
受講手続きは事前にお済ませください。
当日入金は受講料に２2０円（税込）を
加えた金額で承ります。

朝日カルチャーセンター

電　話
受付時間 10:00～18:00

（日、祝日を除く）

お電話、またはWEBで！受講の
お申し込みは 092-431-7751☎

入会不要の特別講座です

検索朝日カルチャー　福岡https://www.asahiculture.jp/fukuoka

● 入会金：5,500円（税込）。70歳以上と高校生
　 以下、 障害のある方は無料。大学生は半額です。

● 受講料は振込もできます。
　 ゆうちょ銀行： 記号017109 番号45473
　 福 岡 銀 行： 博多駅前支店 普通 161254

● ご希望の方には全講座を掲載したパンフレット
　 を無料でお送りします。

4月 新規スタート！

〒812-0011　福岡市博多区博多駅前2-1-1福岡朝日ビル8階fk9asacul@asahiculture.comFAX E-mail092 - 412-8571

いっしょに学ぶ考古学の基礎

福岡教室 講座案内
SPRING & SUMMERSPRING & SUMMER

夏春 2022.4～2022.9

会員 6ヵ月(6回分)15,840円
1回ずつ受講の場合  会員 3,190円、一般 3,520円

第３土曜 13:30～15:00

4月16日　盲目の注釈家唐汝詢とその唐詩選集　静永 健教授
5月21日　知られざる世界で最初の創作メールヒェン　小黒 康正教授
6月18日　知る人ぞ知る詩人マルスリーヌ・デボルド＝ヴァルモール

髙木 信宏教授
7月16日　室鳩巣『駿台雑話』―江戸時代のロングセラー教養書―

川平 敏文教授
8月20日　歌人・伊勢と『伊勢集』 岡田 貴憲准教授
9月17日　周之標　女性の美と才へのまなざし　岩崎 華奈子助教

本当は教えたくない、知られざる作家・
すぐれた注釈家たち
九州大学文学部提携講座

　今回は九大文学部のドイツ文学・フランス文学・国文学・中国文
学の各講座の教員が、現在研究が進められているホットな話題を提
供したいと思います。いまだ日本語訳がない海外の作家の作品や、
翻字や校訂が行われている最中の日本の古典籍、また、研究者以
外にはあまり知られていないコアなテーマとして、作品の注釈や出
版に携わった人たちに関する研究などをオムニバス形式でご紹介
いたします。実のところ本当はまだ大学の外ではお話ししたくはない
のですが…。（Zoomによる遠隔授業方式となる場合があります。）

会員 6ヵ月(6回分)15,840円
1回ずつ受講の場合  会員 3,190円、一般 3,520円

第1土曜 13:30～15:00

九州「島」めぐり
―豊かな島嶼世界の歴史文化―
九州大学大学院地球社会統合科学府提携講座

　現代社会において、「島」は不便な場所であったり、過疎の対象で
あったりと、負のイメージでとらえられることが多い。しかし、「島」は歴史
的に見ると交易、交流の結節点として全く異なる意味を持つ。とりわ
け九州の玄界灘の島嶼は外国に隣接する地域であり、日本の他地
域の島嶼世界にはない特徴がある。こうした玄界灘地域の島々につ
いて、考古学・歴史学・民俗学・水中考古学などの諸分野から「島」
を考察し、そのポテンシャルについて論じてみたい。(オンラインでも受
講可能です。Zoomによる遠隔授業方式となる講座があります)

　考古学は遺跡を発掘して出てきた資料から考える学問ですが、決し
て一部の専門家の独占物ではなく、いまや住民研究者の参画なしに
は進展しません。そのためには個々の事象の理解だけでなく、考古学
の基本原理・原則を身につける必要があります。考古学がどんな学問
であり何ができるのかを考え、考古学史を概観してなぜ住民研究者の
参画がいま必要なのかを学びます。(オンラインでの受講も可能です）

https://www.asahiculture.jp/fukuoka

お申し込み・お問い合わせは 092-431-7751☎
教室は博多駅前 検索

https://www.asahiculture.jp/fukuoka

朝日カルチャー　福岡

2022年3月末まで

ほかにも講座はたくさん！

今なら入会金 半額!
詳しい講座パンフレット 無料でお送りします

めぶき先生

小笠原流礼法講師

会員 6ヵ月（6回分）19,800円
第3火曜 18:30～20:00
常岡　良子

　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。

小笠原流礼法

九州大学大学院比較社会文化研究院教授

会員 3ヵ月（6回分）15,840円
第2・4火曜 10:30～12:00
伊藤　幸司

　九州・山口地域に関係する中世の古文書や
古記録などのうち、室町・戦国時代のものを中
心に読んでいます。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。

室町・戦国時代の史料
(古文書・古記録)を読み解く

九州大学名誉教授

会員 3ヵ月（3回分）8,580円
第1木曜 14:20～16:00
柴田　篤

　マテオ・リッチ(1552～1610)はフランシスコ・
ザビエルの遺志を継いで、中国において本格的
なカトリック(天主教)布教を行います。中国人との
対話を通して『天主実義』2巻を著します(1603
年刊)。神(天主)とは何か。人間とは何か。その現
代語訳(講師による)を読みながら、東洋と西洋と
の思想的対話について考えていきます。

東洋と西洋との対話
ーマテオ・リッチの『天主実義』を読むー

九州大学名誉教授

会員 3ヵ月（6回分）15,840円
第1・3水曜 14:30～16:00
濱田　耕策

　9世紀の新羅の歴史を学びます。この世紀
は新羅の王統から見ると下代と認識されてきま
した。盛期から混乱に陥る100年余の時代で
す。文献史料と金石文や遺物を通して古代末
期の新羅の歴史と文化を考えます。これまで知
ることが少なかった隣国の歴史と文化を知る
舞台です。

新羅の下代史を学ぶ
～古代日本の隣国の歴史

あなただけの字を書こう
～オリジナル書道入門～

ヴォーカリスト、ピアニスト

会員 3ヵ月（6回分）15,378円
第2・4木曜 15:30～16:45
海江田　千晶

　クラシックに限らず、ジャズ、ロックなどジャンル
を問わず、音楽は大体決まったルールに沿って
作られています。音楽理論はその構造を理論だ
てて説明したものです。ただ知識を詰め込むだけ
ではなく、様々な要素をバランス良く、楽しみなが
ら習得していただけるよう進めていきます。

音楽の基礎講座

折り紙作家　折り紙数理研究者

会員 3ヵ月（3回分）8,910円、一般 11,220円
第3日曜 13:30～15:30
川崎　敏和

　“折り鶴変形理論”で数理学の博士号を取得
した“本物の”折り紙博士による折り紙講座で
す。厳選された三ツ星超上級者用折り紙を講習
します。やや難しめの折り応えを楽しんでください。
①4月17日 桜のリース
②5月15日 ユニットシャクナゲ
③6月19日 アジサイ

三ツ星超上級折り紙講座
by世界初の折り紙博士

福岡県美術協会正会員・理事

会員 3,140円、一般 3,910円
4月30日(土) 13:00～15:00
矢野　萊山

　好きな言葉やお名前など、ご希望の文字を篆
書体で石に彫り、オリジナルの印を作りましょう。
書画作品はもちろん、はがきやご自分の持ち物な
どに押して楽しめます。

自分で彫る!オリジナル印作り

アートスタジオ・アライヴ講師

会員 3,080円、一般 3,850円
3月30日(水) 10:00～12:00
湯浅　亮子

　鉛筆画は鉛筆と消しゴムのみで描く絵画で
す。素材や質感など鉛筆の濃さやちょっとしたテ
クニックでさまざまな表現を楽しむことが出来ま
す。その凄さと面白さを体験してみませんか?初
めての方でも丁寧に指導いたします。

鉛筆画の魅力
～椿を描く～

福岡教育大学名誉教授

（3回分）会員 8,349円、一般 10,659円
4月23日、6月25日、8月27日(土) 13:00～15:00
長野　俊樹

　オーケストラ・コンサートの華―協奏曲。クラ
シックの知識があればあるほど興趣つきないの
ですが、実は入門して間がなくても、「なんかすっ
ごい!」と取りつきやすいのです。ポピュラーな
ジャンル(分野)ですが、少し音楽史の方向から
掘りおこして、聴いてみませんか。

協奏曲はお楽しみ!

元中村学園大学教授

会員 2,860円、一般 3,630円
4月30日(土) 15:00～16:30
飼牛　万里

　紫式部の「源氏物語」を、世界で初めて英語
に翻訳したのは現在の福岡県行橋市出身の末
松謙澄(すえまつ・けんちょう)です。その多岐にわ
たる業績の中、翻訳家としての謙澄に光を当て、
彼の流麗かつ見事な英文を味わいながら、いか
にして「源氏物語」が西洋に紹介されることとなっ
たのか、その一端に触れてみたいと思います。

「源氏物語」を世界初の英訳書で
味わってみよう 

福岡女学院大学名誉教授

会員 2,970円、一般 3,740円
5月30日（月） 10:00～12:00
東　茂美

　詩臣として多くの宮廷詩を詠う道真ですが、かの白
楽天と同じように家庭をもまた詠っています。遠国讃
岐の任地にあって、「子に言ふ」では「男（をのこご）は
愚にして女（むすめ）は醜し、天に稟（う）けたる姿なら
くのみ」と子の出来のわるさをぼやきながらも、「家書
を読みて歎（なげ）かるることあり」では、都にいる子の
ひとりが病気だと聞いて、たいそう心配しています。 

家庭の中の道真
～夫として、父として

九州大学名誉教授

会員 2,970円、一般 3,740円
5月30日（月） 13:30～15:00
関　一敏

　昨年1400年遠忌をむかえた聖徳太子像が大きく揺
れています。その名が日本史の教科書から消えて厩戸
の王に代わり、これまで太子の事績とされてきた十七条
の憲法や遣隋使の派遣の一つ一つが史実のふるいに
かけられつつあります。今わたしたちが知っておくべきこ
とは、超人的な太子像から上手に離れて、一人物にの
み集約されない日本の古代史の力わざの実像です。

聖徳太子
伝説と史実のはざま

水引講師

会員 2,860円、一般 3,630円（材料代1,700円～）
4月2日(土) 15:30～17:30
ヨシダ　シノブ

　水引を使って、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お好きな色を選んで、
コサージュなどのアクセサリーを作ります。

水引アート

(財)杵勝会 師範

会員 2,288円、一般 3,058円
5月30日(月) 13:00～14:00
杵屋　勝千吾

　長唄三味線で「さくらさくら」を弾いてみません
か?初めての方でも、講師がやさしく手ほどきしま
す。年齢は関係ありません。教室の三味線をお
貸しします。お気軽にご参加ください。

基礎からの長唄・三味線
さくらさくら

種麹本舗　椛島商店

会員 2,420円、一般 2,750円（材料費別）
6月5日（日） 11:00～13:30
椛島　雅子

　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。

無添加手作り味噌＆甘酒教室

近代文学研究家

会員 2,750円、一般 3,520円
5月28日（土） 13:30～15:00
井上　洋子

　日本近代文学館に加野宗三郎遺愛の資料が多数
寄贈された中に、与謝野夫妻手書きの『金泥歌経』が
含まれている。加野は博多屈指の造り酒屋「万屋」の
当主で、文化芸術の目利きとして知られた人物。『金泥
歌経』がどのように制作されたかを通して、大正期を迎
えた与謝野夫妻の活動と、それを支えた加野宗三郎が
体現した近代福岡の文化状況に触れていきたい。 

与謝野晶子没後７０年
～寛と晶子を支えた福岡の豪商・加野宗三郎

日本声磨き普及協会代表理事

会員 2,750円、一般 3,520円
4月14日(木) 13:30～15:00
佐藤　恵ほか

　コロナで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
康増進などの副次効果が認められています。

のどを鍛える
「健康声磨き®講座」

福岡女子大学名誉教授

（3回分）会員 8,250円、一般 10,560円
４月28日、６月23日、８月25日（木） 10:30～12:00
今井　明

　４・６月は西行の自歌合『御裳濯河歌合』と『宮
河歌合』を読み解きます。最晩年自歌合を作り、藤
原俊成・定家に託した西行は何を理解してほし
かったのか。８月は『百人一首』の「憂かりける」歌で
有名な源俊頼について話します。俊成・定家が深
く尊敬した源俊頼の和歌について、彼の歌学書
『俊頼髄脳』にも触れながら面白さを味わいます。

西行自歌合・源俊頼と
『俊頼髄脳』を読む

久留米連合文化会会員

会員 2,860円、一般 3,630円（教材費500円）
８月31日（水） 13:00～15:00
西川　扶美

　やさしい色使いの絵に、こころの声を添えた
「心だより」。残暑見舞いがてら、伝えたい一言や
夏の風物詩をはがき絵にして送ってみませんか。
お子さんやお孫さんと一緒に参加するのも夏休
みの思い出になりますよ。

夏の思い出をはがき絵に
～松師古のはがき絵

一級着付け技能士

会員2,640円、一般3,410円
3月26日(土) 15:30～17:30
古屋　美智子

　半幅帯でつくる二種類の角出しを覚えません
か。帯揚げと帯締めを使い、きっちり感も出せる
角出し太鼓。浴衣にも結べる割角出し。帯や着
物の選び方で色っぽくしたり、カジュアルにした
り、バリエーションを楽しめます。お太鼓以外の
帯結びも覚えて、おしゃれの幅を広げましょう。

半幅帯で変わり結び
～割角出しと角出し太鼓

イラストレーター

会員 2,640円、一般 3,410円
３月23日（水） 15:30～17:30
谷口　富

　笑いは長生きのクスリ。手描きの絵に駄洒落
を添えた「ダジャレ絵」を楽しんでみませんか。絵
の上手い下手は関係なし、おやじギャグでもちろ
ん結構。カンタンな絵とことばの合体、そこに
ユーモアや笑いが表現できれば、立派なオリジ
ナル作品です。お仲間とわいわい、愉快なひとと
きを過ごしましょう。

「えとことば」で楽しむダジャレ

ソプラノ

会員 3ヵ月（12回分）26,796円
月曜 15:30～17:00
副島　峰美(そえじま・ふみ)

　憧れのクラシックを楽しく美しく歌う教室です。
ていねいにわかり易くをモットーに進めます。楽
譜の読み方、のどを痛めない歌い方を基礎から
学びましょう。的確なワンポイントレッスンも大好
評です。自分の歌が美しく変わっていくのを楽し
みに歌ってください。

50代からのクラシック
～歌って心と身体をリフレッシュ

九州大学名誉教授

会員 3ヵ月（6回分）15,840円
第2・4木曜 10:30～12:00
神寳　秀夫

　今日のドイツを中核地域とする、中世・近世の
「神聖ローマ帝国」(962-1806年)には、①皇帝
②国王③自律性を強めていく聖俗の領邦君主と
いう3類型の君主がいました。その地位が家系=
血統に由来する君主と彼の側近が、具体的にど
ういう統治活動を行ったのかなどを見ていきます。

中世・近世のドイツ君主権
:皇帝-国王-領邦君主

筆文字アーティスト

会員 3ヵ月（6回分）15,840円
第2・4水曜 15:30～17:30
し乃 春日市奴国の丘歴史資料館名誉館長

第2土曜 13:00～14:30
武末　純一

　筆を使って字を書いてみたいと思うけれど、字
が下手だから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。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、一人ひとりに合わせ
たアドバイスをします。

会員 6ヵ月（6回分）16,500円

名画に学ぶ
「神々と英雄たちの物語」

　ギリシア・ローマの神話世界は、西洋絵画史に多くの素材を提供
してきました。その英雄たちの愛と冒険譚について学び、そこにひそむ
人間像と世界観を考えます。トロイ戦争を舞台にしたアキレウスやオ
デュッセウスたちの戦いと苦難(『イリアス』『オデュッセイア』)、黒海の
金羊毛をもとめてのイアソンや王女メディアらの愛と冒険(『アルゴナ
ウティカ』)、また怪力へラクレスの十二の偉業(『変身物語』)など。

九州大学名誉教授

第2・4火曜 13:30～15:00
関　一敏

会員 3ヵ月（6回分）16,830円

ヴェネツィア－都市と美術

　多くの歴史文化遺産が残る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。先生は教室にはお越しになり
ません。オンラインでも受講可能です。

学習院大学教授

第２水曜 10:30～12:00
京谷　啓徳

会員 3ヵ月（3回分）8,250円

幕末史再発見
ー福岡の視点を交えながらー(6回コース)

　日本近代化のスタートとされる幕末維新。福岡藩では、藩主黒田
長溥が開国を唱え、西洋の科学技術を盛んに研究、導入します。し
かし一方で急進的な尊王攘夷論も盛んでした。その齟齬は、やがて
乙丑の獄と呼ばれる大弾圧に発展して、福岡の近代史に暗い影
を落とす事になります。生き残った「志士」の回顧録や未刊の史料
も使い、福岡の視点も交えながら激動の変革期を辿ります。

萩博物館特別学芸員

第4金曜 13:30～15:00
※8月のみ第3金曜15:30～17:00

一坂　太郎

会員 3ヵ月（3回分）8,250円

言葉の表現力を豊かにする朗読

　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。でも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。それによって身に付いた表現力
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。

元FM福岡アナウンサー

第２・４水曜 19:00～20:30
村元　陽一

会員 3ヵ月（6回分）15,180円

声楽を楽しむ
～日本の歌からドイツ歌曲、オペラ・アリアまで

　クラシックの発声法で、憧れの歌曲やオペラ・アリアを歌って
みませんか。まずは、呼吸法から。美容と健康のためにも、さあ、
一緒に歌いましょう!

声楽家

第1・2・3月曜
渋谷　ちか

18:30～20:00
会員 3ヵ月（9回分）21,087円

てのひら盆栽(3回コース)

　小さな鉢に、あたかも自然の姿を再現するようなてのひら盆栽。
季節感を身近に味わうことが出来ます。初夏から夏にかけて、暑さ
に強く、涼しげなグリーンインテリアとしても楽しめる植物をご用意
して、作り方と育て方、楽しみ方をわかりやすくお伝えします。ますま
すおうち時間を楽しんでください。 

てのひら盆栽教室 櫻苑主宰

第4月曜 13:30～15:00
櫻木　千絵

会員 3ヵ月（3回分）15,840円（教材費込み）

デジカメ写真講座
ビギナークラス

　一眼レフやミラーレスをマスターしながら、風景や花の写真の撮
り方を、楽しく基礎から道具・アプローチ・構図まで学び、他の教
室にはないプリンターの授業も行います。 

日本写真家協会(JPS)会員

第1・3金曜
岩崎　隆

10:00～12:00（※7月は変則）
会員 3ヵ月（6回分）15,840円

白村江の戦いと東アジア

　前期の講座では「中華文明と日本の天皇」と題して日本の天皇
制が中華文明とのかかわりのなかでどのように形成されてきたか
について考えてみました。今期はそこから生まれてきた天皇制が白
村江の戦いとどの様に関わるものであったのかを原典によりなが
ら詳しく考えてみます。

九州大学名誉教授

第1・3火曜
川本　芳昭

10:30～12:00
会員 3ヵ月（6回分）16,500円

ひざ、腰、股関節痛を自分で治す!
『ゆうきケア体操』

　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、自分でできる体操が『ゆうきケア体操』で
す。股関節の痛みや、ひざの痛みを改善し、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。 

ゆうきケア体操インストラクター

第2・4月曜
川原　ふみこ

10:30～12:00
会員 3ヵ月（6回分）15,840円

気学
～自然の法則が示す人生の道しるべ（１年コース）

　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。

気学研究家

第４土曜 10:30～12:00
山下　和賀子

会員 3ヵ月（3回分）8,085円

オンラインでも
受 講 可

オンラインでも
受 講 可

オンラインでも
受 講 可

オンラインでも
受 講 可

オンラインでも
受 講 可

オンラインでも
受 講 可

4月2日　玄界灘の島嶼のポテンシャル
伊藤 幸司(九州大学大学院地球社会統合科学府) 

5月7日　年中行事にみる島のくらし
―志賀島・能古島・玄界島・小呂島を事例として―

河口 綾香(福岡市博物館)
6月4日　宗像・沖ノ島と古墳時代の宗像地域

辻田 淳一郎(九州大学大学院地球社会統合科学府・人文科学府)
7月2日　近世壱岐における地域社会の成熟
 ―捕鯨業と地誌編纂を中心に―

古賀 康士(九州産業大学経済学部)
8月6日　日本古代国家の対外危機と対馬金田城(仮)

堀江 潔(佐世保工業高等専門学校)
9月3日　玄界灘の水中考古学調査事例
 ―相島・玄界島・宗像を中心に―

佐々木 蘭貞(一般社団法人うみの考古学ラボ)



ASAHI CULTURE CENTER FUKUOKA SPRING / SUMMER

◆受講料は「一般」と表記がないものは会員価格です。 ◆全講座が載ったパンフレットを無料でお送りします。お電話かメール、ファクスでご請求ください。 ◆すべての講座が３カ月、６カ月で終了するということではありません。 ◆　　パブリック・ビューイング形式の講座／　  オンラインで視聴可能な講座　　◆期によって講座の回数が異なる場合があります。　　◆別途教材費や交通費がかかるものがあります。PB OL
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山崎教授のツキイチ経済教室 第1水曜10:30～12:00 3ヵ月（3回分） 7,920円

講座名 曜日/時間 受講料 講座名 曜日/時間 受講料 講座名 曜日/時間 受講料 講座名 曜日/時間 受講料 講座名 曜日/時間 受講料

山崎教授の現代を生きる経済思想 第4水曜10:30～12:00 3ヵ月（3回分） 8,250円

楽しい歌舞伎・入門編 第２土曜13:30～15:00 5ヵ月（5回分） 13,750円
時事問題から学ぶ国際関係 第2金曜13:00～15:00 3ヵ月（3回分） 8,250円

教科書で学び直す～
大人のための高校数学

気学～自然の法則が示す
人生の道しるべ（１年コース）

第2土曜10:00～12:00

時事問題から学ぶ地政学入門 第3木曜19:00～20:30 3ヵ月（3回分） 8,250円
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OL

OL

OL

OL
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OL OL

吉田松陰『講孟余話』を読む 第3木曜13:00～15:00

第4土曜10：30～12：00

3ヵ月（3回分） 8,250円

孔子最愛の門人顔淵ー回や
其の楽しみを改めず 3月31日（木）10:00～11:30 2,860円／一般 3,190円

やさしく学ぶ『論語』の教え 第１・３木曜10:00～11:30 3ヵ月（6回分） 15,840円

『歎異抄』に学ぶ
―現代に生きる親鸞のことば

第１・３木曜10:00～12:00 3ヵ月（6回分） 13,860円

東洋と西洋との対話 
― マテオ・リッチの『天主実義』を読む ―

第１木曜14：20～16：00 3ヵ月（3回分） 8,580円

早朝坐禅～自分と向き合う 第2・4月曜7:00～8:10 6ヵ月（12回分） 19,800円

原典で読むカント哲学 第１・３水曜10:30～12:00 3ヵ月(6回分) 16,500円
写経と法話～『般若心経』に学ぶ 第2・4日曜10:00～12:00 3ヵ月(6回分) 14,190円

3ヵ月（6回分） 15,840円
　　  ／一般 19,800円

第３土曜17:00～18:30
バッハ解剖学Ⅰ～
パイプオルガンの
レクチャーコンサート

第1・3月曜15:30～17:00

第1・3金曜13:00～14:30

瞑想しないセッション 4月24日、6月26日、
8月28日（日）14:00～17:00

　　 (3回分) 10,890円

3ヵ月（3回分） 8,085円

第4金曜13:30～15:00

第1・3土曜13:00～14:30

第1・3水曜14:30～16:00

第2・4土曜13:00～14:30

教科書で学び直す～
大人のための高校日本史

教科書で学び直す～
大人のための高校世界史

日本書紀 第1・3・5土曜10:30～12:00 3ヵ月（7回分） 17,710円

倭人伝を読む 第4木曜13:00～15:00 3ヵ月（3回分） 8,250円
いっしょに学ぶ考古学の基礎 第２土曜13:00～14:30 6ヵ月(6回分) 16,500円

白村江の戦いと東アジア 第1・3火曜10:30～12:00 3ヵ月（6回分） 16,500円
古文書から学ぶ郷土の歴史 第1・3火曜10:00～12:00 3ヵ月（6回分） 14,520円

聖徳太子　伝説と史実のはざま 5月30日(月)13:30～15:00 2,970円／一般3,740円

万葉集を学ぶ 第1・3月曜10:00～12:00 3ヵ月（6回分） 16,500円

家庭の中の道真～夫として、父として 5月30日（月）10:00～12:00 2,970円/一般3,740円
万葉集 第1・3金曜10:30～12:00 3ヵ月（6回分） 15,180円

源氏物語 第2・4水曜10:30～12:00 3ヵ月（6回分） 16,500円

『源氏物語』～楽しく学ぶ平安朝文学 第1・3月曜10:30～12:00 3ヵ月（6回分） 15,180円

くずし字で読む『源氏物語』 第2・4火曜13:30～15:00 3ヵ月（6回分） 15,840円
くずし字で読む『とりかへばや物語』 第1・3火曜13:30～15:00 3ヵ月（6回分） 15,840円

シナリオ文芸サロン 第1・3月曜15:00～16:30 3ヵ月（7回分） 20,790円

文章塾 ～創作とエッセイの実践講座 第1・3土曜13:00～15:00 3ヵ月（6回分） 16,500円

初めての方のための漢詩の作り方 第1・3月曜13:00～14:30 3ヵ月（6回分） 13,860円
桜川冴子の短歌教室 ～表現の扉をひらく 第2月曜13:00～15:00 3ヵ月（3回分） 7,590円

現代短歌の実作と鑑賞 第2・4金曜10:00～12:00 3ヵ月（6回分） 13,200円

ほっと！一句！ 第3水曜13:00～15:00 3ヵ月（3回分） 6,930円

たのしく俳句 第2・4月曜13:00～15:00 3ヵ月（6回分） 13,200円

俳句入門 毎週月曜10:00～12:00 3ヵ月（13回分） 27,170円
日曜俳句 第4日曜10:00～12:00 3ヵ月（3回分） 6,930円

朝日句会 （中級） 第2・4水曜13:00～15:00 3ヵ月（6回分） 12,870円

谷川俊太郎の世界 ～現代詩を読む、書く 第1・3月曜13:00～14:30 3ヵ月（6回分） 15,840円

句会俳楽 ～俳句入門 第3日曜13:00～15:00 3ヵ月（3回分） 6,930円

村上春樹とその時代 第1・3土曜15:30～17:00 3ヵ月（6回分） 15,840円

『雨月物語』を読む 第2・4木曜10:00～11:30 3ヵ月（6回分） 15,180円

室町・戦国時代の史料
（古文書・古記録）を読み解く

第2・4火曜10:30～12:00 3ヵ月(6回分) 15,840円

3ヵ月(3回分) 8,250円

3ヵ月(6回分) 15,840円

3ヵ月(6回分) 15,840円

3ヵ月(6回分) 15,840円

幕末史再発見 －福岡の視点を交えながら－

『史記』から読み解く中国古代

新羅の下代史を学ぶ～古代日本の隣国の歴史

マルコ・ポーロが旅したシルクロード

第2・4木曜10:30～12:00 3ヵ月(6回分) 15,840円中世・近世のドイツ君主権
：皇帝－国王－領邦君主

第4土曜13:30～15:00 3ヵ月(3回分) 7,920円九州古仏拝観案内

3ヵ月(6回分) 13,530円

3ヵ月(6回分) 16,500円

音読のイロハ

朗読の世界を歩こう

朗読と私

言葉の表現力を豊かにする朗読

世界のお茶百科～薬用植物を探して～

『東方栄養新書』に学ぶ
やさしい日常薬膳

週末占い 四柱推命
入門基礎編（６回コース）

ワインの楽しみ

アロマティックな暮らしを楽しむ

趣味と実益の園芸講座

てのひら盆栽(３回コース)

四柱推命 実践編（６回コース）

小笠原流礼法

デジカメアートワーク

岩永豊　写真塾

カメラ教室

水彩画（人物・静物）

教室で描く風景画

小さなスケッチの旅

京都・日本画

洋画入門

日曜・人物専科

ミクスドメディア

色鉛筆画～色彩を楽しむ

人物を描く～油絵・水彩

絵画を楽しむ

絵画入門～静物・自由制作

日曜絵画入門

人物デッサン

日曜アート～油絵、アクリル

はがき絵～松師古の心だより

あなたに届けたい★絵手紙

楽しい絵たより

ボタニカルアート（植物画）

スケッチのススメ

原田幹久の書道ゼミ・字源と書

なんでも書道～マジカル講座

書に親しむ

書に親しむ（夜）

日曜ペン習字～ペンや筆ペンで

漢字書道～基本から作品つくりへ

基礎から学ぶ実用の書

自分で彫る！オリジナル印作り

筆ペンによる日常書

実用ペン習字（小石ペン）

かな書道～基本から大字かな創作、
古典文学をかく

季節の和歌をかな文字で書く
（６回コース）

書を愉しむ～実用書から芸術書まで
初等科／普通科／高等科

気軽に一筆

中国水墨画
入門（3ヵ月コース）／中級

「えとことば」で楽しむダジャレ

気軽に始められる鉛筆画

デッサン

フォトショップ実践講座

フォトショップ基礎講座（６ヵ月コース）

デジカメ写真講座
ビギナー・マイピクチャー

たのしい　健康マージャン教室
入門～実践

シニアのための 健康マージャン教室
入門～実践

楽々きもの塾　基礎科／応用科

第1・3火曜13:00～15:00

第2・4水曜14:30～16:00

第1・3月曜10:00～11:30

第2・4木曜15:30～17:00

第2・4木曜10:00～12:00

第2・4金曜18:00～19:30

第2土曜16:00～17:30

第3火曜15:30～17:00

第3火曜18:30～20:00

第2・4火曜15:30～17:30

第2・4火曜13:00～15:00

第1・3金曜19:00～21:00

第1・3・4金曜15:30～17:30

毎週月曜15:30～17:30

毎週火曜16:00～18:00

毎週日曜10:00～12:00

毎週木曜10:00～12:00

毎週木曜13:00～15:00

毎週木曜15:30～17:30

第1・3火曜10:00～12:00

第1・3日曜13:00～16:00

第2・4火曜13:30～15:30

第3・4土曜10:00～12:00

第1・3日曜13:00～15:00

毎週日曜13:30～15:30

毎週金曜15:30～17:00

第1・3金曜19:00～20:30

第2・4水曜10:00～12:00

第2・4金曜18:30～20:30

第2・4日曜13:00～15:00

第1・3土曜13:00～15:00

第2・4月曜12:30～14:30

第2・4火曜10:00～12:00

第1・3金曜18:30～20:30

第2・4月曜10:00～12:00

第2・4水曜13:00～15:00

第2・4金曜10:00～12:00

第１木曜13:00～15:30

第1・3月曜10:00～12:00

3月23日（水）15:30～17:30

奇数月第4木曜10:00～12:30

第３火曜13:00～15:00
第１金曜10:00～12:00

第３土曜17:00～20:00

第1・3月曜15:30～17:30
第2・4月曜18:30～20:30

第1・3金曜13:00～15:00
14:30～16:30

第1・3火曜15:30～17:30
18:30～20:30

毎週水曜13:00～14:30
 14:50～16:20
毎週金曜10:00～11:30

第2・4金曜10:00～12:00

第2・4日曜10:30～12:30

第2・4火曜19:00～20:30

第2・4火曜13:00～15:00

毎週木曜13:00～14:30

毎週水曜12:30～14:00

毎週水曜19:00～20:30

毎週金曜19:15～20:45

第2・4火曜10:45～12:00

第1・3土曜17:30～18:40

第1・3土曜18:45～20:15

第2・4土曜13:00～14:30

第1・3木曜11:10～12:20

第1・3水曜19:00～20:10

第2・4水曜19:00～20:10

第1・3木曜10:00～11:00

第１・３・５土曜15:30～17:00

第1・3金曜19:00～20:30

第1・3金曜15:30～17:00

第2・4月曜13:00～14:30

第2・4日曜13:00～14:30

第1・3木曜15:00～16:30

第2・4日曜10:10～12:00

第2・4木曜18:45～20:00

毎週土曜13:00～15:00

毎週火曜18:00～20:00

第1・3火曜18:30～20:30
第1・3水曜10:00～12:00

第2・4金曜13:30～14:30
第1・3月曜13:00～14:00

第2・4火曜19:00～20:30

第2・3・4月曜10:30～12:00
第2・4木曜15:00～16:30
毎週木曜19:00～20:30

毎週金曜10:30～12:00

毎週土曜10:30～12:00
第1・3土曜10:30～12:00
第2・4土曜10:30～12:00

第1・3水曜18:45～20:00
第2・4土曜15:30～16:45

第２・４金曜
(初級) 12:30～13:45
(中級) 13:50～15:05

第2・4土曜10:00～12:00

第1・3火曜13:00～15:00

第1・3水曜10:00～12:00

第2・4金曜15:30～17:30
第2・4土曜15:30～17:30

教室：第2土曜10:00～12:00
野外：第４土曜（原則）

第1・3金曜
（ビギナー）10:00～12:00
（マイピクチャー）13:00～15:00

第3日曜13:00～15:00

第4月曜13:30～15:00

第2・4金曜15:30～17:00

第2・4土曜13:30～15:30

第2・4水曜19:00～20:30

第2・4土曜16:00～17:30

第2・4月曜15:00～16:30

第2・4金曜10:30～12:00

第1・3火曜13:30～15:00

第2・4水曜10:30～12:00

第2・4木曜14:30～16:00

毎週火曜11:15～12:15

毎週火曜10:00～11:00

毎週木曜18:30～19:30

毎週木曜19:40～20:40

毎週月曜18:15～19:15

毎週月曜19:20～20:30

毎週水曜19:00～20:00

毎週火曜10:30～12:00

第1・3土曜10:30～12:00

第1・3土曜12:30～14:00

第2・4水曜12:10～13:10

第2・4土曜13:30～15:00

毎週金曜10:00～12:00

毎週金曜10:00～12:00

第2・4土曜10:00～12:00

第1・3火曜10:00～12:00

第１火曜12:30～15:30

第１日曜10:00～12:30

第１日曜10:00～12:30

第1・3水曜13:00～15:00

第1・3水曜13:00～16:00

第4金曜13:00～16:00

第２火曜10:00～12:00

第３金曜10:00～12:00

第1・3日曜10:00～12:00

第２木曜13:00～14:00

第２木曜14:15～15:45

第３日曜13:30～15:30

第1・3木曜13:30～15:30

第２日曜10:20～16:20

毎週土曜15:30～18:30

毎週木曜10:00～12:00
第1・3木曜10:00～12:00
第2・4木曜10:00～12:00

第2・4水曜13:00～15:00
 14:00～16:00

第１月曜18:00～21:00
18:30～21:00

第１月曜18:00～21:00
18:30～21:00

第１月曜18:00～21:00
18:30～21:00

第1・2・3木曜12:50～13:50

第2・3・4水曜10:30～12:00

毎週水曜10:30～12:00

3ヵ月（6回分） 15,180円

3ヵ月（6回分） 15,180円

3ヵ月（6回分） 15,180円

3ヵ月（6回分） 15,180円

表千家
普通科（２年コース）
高等科（２年コース）
研究科

裏千家
普通科（１年コース）
高等科（１年コース）
研究科（２年コース）

毎週水曜18:00～20:00
毎週木曜13:00～15:00

18:00～20:00

毎週金曜13:00～15:00
18:00～20:00

第1・3金曜13:30～15:00
18:30～20:00

第1・3土曜16:30～18:30
18:00～20:00

毎週月曜12:45～14:15
14:20～15:50
19:00～20:30

3ヵ月（12回分）
普通科 31,020円
高等科 32,340円
研究科 33,660円

3ヵ月（12回分）
普通科 31,020円
高等科 32,340円
研究科 33,660円

池坊　普通科/高等科/研究科

毎週火曜10:00～13:00

第2・4火曜18:00～20:30

第2・4金曜19:00～20:30

第1・3水曜13:00～14:30

第1・3水曜13:00～15:00

第1・3木曜13:00～14:30

第2・4月曜13:50～15:20

毎週月曜15:30～17:00

第2・4日曜10:00～12:00

第2・4火曜15:30～17:00

第2・4火曜13:30～15:00

第2・4水曜18:30～20:00

第2・4土曜10:30～12:00

第1・3月曜13:00～14:30

第1・3日曜10:30～12:00

第1・3木曜19:00～20:30

毎週木曜10:00～12:00

第1・3金曜13:00～15:00

第1・3水曜13:30～15:00

第1・3土曜10:30～12:00

第2・4木曜13:00～14:10

第2・4水曜13:30～15:00

第2・4水曜15:30～17:00

第1・3日曜10:00～11:30

第1・3日曜11:35～12:35

毎週木曜16:30～18:00
第1・3木曜18:00～20:00

毎週水曜15:30～18:00

第1・3土曜14:50～16:00

毎週金曜13:00～15:00

毎週月曜15:30～17:30

第1・3日曜10:00～11:30

第1・3日曜10:00～11:30

第2・4日曜13:30～15:00

第３金曜

月１回水曜

月1回木曜9:30～12:00

講義：月1回木曜18:30～20:00
実習：月1回日曜 終日

毎週月曜
(初等科)10:00～11:00
(高等科)11:05～12:05

第1・3土曜
(中･高等科)12:40～13:20
(初等科)13:30～14:40

第1・3金曜10:00～12:00

第1・3木曜11:45～13:45
第1・3火曜13:00～15:00

第１・３水曜
(入門)11:35～12:35
(中級)10:00～11:30

第2・4月曜
(入門)11:05～12:05
(初級)12:10～13:10
(中級)10:00～11:00

第2・4水曜10:00～12:00
13:00～15:00

（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ヵ月（12回分）
普通科・高等科40,260円
研究科 42,900円

3ヵ月（6回分） 23,430円

3ヵ月（6回分） 25,740円

3ヵ月（6回分） 15,048円

3ヵ月（3回分） 5,709円

3ヵ月（6回分） 14,718円

3ヵ月（12回分） 26,796円

3ヵ月（6回分） 15,048円

3ヵ月（6回分） 14,388円

3ヵ月（6回分） 13,398円

3ヵ月（6回分） 13,398円

3ヵ月（6回分） 15,378円

3ヵ月（6回分） 14,388円

3ヵ月（6回分） 14,388円

3ヵ月（6回分） 15,048円

3ヵ月（6回分） 15,048円

3ヵ月（12回分） 23,496円

3ヵ月（6回分） 15,048円

3ヵ月（6回分） 15,048円

3ヵ月（6回分） 14,388円

3ヵ月（6回分） 14,718円

3ヵ月（6回分） 14,058円

3ヵ月（6回分） 15,708円

3ヵ月（6回分） 16,038円

3ヵ月（6回分） 16,038円

3ヵ月（6回分） 15,048円

3ヵ月（6回分） 14,388円

3ヵ月（12回分） 32,736円
3ヵ月（6回分） 20,328円

3ヵ月（12回分） 24,816円

入門
6～9月（9回分） 24,057円
中級
3ヵ月（6回分） 16,698円

3ヵ月（13回分）
初等科 28,314円
高等科 29,744円

3ヵ月（12回分）
普通科 24,816円
高等科 26,136円

3ヵ月（6回分）
普通科 16,038円
高等科 17,358円

3ヵ月（13回分） 33,319円

3ヵ月（6回分） 14,718円

3ヵ月（6回分） 14,520円

5ヵ月（5回分） 13,750円

3ヵ月（3回分） 8,910円

4～9月(6回分) 16,500円

3ヵ月（6回分） 18,480円

3ヵ月（6回分）
初級 14,718円
中級 15,378円
上級 16,038円

3ヵ月（6回分）
初等科 14,058円
中等科 15,048円
高等科 16,698円

3ヵ月（6回分）
初等科 14,388円
中等科 15,378円
高等科 16,698円

3ヵ月（6回分） 20,130円

3ヵ月（6回分） 15,180円第1・3水曜10:30～12:00
『奥の細道』
～いよいよ陸奥（みちのく）へ

3ヵ月(6回分) 14,520円第1・3月曜10:00～11:30
佐賀出張講座　日本古典文芸を楽しむ
～『源氏物語』東屋・浮舟の巻

　　 (3回分) 8,250円
　　　／一般 10,560円

2,750円／一般 3,520円

3カ月（3回分） 8,910円
　　　／一般 11,220円

4月28日、6月23日、
8月25日（木）10:30～12:00

西行自歌合・源俊頼と
『俊頼髄脳』を読む

3ヵ月（3回分） 7,920円

3ヵ月（3回分） 8,019円

第1土曜17:10～18:40

第1月曜10:30～12:00

村上春樹のエッセイを読む

2,750円／一般 3,520円5月28日（土）13:30～15:00与謝野晶子没後７０年
～寛と晶子を支えた福岡の豪商・加野宗三郎

3ヵ月(3回分) 8,019円第1水曜13:00～15:00シェイクスピア鑑賞
―劇作品の魅力を探る― 
 

3ヵ月(3回分) 6,930円第1日曜10:00～12:00
はじめての短歌
～たのしく短歌を学びましょう

3ヵ月（12回分） 25,080円

3ヵ月（6回分） 13,200円

毎週金曜13:00～15:00

第1・3金曜13:00～15:00
第2・4金曜13:00～15:00

短歌実作
～折々の心を歌にこめて

フランス文学へのいざない

6ヵ月（6回分） 15,378円

日本史の偉人たち１（戦国時代篇）
～映画と大河ドラマとの比較論 第2・4月曜13:00～15:00 3ヵ月（6回分） 15,378円

PB

それでも気ままに音楽史Ⅶ 第2・4土曜10:00～12:00 3ヵ月（７回分） 18,711円

4月23日、6月25日、8月27日
（土）13:00～15:00

協奏曲はお楽しみ！ 　　 (3回分) 8,349円
　　  ／一般 10,659円

ヴェネツィア－都市と美術 第2水曜10:30～12:00 3ヵ月（3回分） 8,250円

フランス美術 第2金曜13:30～15:00 3ヵ月（3回分） 8,250円

名画に学ぶ「神々と英雄たちの物語」 第2・4火曜13:30～15:00 3ヵ月（6回分） 16,830円

3ヵ月（12回分） 31,680円

3ヵ月（6回分） 13,860円

3ヵ月（6回分） 13,860円

3ヵ月（6回分） 13,860円

3ヵ月（6回分） 13,860円

3ヵ月（6回分） 13,860円

3ヵ月（12回分） 27,720円

3ヵ月（12回分） 27,720円

2ヵ月（8回分） 19,360円

2ヵ月（8回分） 19,360円

3ヵ月（13回分） 30,030円

3ヵ月（13回分） 30,030円

3ヵ月（9回分） 21,780円

3ヵ月（12回分） 27,720円

3ヵ月（11回分） 26,620円

3ヵ月（6回分） 14,520円

3ヵ月（6回分） 14,520円

3ヵ月（9回分） 21,780円

3ヵ月（6回分） 15,840円

3ヵ月（6回分） 13,530円

3ヵ月（12回分） 24,420円

3ヵ月（12回分） 24,420円

3ヵ月（6回分） 20,460円

3ヵ月（6回分） 16,170円

3ヵ月（3回分） 11,880円

3ヵ月（3回分） 8,910円

3ヵ月（3回分） 8,910円

3ヵ月（3回分） 13,365円

3ヵ月（6回分） 16,170円

3ヵ月（3回分） 7,590円

3ヵ月（3回分） 8,580円

3ヵ月（3回分） 6,930円

3ヵ月（3回分） 8,250円

3ヵ月（13回分） 37,180円

3ヵ月（3回分） 14,190円

3ヵ月（6回分） 17,490円

5ヵ月（5回分）
3時間クラス 34,150円
2.5時間クラス 29,925円

5ヵ月（5回分）
3時間クラス 34,150円
2.5時間クラス 29,925円

5ヵ月（5回分）
3時間クラス 36,400円
2.5時間クラス 31,800円

[普通科]
3ヵ月（6回分） 14,850円

[高等科]
3ヵ月（6回分） 16,170円

[研究科]
3ヵ月（6回分） 24,420円

3ヵ月（12回分） 23,760円

3ヵ月（6回分） 12,540円

3ヵ月（6回分） 15,840円

3ヵ月（6回分） 15,180円

3ヵ月（6回分） 15,180円

3ヵ月（6回分） 15,840円

3ヵ月（6回分） 16,170円

3ヵ月（7回分） 19,635円

3ヵ月（6回分） 16,830円

3ヵ月（6回分） 16,830円

3ヵ月（6回分） 16,500円

3ヵ月（6回分） 14,058円

3ヵ月（12回分） 27,456円

3ヵ月（12回分） 28,116円

3ヵ月（12回分） 27,456円

3ヵ月（12回分） 28,116円

3ヵ月（12回分） 28,116円

3ヵ月（6回分） 14,388円

3ヵ月（6回分） 14,388円

3ヵ月（7回分） 16,401円

3ヵ月（7回分） 17,556円

3ヵ月（6回分） 16,368円

3ヵ月（6回分） 14,058円

3ヵ月（6回分） 14,388円

3ヵ月（6回分） 14,388円

3ヵ月（6回分） 14,058円

3ヵ月（7回分） 17,325円

3ヵ月（6回分） 14,850円

3ヵ月（6回分） 13,860円

3ヵ月（6回分） 12,738円

3ヵ月（12回分） 23,496円

3ヵ月（6回分） 12,870円

3ヵ月（6回分） 13,530円

3ヵ月（10回分） 23,100円
3ヵ月（6回分） 13,860円
3ヵ月（12回分） 27,720円

3ヵ月（6回分） 13,860円

3ヵ月（6回分） 15,378円

3ヵ月（13回分） 26,169円

3ヵ月（12回分） 24,156円

3ヵ月（6回分） 14,520円

3ヵ月（6回分） 14,058円

3ヵ月（6回分） 16,500円

3ヵ月（12回分） 23,496円

3ヵ月（6回分） 14,058円

3ヵ月（12回分） 25,080円
※中伝クラス 22,440円

3ヵ月（6回分）
(初級) 14,388円
(中級) 15,048円

3ヵ月（6回分） 16,170円

3ヵ月（6回分）
普通科・高等科 20,130円
研究科 21,450円

3ヵ月（6回分）
はじめて 20,460円
高等科 20,460円
研究科 21,450円

3ヵ月（6回分） 15,180円

3ヵ月（13回分） 31,460円

6ヵ月（3回分） 8,250円

3ヵ月（6回分） 15,840円

3ヵ月（6回分） 12,210円

3ヵ月（6回分） 14,520円

3ヵ月（6回分） 15,180円

3ヵ月（6回分） 12,210円

3ヵ月（6回分） 12,540円

3ヵ月（6回分） 13,200円

3ヵ月（6回分） 16,500円

3ヵ月（7回分） 15,400円

3ヵ月（6回分） 15,180円

3,140円／一般 3,910円

　　（6回分） 13,860円
　　  ／一般 15,840円

3ヵ月（6回分） 14,520円

3ヵ月（6回分） 14,520円

3ヵ月（6回分） 17,820円

3ヵ月（3回分） 12,375円

3ヵ月（12回分） 33,660円

3ヵ月（12回分） 34,320円

3ヵ月（6回分） 15,840円

3ヵ月（7回分） 16,940円

3ヵ月（12回分） 34,320円

3ヵ月（12回分） 31,680円

3ヵ月（12回分） 31,020円

3ヵ月（6回分） 14,520円

3ヵ月（6回分） 19,800円

3ヵ月（12回分） 34,320円

3ヵ月（6回分） 16,500円

3ヵ月（3回分） 8,250円

3ヵ月（6回分） 17,160円

3ヵ月（3回分） 10,560円

3ヵ月（6回分） 13,530円

かんたん似顔絵～写真をもとにして 6月6日(月)10:00～12:00 2,420円／一般 2,750円

カンタン切り絵 5月30日(月)10:00～12:00 2,750円／一般 3,520円

3ヵ月（6回分） 15,180円

入門：
3ヵ月（6回分） 14,850円
中級：
3ヵ月（6回分） 15,840円

3ヵ月（12回分）
初等科 23,760円
普通科 25,080円
高等科 26,400円

3ヵ月（3回分） 7,920円

3ヵ月（3回分） 10,560円

3ヵ月（3回分） 9,570円

3ヵ月（6回分） 16,500円

3ヵ月（3回分） 15,840円

3ヵ月（6回分） 15,180円

夜の占い 簡単手相講座(5回コース) 第4金曜19:40～21:10 　　  (5回分) 14,850円

6ヵ月（6回分） 19,800円

3ヵ月（6回分） 15,840円

　　 (1回分) 2,090円
　　  ／一般   2,860円

3ヵ月（6回分） 16,500円

3ヵ月（6回分） 16,500円

3ヵ月（6回分） 16,170円

3ヵ月（6回分） 16,500円

3ヵ月（6回分） 16,500円

「フォトショップ」をはじめてみよう 3月22日(火)11:00～12:00

3ヵ月（6回分） 13,860円

初めてのスマートフォン教室 3月30日(水)、5月30日(月)
13:00～14:30

3ヵ月（9回分） 20,790円

基礎科
3ヵ月（6回分） 13,860円
応用科
3ヵ月（6回分） 15,840円

3ヵ月（6回分） 15,180円

英語の感性・表現力を磨こう

通訳翻訳基礎

50代からの『体当たり英会話』

知ってる単語で『出直し英会話』

誰でも楽しく「旅行英会話」

シニア英会話 入門～初級

『今から始める英会話』 初級

ウォーレンさんの英会話Ⅰ入門～初級

ウォーレンさんの英会話Ⅱ中級 

はじめてのドイツ語

ドイツ語　中級・上級

はじめてのスペイン語 入門～初級

基礎から韓国語　初級Ⅲ

楽しい韓国語　初級Ⅱ

レベルアップ韓国語　中級

韓国語クリニック
～実用韓国語　文法編

3ヵ月（6回分） 15,840円
　　  ／一般 19,800円第2・4水曜12:10～13:10

韓国語クリニック
～ハングル文字編

実践中国語

つるさんのあみもの教室

戸塚刺しゅう～フランスししゅう

山口怜子のパッチワーク

やさしい押し花

やさしいグラスアート

上賀茂流　真多呂木目込人形

チロリアン・スパイス・ブーケ

日曜・陶芸

緒方文香の柳川伝承さげもん

第3水曜12:45～15:45 3ヵ月（3回分） 9,240円シャドーボックス

消しゴムはんこ

壊れた器が蘇る「金継ぎ」

金継ぎ講師養成コース「初級編」

日本の伝統「蒔絵と螺鈿」

能面打ち

仏像彫刻

木の彫刻

6月30日（木）13:30～15:30 4,070円／一般 4,400円

2,860円／一般 3,630円
材料費 1,700円～

木製スマホスタンドを作ろう

4月2日（土）15:30～17:30水引アート

2,970円／一般 3,740円
材料費別

5月29日(日)13:30～16:00真珠の専門家とつくる
パールネックレス

折り紙博士による「折り紙入門」

折り紙博士による
「上級者のための折り紙」

三ツ星超上級折り紙講座
by世界初の折り紙博士

羊毛フェルトで愛犬・愛猫を作ろう！

初めての戸塚刺しゅう
３カ月入門コース

キャシーズファミリー
ハワイアンキルトスクール

手編み

천천히　できる韓国語　入門

英語とフランス語で学ぶ
「フランス語」　中級

４月30日（土）15:00～16:30 2,860円／一般 3,630円
「源氏物語」を世界初の英訳書で
味わってみよう

アイアンさんの英会話Ⅰ入門～初級

アイアンさんの英会話Ⅱ初中級

はじめての茶の湯（表千家）

はじめての茶の湯（裏千家）

テーブルでお抹茶を

勤め帰りの煎茶入門

煎茶・売茶流

香道・翠風流

楽しく、健康に！「ラテンダンス」

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

タップダンス 経験者クラス

華麗にフラメンコ

やさしい体幹力アップストレッチ

正しい体幹力アップストレッチ

ストレッチ＆バーレッスン

はじめてのバーレッスン

お勤め帰りのピラティス入門

シニアのためのピラティス入門

楽しく学ぶホーム・ヨーガ

60歳からでもはじめられる 気功

気功スタンダード

自彊術（じきょうじゅつ）

日曜・自彊術

健康合気道教室

楊名時気功太極拳

太極鞭杆（ベンガン）

楽しく太極拳

太極拳好（ハオ）土曜クラス

第2・4月曜10:30～12:00 3ヵ月（6回分） 15,840円ゆうきケア体操

4月14日(木)
13:30～15:00

のどを鍛える「健康声磨き®講座」

太極拳（火曜クラス）

スポーツウエルネス吹矢

腰掛タップダンス®

スポーツ整体
骨盤整体とヨーガエクササイズ

第１土曜10:30～12:00 3ヵ月（3回分） 8,250円関節トレーニング
～自宅で簡単セルフトレーニング

ピラティス＆ヤムナ®

石橋健太のレベルアップ社交ダンス

テーブルとイスの立礼式を中心に
煎茶・藤蔭流

石田絵理子監修
こどものクラシックバレエ

石田絵理子監修
大人のクラシックバレエ～月曜クラス

石田絵理子監修
大人のクラシックバレエ～金曜クラス

ハワイアン・ダンス（フラ）
水曜クラス　土曜クラス

ハワイアン・ダンス（フラ）
～シニアクラス

タップダンスを始めよう！
入門６ヵ月コース

ハワイアン・ダンス（フラ）
金曜（初級）クラス
金曜（中級）クラス

誰にでも楽しめるお茶を

茶花

OL

OL

かな書道～初歩から創作まで 第1・3月曜13:00～15:00

第1・3月曜13:00～15:00

第2・4水曜18:30～20:00
第2・4木曜18:30～20:00

第2日曜13:30～15:00
第4木曜13:00～14:30

第1・3木曜15:30～17:00
第1・3火曜13:30～15:00

第1・3土曜10:00～12:00

第2・4火曜19:00～21:00

4月30日（土）13:00～15:00

3ヵ月（6回分） 16,500円

はじめての「いけばな」
池坊　高等科/研究科（夜クラス）

夜の新池坊

新池坊　基礎科

新池坊　立華コース

Sing♪Sing♪朝日

ボイス・トレーニング

楽しく歌うためのボイストレーニング

50代からのクラシック

日曜・歌のサロン

クラシックを歌う

夕べのクラシック歌曲

ジャズヴォーカル　ベーシッククラス

歌のレッスン　クラシック入門

目標達成のヴォーカルレッスン

第2・4木曜15:30～16:45 3ヵ月（6回分） 15,378円音楽の基礎講座

ゴスペルを歌ってリフレッシュ♪

ポップスを歌ってリフレッシュ♪

たのしむ女声コーラス

第1・2・3月曜18:30～20:00 3ヵ月（9回分） 21,087円声楽を楽しむ

シャンソン

歌の翼にあなたをのせて

カラオケ演歌

楽しい大人のハーモニカ

はじめてみよう！ウクレレ
～初心者・6ヵ月コース

1からはじめる大人のケンハモ

フルートをはじめてみよう

はじめてのオカリナ

二胡を奏でる
入門／中級

筝曲　箏（こと）

謡曲　観世流

日本舞踊・藤間流
普通科/高等科

日本舞踊（花柳流）
①こども日本舞踊（４歳～中学生）

日本舞踊（花柳流）
②普通科/高等科

日舞を楽しむ（若柳流）

らくらく落語

野外の自然観察

やさしい樹木学入門

四季の花めぐり

日曜・登山教室

実習：7月10日、8月28日
 9月18日（日）

3ヵ月（3回分） 13,530円日曜・登山教室
～夏の3ヵ月コース

基礎からの長唄・三味線
初等科/高等科

江戸小唄
初等科/中等科/高等科

小唄三味線（ツマ弾き教室）
初等科/中等科/高等科

大正琴（琴城流）
初級／中級／上級

ウクレレを弾こう！（経験者クラス）

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

目指せ100歳！
元気になれるボイストレーニング

芸
術
と
文
化

芸
術
と
文
化

朗
読

く
ら
し
・
食
・
ホ
ビ
ー

美
術

書
道

自
然・ア
ウ
ト
ド
ア

書
道

い
け
ば
な

音
楽
・
伝
統
芸
能

茶
道
・
香
道

ダ
ン
ス

健
康
に
生
き
る

外
国
語

手
芸
・
工
芸

2,640円／一般 3,410円

山崎教授とThe Economist誌を
英語で読む！

毎週水曜18:00～19:30

1,210円／一般 1,980円

3ヵ月（12回分） 31,680円

3ヵ月（3回分） 7,920円

3ヵ月(3回分) 7,920円植物の民俗学 その3 第2木曜10:30～12:00
第2木曜10:30～12:00 3ヵ月(3回分) 7,920円柳田國男の民俗学 ～「山人論」 その3

あなただけの字を書こう 3ヵ月（6回分） 15,840円第2・4水曜15:30～17:30

第1・3月曜17:45～19:00
第1・3金曜17:45～19:00 3ヵ月(6回分) 13,398円



受講手続きは事前にお済ませください。
当日入金は受講料に２2０円（税込）を
加えた金額で承ります。

朝日カルチャーセンター

電　話
受付時間 10:00～18:00

（日、祝日を除く）

お電話、またはWEBで！受講の
お申し込みは 092-431-7751☎

入会不要の特別講座です

検索朝日カルチャー　福岡https://www.asahiculture.jp/fukuoka

● 入会金：5,500円（税込）。70歳以上と高校生
　 以下、 障害のある方は無料。大学生は半額です。

● 受講料は振込もできます。
　 ゆうちょ銀行： 記号017109 番号45473
　 福 岡 銀 行： 博多駅前支店 普通 161254

● ご希望の方には全講座を掲載したパンフレット
　 を無料でお送りします。

4月 新規スタート！

〒812-0011　福岡市博多区博多駅前2-1-1福岡朝日ビル8階fk9asacul@asahiculture.comFAX E-mail092 - 412-8571

いっしょに学ぶ考古学の基礎

福岡教室 講座案内
SPRING & SUMMERSPRING & SUMMER

夏春 2022.4～2022.9

会員 6ヵ月(6回分)15,840円
1回ずつ受講の場合  会員 3,190円、一般 3,520円

第３土曜 13:30～15:00

4月16日　盲目の注釈家唐汝詢とその唐詩選集　静永 健教授
5月21日　知られざる世界で最初の創作メールヒェン　小黒 康正教授
6月18日　知る人ぞ知る詩人マルスリーヌ・デボルド＝ヴァルモール

髙木 信宏教授
7月16日　室鳩巣『駿台雑話』―江戸時代のロングセラー教養書―

川平 敏文教授
8月20日　歌人・伊勢と『伊勢集』 岡田 貴憲准教授
9月17日　周之標　女性の美と才へのまなざし　岩崎 華奈子助教

本当は教えたくない、知られざる作家・
すぐれた注釈家たち
九州大学文学部提携講座

　今回は九大文学部のドイツ文学・フランス文学・国文学・中国文
学の各講座の教員が、現在研究が進められているホットな話題を提
供したいと思います。いまだ日本語訳がない海外の作家の作品や、
翻字や校訂が行われている最中の日本の古典籍、また、研究者以
外にはあまり知られていないコアなテーマとして、作品の注釈や出
版に携わった人たちに関する研究などをオムニバス形式でご紹介
いたします。実のところ本当はまだ大学の外ではお話ししたくはない
のですが…。（Zoomによる遠隔授業方式となる場合があります。）

会員 6ヵ月(6回分)15,840円
1回ずつ受講の場合  会員 3,190円、一般 3,520円

第1土曜 13:30～15:00

九州「島」めぐり
―豊かな島嶼世界の歴史文化―
九州大学大学院地球社会統合科学府提携講座

　現代社会において、「島」は不便な場所であったり、過疎の対象で
あったりと、負のイメージでとらえられることが多い。しかし、「島」は歴史
的に見ると交易、交流の結節点として全く異なる意味を持つ。とりわ
け九州の玄界灘の島嶼は外国に隣接する地域であり、日本の他地
域の島嶼世界にはない特徴がある。こうした玄界灘地域の島々につ
いて、考古学・歴史学・民俗学・水中考古学などの諸分野から「島」
を考察し、そのポテンシャルについて論じてみたい。(オンラインでも受
講可能です。Zoomによる遠隔授業方式となる講座があります)

　考古学は遺跡を発掘して出てきた資料から考える学問ですが、決し
て一部の専門家の独占物ではなく、いまや住民研究者の参画なしに
は進展しません。そのためには個々の事象の理解だけでなく、考古学
の基本原理・原則を身につける必要があります。考古学がどんな学問
であり何ができるのかを考え、考古学史を概観してなぜ住民研究者の
参画がいま必要なのかを学びます。(オンラインでの受講も可能です）

https://www.asahiculture.jp/fukuoka

お申し込み・お問い合わせは 092-431-7751☎
教室は博多駅前 検索

https://www.asahiculture.jp/fukuoka

朝日カルチャー　福岡

2022年3月末まで

ほかにも講座はたくさん！

今なら入会金 半額!
詳しい講座パンフレット 無料でお送りします

めぶき先生

小笠原流礼法講師

会員 6ヵ月（6回分）19,800円
第3火曜 18:30～20:00
常岡　良子

　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。

小笠原流礼法

九州大学大学院比較社会文化研究院教授

会員 3ヵ月（6回分）15,840円
第2・4火曜 10:30～12:00
伊藤　幸司

　九州・山口地域に関係する中世の古文書や
古記録などのうち、室町・戦国時代のものを中
心に読んでいます。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。

室町・戦国時代の史料
(古文書・古記録)を読み解く

九州大学名誉教授

会員 3ヵ月（3回分）8,580円
第1木曜 14:20～16:00
柴田　篤

　マテオ・リッチ(1552～1610)はフランシスコ・
ザビエルの遺志を継いで、中国において本格的
なカトリック(天主教)布教を行います。中国人との
対話を通して『天主実義』2巻を著します(1603
年刊)。神(天主)とは何か。人間とは何か。その現
代語訳(講師による)を読みながら、東洋と西洋と
の思想的対話について考えていきます。

東洋と西洋との対話
ーマテオ・リッチの『天主実義』を読むー

九州大学名誉教授

会員 3ヵ月（6回分）15,840円
第1・3水曜 14:30～16:00
濱田　耕策

　9世紀の新羅の歴史を学びます。この世紀
は新羅の王統から見ると下代と認識されてきま
した。盛期から混乱に陥る100年余の時代で
す。文献史料と金石文や遺物を通して古代末
期の新羅の歴史と文化を考えます。これまで知
ることが少なかった隣国の歴史と文化を知る
舞台です。

新羅の下代史を学ぶ
～古代日本の隣国の歴史

あなただけの字を書こう
～オリジナル書道入門～

ヴォーカリスト、ピアニスト

会員 3ヵ月（6回分）15,378円
第2・4木曜 15:30～16:45
海江田　千晶

　クラシックに限らず、ジャズ、ロックなどジャンル
を問わず、音楽は大体決まったルールに沿って
作られています。音楽理論はその構造を理論だ
てて説明したものです。ただ知識を詰め込むだけ
ではなく、様々な要素をバランス良く、楽しみなが
ら習得していただけるよう進めていきます。

音楽の基礎講座

折り紙作家　折り紙数理研究者

会員 3ヵ月（3回分）8,910円、一般 11,220円
第3日曜 13:30～15:30
川崎　敏和

　“折り鶴変形理論”で数理学の博士号を取得
した“本物の”折り紙博士による折り紙講座で
す。厳選された三ツ星超上級者用折り紙を講習
します。やや難しめの折り応えを楽しんでください。
①4月17日 桜のリース
②5月15日 ユニットシャクナゲ
③6月19日 アジサイ

三ツ星超上級折り紙講座
by世界初の折り紙博士

福岡県美術協会正会員・理事

会員 3,140円、一般 3,910円
4月30日(土) 13:00～15:00
矢野　萊山

　好きな言葉やお名前など、ご希望の文字を篆
書体で石に彫り、オリジナルの印を作りましょう。
書画作品はもちろん、はがきやご自分の持ち物な
どに押して楽しめます。

自分で彫る!オリジナル印作り

アートスタジオ・アライヴ講師

会員 3,080円、一般 3,850円
3月30日(水) 10:00～12:00
湯浅　亮子

　鉛筆画は鉛筆と消しゴムのみで描く絵画で
す。素材や質感など鉛筆の濃さやちょっとしたテ
クニックでさまざまな表現を楽しむことが出来ま
す。その凄さと面白さを体験してみませんか?初
めての方でも丁寧に指導いたします。

鉛筆画の魅力
～椿を描く～

福岡教育大学名誉教授

（3回分）会員 8,349円、一般 10,659円
4月23日、6月25日、8月27日(土) 13:00～15:00
長野　俊樹

　オーケストラ・コンサートの華―協奏曲。クラ
シックの知識があればあるほど興趣つきないの
ですが、実は入門して間がなくても、「なんかすっ
ごい!」と取りつきやすいのです。ポピュラーな
ジャンル(分野)ですが、少し音楽史の方向から
掘りおこして、聴いてみませんか。

協奏曲はお楽しみ!

元中村学園大学教授

会員 2,860円、一般 3,630円
4月30日(土) 15:00～16:30
飼牛　万里

　紫式部の「源氏物語」を、世界で初めて英語
に翻訳したのは現在の福岡県行橋市出身の末
松謙澄(すえまつ・けんちょう)です。その多岐にわ
たる業績の中、翻訳家としての謙澄に光を当て、
彼の流麗かつ見事な英文を味わいながら、いか
にして「源氏物語」が西洋に紹介されることとなっ
たのか、その一端に触れてみたいと思います。

「源氏物語」を世界初の英訳書で
味わってみよう 

福岡女学院大学名誉教授

会員 2,970円、一般 3,740円
5月30日（月） 10:00～12:00
東　茂美

　詩臣として多くの宮廷詩を詠う道真ですが、かの白
楽天と同じように家庭をもまた詠っています。遠国讃
岐の任地にあって、「子に言ふ」では「男（をのこご）は
愚にして女（むすめ）は醜し、天に稟（う）けたる姿なら
くのみ」と子の出来のわるさをぼやきながらも、「家書
を読みて歎（なげ）かるることあり」では、都にいる子の
ひとりが病気だと聞いて、たいそう心配しています。 

家庭の中の道真
～夫として、父として

九州大学名誉教授

会員 2,970円、一般 3,740円
5月30日（月） 13:30～15:00
関　一敏

　昨年1400年遠忌をむかえた聖徳太子像が大きく揺
れています。その名が日本史の教科書から消えて厩戸
の王に代わり、これまで太子の事績とされてきた十七条
の憲法や遣隋使の派遣の一つ一つが史実のふるいに
かけられつつあります。今わたしたちが知っておくべきこ
とは、超人的な太子像から上手に離れて、一人物にの
み集約されない日本の古代史の力わざの実像です。

聖徳太子
伝説と史実のはざま

水引講師

会員 2,860円、一般 3,630円（材料代1,700円～）
4月2日(土) 15:30～17:30
ヨシダ　シノブ

　水引を使って、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お好きな色を選んで、
コサージュなどのアクセサリーを作ります。

水引アート

(財)杵勝会 師範

会員 2,288円、一般 3,058円
5月30日(月) 13:00～14:00
杵屋　勝千吾

　長唄三味線で「さくらさくら」を弾いてみません
か?初めての方でも、講師がやさしく手ほどきしま
す。年齢は関係ありません。教室の三味線をお
貸しします。お気軽にご参加ください。

基礎からの長唄・三味線
さくらさくら

種麹本舗　椛島商店

会員 2,420円、一般 2,750円（材料費別）
6月5日（日） 11:00～13:30
椛島　雅子

　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。

無添加手作り味噌＆甘酒教室

近代文学研究家

会員 2,750円、一般 3,520円
5月28日（土） 13:30～15:00
井上　洋子

　日本近代文学館に加野宗三郎遺愛の資料が多数
寄贈された中に、与謝野夫妻手書きの『金泥歌経』が
含まれている。加野は博多屈指の造り酒屋「万屋」の
当主で、文化芸術の目利きとして知られた人物。『金泥
歌経』がどのように制作されたかを通して、大正期を迎
えた与謝野夫妻の活動と、それを支えた加野宗三郎が
体現した近代福岡の文化状況に触れていきたい。 

与謝野晶子没後７０年
～寛と晶子を支えた福岡の豪商・加野宗三郎

日本声磨き普及協会代表理事

会員 2,750円、一般 3,520円
4月14日(木) 13:30～15:00
佐藤　恵ほか

　コロナで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
康増進などの副次効果が認められています。

のどを鍛える
「健康声磨き®講座」

福岡女子大学名誉教授

（3回分）会員 8,250円、一般 10,560円
４月28日、６月23日、８月25日（木） 10:30～12:00
今井　明

　４・６月は西行の自歌合『御裳濯河歌合』と『宮
河歌合』を読み解きます。最晩年自歌合を作り、藤
原俊成・定家に託した西行は何を理解してほし
かったのか。８月は『百人一首』の「憂かりける」歌で
有名な源俊頼について話します。俊成・定家が深
く尊敬した源俊頼の和歌について、彼の歌学書
『俊頼髄脳』にも触れながら面白さを味わいます。

西行自歌合・源俊頼と
『俊頼髄脳』を読む

久留米連合文化会会員

会員 2,860円、一般 3,630円（教材費500円）
８月31日（水） 13:00～15:00
西川　扶美

　やさしい色使いの絵に、こころの声を添えた
「心だより」。残暑見舞いがてら、伝えたい一言や
夏の風物詩をはがき絵にして送ってみませんか。
お子さんやお孫さんと一緒に参加するのも夏休
みの思い出になりますよ。

夏の思い出をはがき絵に
～松師古のはがき絵

一級着付け技能士

会員2,640円、一般3,410円
3月26日(土) 15:30～17:30
古屋　美智子

　半幅帯でつくる二種類の角出しを覚えません
か。帯揚げと帯締めを使い、きっちり感も出せる
角出し太鼓。浴衣にも結べる割角出し。帯や着
物の選び方で色っぽくしたり、カジュアルにした
り、バリエーションを楽しめます。お太鼓以外の
帯結びも覚えて、おしゃれの幅を広げましょう。

半幅帯で変わり結び
～割角出しと角出し太鼓

イラストレーター

会員 2,640円、一般 3,410円
３月23日（水） 15:30～17:30
谷口　富

　笑いは長生きのクスリ。手描きの絵に駄洒落
を添えた「ダジャレ絵」を楽しんでみませんか。絵
の上手い下手は関係なし、おやじギャグでもちろ
ん結構。カンタンな絵とことばの合体、そこに
ユーモアや笑いが表現できれば、立派なオリジ
ナル作品です。お仲間とわいわい、愉快なひとと
きを過ごしましょう。

「えとことば」で楽しむダジャレ

ソプラノ

会員 3ヵ月（12回分）26,796円
月曜 15:30～17:00
副島　峰美(そえじま・ふみ)

　憧れのクラシックを楽しく美しく歌う教室です。
ていねいにわかり易くをモットーに進めます。楽
譜の読み方、のどを痛めない歌い方を基礎から
学びましょう。的確なワンポイントレッスンも大好
評です。自分の歌が美しく変わっていくのを楽し
みに歌ってください。

50代からのクラシック
～歌って心と身体をリフレッシュ

九州大学名誉教授

会員 3ヵ月（6回分）15,840円
第2・4木曜 10:30～12:00
神寳　秀夫

　今日のドイツを中核地域とする、中世・近世の
「神聖ローマ帝国」(962-1806年)には、①皇帝
②国王③自律性を強めていく聖俗の領邦君主と
いう3類型の君主がいました。その地位が家系=
血統に由来する君主と彼の側近が、具体的にど
ういう統治活動を行ったのかなどを見ていきます。

中世・近世のドイツ君主権
:皇帝-国王-領邦君主

筆文字アーティスト

会員 3ヵ月（6回分）15,840円
第2・4水曜 15:30～17:30
し乃 春日市奴国の丘歴史資料館名誉館長

第2土曜 13:00～14:30
武末　純一

　筆を使って字を書いてみたいと思うけれど、字
が下手だから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。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、一人ひとりに合わせ
たアドバイスをします。

会員 6ヵ月（6回分）16,500円

名画に学ぶ
「神々と英雄たちの物語」

　ギリシア・ローマの神話世界は、西洋絵画史に多くの素材を提供
してきました。その英雄たちの愛と冒険譚について学び、そこにひそむ
人間像と世界観を考えます。トロイ戦争を舞台にしたアキレウスやオ
デュッセウスたちの戦いと苦難(『イリアス』『オデュッセイア』)、黒海の
金羊毛をもとめてのイアソンや王女メディアらの愛と冒険(『アルゴナ
ウティカ』)、また怪力へラクレスの十二の偉業(『変身物語』)など。

九州大学名誉教授

第2・4火曜 13:30～15:00
関　一敏

会員 3ヵ月（6回分）16,830円

ヴェネツィア－都市と美術

　多くの歴史文化遺産が残る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。先生は教室にはお越しになり
ません。オンラインでも受講可能です。

学習院大学教授

第２水曜 10:30～12:00
京谷　啓徳

会員 3ヵ月（3回分）8,250円

幕末史再発見
ー福岡の視点を交えながらー(6回コース)

　日本近代化のスタートとされる幕末維新。福岡藩では、藩主黒田
長溥が開国を唱え、西洋の科学技術を盛んに研究、導入します。し
かし一方で急進的な尊王攘夷論も盛んでした。その齟齬は、やがて
乙丑の獄と呼ばれる大弾圧に発展して、福岡の近代史に暗い影
を落とす事になります。生き残った「志士」の回顧録や未刊の史料
も使い、福岡の視点も交えながら激動の変革期を辿ります。

萩博物館特別学芸員

第4金曜 13:30～15:00
※8月のみ第3金曜15:30～17:00

一坂　太郎

会員 3ヵ月（3回分）8,250円

言葉の表現力を豊かにする朗読

　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。でも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。それによって身に付いた表現力
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。

元FM福岡アナウンサー

第２・４水曜 19:00～20:30
村元　陽一

会員 3ヵ月（6回分）15,180円

声楽を楽しむ
～日本の歌からドイツ歌曲、オペラ・アリアまで

　クラシックの発声法で、憧れの歌曲やオペラ・アリアを歌って
みませんか。まずは、呼吸法から。美容と健康のためにも、さあ、
一緒に歌いましょう!

声楽家

第1・2・3月曜
渋谷　ちか

18:30～20:00
会員 3ヵ月（9回分）21,087円

てのひら盆栽(3回コース)

　小さな鉢に、あたかも自然の姿を再現するようなてのひら盆栽。
季節感を身近に味わうことが出来ます。初夏から夏にかけて、暑さ
に強く、涼しげなグリーンインテリアとしても楽しめる植物をご用意
して、作り方と育て方、楽しみ方をわかりやすくお伝えします。ますま
すおうち時間を楽しんでください。 

てのひら盆栽教室 櫻苑主宰

第4月曜 13:30～15:00
櫻木　千絵

会員 3ヵ月（3回分）15,840円（教材費込み）

デジカメ写真講座
ビギナークラス

　一眼レフやミラーレスをマスターしながら、風景や花の写真の撮
り方を、楽しく基礎から道具・アプローチ・構図まで学び、他の教
室にはないプリンターの授業も行います。 

日本写真家協会(JPS)会員

第1・3金曜
岩崎　隆

10:00～12:00（※7月は変則）
会員 3ヵ月（6回分）15,840円

白村江の戦いと東アジア

　前期の講座では「中華文明と日本の天皇」と題して日本の天皇
制が中華文明とのかかわりのなかでどのように形成されてきたか
について考えてみました。今期はそこから生まれてきた天皇制が白
村江の戦いとどの様に関わるものであったのかを原典によりなが
ら詳しく考えてみます。

九州大学名誉教授

第1・3火曜
川本　芳昭

10:30～12:00
会員 3ヵ月（6回分）16,500円

ひざ、腰、股関節痛を自分で治す!
『ゆうきケア体操』

　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、自分でできる体操が『ゆうきケア体操』で
す。股関節の痛みや、ひざの痛みを改善し、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。 

ゆうきケア体操インストラクター

第2・4月曜
川原　ふみこ

10:30～12:00
会員 3ヵ月（6回分）15,840円

気学
～自然の法則が示す人生の道しるべ（１年コース）

　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。

気学研究家

第４土曜 10:30～12:00
山下　和賀子

会員 3ヵ月（3回分）8,085円

オンラインでも
受 講 可

オンラインでも
受 講 可

オンラインでも
受 講 可

オンラインでも
受 講 可

オンラインでも
受 講 可

オンラインでも
受 講 可

4月2日　玄界灘の島嶼のポテンシャル
伊藤 幸司(九州大学大学院地球社会統合科学府) 

5月7日　年中行事にみる島のくらし
―志賀島・能古島・玄界島・小呂島を事例として―

河口 綾香(福岡市博物館)
6月4日　宗像・沖ノ島と古墳時代の宗像地域

辻田 淳一郎(九州大学大学院地球社会統合科学府・人文科学府)
7月2日　近世壱岐における地域社会の成熟
 ―捕鯨業と地誌編纂を中心に―

古賀 康士(九州産業大学経済学部)
8月6日　日本古代国家の対外危機と対馬金田城(仮)

堀江 潔(佐世保工業高等専門学校)
9月3日　玄界灘の水中考古学調査事例
 ―相島・玄界島・宗像を中心に―

佐々木 蘭貞(一般社団法人うみの考古学ラボ)
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