可

オンライン受講も可

オンライン受講も可

オンライン受講も可

オンライン受講も可

オンライン受講も可

オンライン受講も可

オンライン受講も可

オンライン受講も可

オンライン受講も可



【入会】ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●会員制をとっています。初めての方は入会手続きをお願いします。ただし、公開講座など一部、入会の必要がない講座もあります。

●お申し込みは入会申込書に必要事項を記入し、入会金5,500円（税込）を添えて受付窓口でお手続きください。

●会員資格の有効期限は3年間です（ただし、法人会員の場合など例外があります）。以降、会員資格を継続する場合は更新料1,100円（税込）が必要です。

●更新手続きは原則として有効期限の切れる月内にお済ませください。有効期限が切れてから3年以内に更新手続きをされた場合、新しい有効期限は

期限切れの時点から3年後となります。有効期限が切れてから3年を経過した後は新規入会の扱いとなります。

●70歳以上の方、高校生以下の方、障害者の方は入会金無料、大学生は入会金半額です。

手続きの際は必要な書類（年齢を確認できるもの、障害者手帳など）をご提示ください。

●入会金は原則としてお返しできません。

●団体契約や法人契約などによる入会金の割引制度があります。詳細は受付でお尋ねください。

●お支払には現金のほか、JCB、VISA、MASTER、アメリカン・エキスプレス、ダイナースのマークのあるクレジットカードが1回払いでご利用いただけます。

【会員証】ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●会員証はいつもお持ちになって、受講申し込み、会員の特典利用の際などにご提示ください。

●会員証及び受講券は他人に貸したり、譲ったりすることはできません。

●会員証を紛失した場合は受付へお申し出ください。手数料220円（税込）で再発行いたします。

●会員証は全国の朝日カルチャーセンターでお使いになれます。

【講座募集時期】ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●新学期は4月と10月ですが、一部7月及び1月に始まる講座もあります。ほとんどの講座は途中から受講することができます。

【受講申し込み】ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●入会金、受講料のお支払は窓口入金や郵便振込のほか、ホームページからも承ります。

●パンフレットに掲載されている受講料は、教室維持費を含む金額です。

●受講料、教室維持費、教材費などには消費税が含まれています。

●受講料は3カ月一括前納が原則です。講座によっては6カ月分前納の場合もあります。

【受講の取り消し】ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●納入された受講料は原則としてお返しいたしません。ただし、転居や病気などやむを得ない事情でご受講を取りやめる場合はお返しいたします。

その場合、休業日を除く開講日前日までの営業時間内にお申し出ください。受講料から手数料550円（税込）を差し引いた額をお返しいたします。

ただし、催し物・提携講座・現地講座など一部については受講取り消し可能な期日や手数料が異なるものがあります。

●当月分として納入された受講料等を他の月への受講料等へ振り替えることはできません。

●講師や当社において既に注文が完了した教材費等の諸費用については払い戻しができない場合があります。

【講座】ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●講座は定員になり次第、締め切ります。

●開講直前になっても受講者が一定数に達しない場合など、やむを得ず講座を中止することがあります。その場合は納入されている受講料はお返しします。

●講師の急病、事故、交通機関のストライキや天災地変などのため、やむを得ず休講することがあります。その場合補講を検討しますが、補講ができない場合、

休講分の受講料はお返しします。

●講師の病気など諸事情によって、他の講師が代講することがあります。

●休講の場合、交通費などの補償はできません。

【受講に関して】ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●座席は自由制です。

●講師や他の受講者に迷惑をかける行為があると当社が判断した場合、受講をお断りすることや退会していただくことがあります。

●講座の録音・録画・写真撮影はお断りします。

●SNSを含む他の媒体に講義内容を転載すること、また、講座で配布した教材を受講目的以外で使用することは著作権の侵害になりますので、固くお断りします。

●講座の内容と関わりがない限り、教室内で飲食はお断りします。教室内では携帯電話の電源をお切りください。館内は禁煙です。

●貴重品は必ず手元に置いて、盗難には十分お気をつけください。盗難など物的事故については、当社は損害賠償の責任を負いません。

●講座で使用する道具・刃物・薬品などの取り扱いには安全にご留意ください。

●お子様連れの受講はご遠慮ください。

●ペットを連れてのご来場、ご入室はお断りします。

●体調が悪い時は、スポーツ・健康実技講座などへのご参加は慎重にご判断ください。

なお、教室・施設内での身体の事故が発生した場合、当社は応急の措置のみ行い、その後の治療その他の責めは負いません。

●スポーツ・健康実技講座など特定の講座については、医師の診断書・健康診断書などの提出をお願いすることがあります。

●車いすのご利用や介助者を同伴し受講される場合は、事前にご相談ください。

●作品や道具類など私物は毎回お持ち帰りください。絵画や陶芸の制作中の作品に限り、所定の場所に各自で保管してください。

●非常口や避難通路などはあらかじめご確認ください。また、災害発生時には係員の指示に従って行動してください。

●講師や受講者の呼び出しは緊急時を除きお断りいたします。

●講師や受講者の住所や電話番号などは個人情報保護の面からお教えできません。

●教室内での物品販売及び勧誘、金品の徴収は固くお断りします。

●中元・歳暮など講師及び事務局への心遣いは一切無用です。

【見学とトライアル（体験）受講】ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●講座の雰囲気や内容を知っていただくために、見学やトライアルができます。満席講座などの一部の講座を除き、見学は30分無料、トライアルは有料です。

同一講座の見学・トライアルは1回に限らせていただきます。

【会員の特典】ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●全国の朝日カルチャーセンター主催の公開講座・特別講座・旅行（野外講座）・講演会などの受講料は会員価格になります。

▽朝日新聞出版社発行の出版物などは会員割引があります。

▽読売日本交響楽団主催の演奏会のS席・A席が10％割引になります。

▽ダイワロイヤルホテルズの宿泊費20％割引やホテルクラウンパレス小倉の飲食代10％割引のほか、レゾネイトクラブくじゅう、かんぽの宿、

結婚システムマリックスなどの会員割引があります。ご利用の際は会員証をご提示ください。

【個人情報】ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

入会・受講申込時に伺った氏名・住所・電話番号・メールアドレスなどは、講座に関する連絡をはじめ、当社からの各種お知らせ、アンケート類送付のほか、講座企画の参考

のために使用します。提携講座や旅行など他企業・他団体等と協力、提携している講座を受講される場合、当該他企業・団体も講座運営やその他の連絡などに使用します。

また、当社、朝日新聞社および同社グループ企業など「朝日新聞グループ」は、取得した個人情報を共同利用し、商品・サービスなどの配送・提供、各種案内・調査などに使

用します。個人情報は法令および個人情報保護方針に則って安全かつ適切に取り扱います。

【おことわり】新型コロナウイルスの感染拡大や台風・大雨などの天候不順により、講師がカルチャーセンターに来られなくなったり、教室が休業となったりした場合、予定

されていた講座をＺＯＯＭなどのテレビ会議システムを使ったオンライン方式に切り替えることがあります。ご了承ください。

朝日カルチャーセンターは株式会社朝日カルチャーセンターが運営する会員制のカルチャースクールです。
お申し込みの前に必ずこの規約をご確認ください。

【音楽使用料についてのお知らせ】

朝日カルチャーセンターでは２０２１年４月より、音楽を使用する講座につきまして「音楽使用料」を導入させていただくこととしました。これまでは受講料の中から捻出

してまいりましたが、教材費を別途いただいております講座との公平性をかんがみ、楽曲使用講座１回当たり３３円（税込）を該当講座の受講者のみなさまにご負担いた

だき、ＪＡＳＲＡＣに使用料を支払います。音楽文化の普及発展に寄与することは、文化・教養の学びの場を提供する当センターにとっても重要な責務と考えます。何とぞ

ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。



☎092-431-7751

〒８１２－００１１ 福岡市博多区博多駅前２－１－１ 福岡朝日ビル８階

月～土 10:00～18:00電話受付時間

https://www.asahiculture.jp/fukuoka

ゆうちょ銀行： 記号 ０１７１０９ 番号 ４５４７３

福岡銀行：博多駅前支店 普通口座 １６１２５４

入会・受講のお申し込みは ☎ で、または ホームページから

FAX：０９２－４１２－８５７１ E-mail:fk9asacul@asahiculture.com

受講料の振り込みはこちらへ
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