大聖堂で聴くヨーロッパ文化紀行
～「ヨーロッパの春」カーニバルから受難へ
３/21㊏

17:00~18:30

会員

2,530 円 一般 2,860 円

中世ゴシック様式で建築されたホテル日航福岡のチャペル

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

までフランスから運ばれ、日本にいながらにしてヨーロッパを

体験できる空間です。
３月は「ヨーロッパの春」
をテーマにバッ

ハのヨハネ・マタイ受難曲のアリアやコラールなどを、
パイプオ

ルガニストの池田泉さんに演奏していただきます。

♪♫♩♬♯♭♪♫♩♬♯♭ ♪♫♩♬♯♭♪♫♩♬♯♭♪♫♩♬♯♭♪♫♩♬♯♭♪♫♩♬♯♭♪♫♩♬♯♭

春の花 蘭 を描く〜墨彩画１日教室
３/18 ㊌

顔彩と墨で描く墨彩画。墨の濃淡に色彩の

10:00~12:00

会員 2,310 円

美しさが加わり、華やかな仕上がりになりま

す。水墨画の技法が基本になっていますので、
俳画、絵手紙などに応用することができます。

一般 2,640 円

蘭を描く初心者向けの１日講座です。講師は
福岡県美術協会会員の城戸久美子さん。

朝日カルチャーセンター福岡教室
電話 092-431-7751 ファクス 092-412-8571
ホームページ https://www.asahiculture.jp/fukuoka
メール fk9asacul@asahiculture.com

https://twitter.com/acc̲fukuoka

３/22 ㊐

パステルアート

富士山に春が来た！
パステルを削って指先で描いて
いくアートです。優しい色合いに心
もなごみ、描いていくうちに夢中に
なることから
ヒーリング
アートとも呼
ば れ ていま
す。
子供から
大人まで、初
めての方でも大丈夫です。絵が苦
手という方もお手本がありますの
で安心してご参加いただけます。
パステルなごみアートインストラク
ターの丸内清美さん。３月22日㊐
13時〜15時。
会員2,860円、
一般
3,410円
（教材費込み）
。

https://www.facebook.com/asahiculture.fukuoka

３/28 ㊏

生年月日で発見！

運命の人との
相性診断

千年以上の
歴史を誇る東
洋の占い、四柱
推命。生年月日
で占い、その的
中率の高さか
ら占いの帝王との異名もあり
ます。様々な人間関係を「相性」
という点に絞り、恋愛関係もし
くは人間関係で出会う可能性
１．６％の最高相性を知る方法
を伝授します。アヂヴィーニョ
尚煕代表の谷口尚煕さん。３月
28日㊏13時30分〜15時。会
員2,640円、
一般3,190円。

朝カル

★ ふ
福
ふ くく 便
福★
便り
り

３/16 ㊊
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ロココと装飾性

壮大・儀礼的なバロックと異なり、
繊細・優美・
軽快を特徴とするロココは室内芸術の極致で
あり、
建築・彫刻・絵画・工芸など多岐にわたり
ます。
ヴァトー、
フラゴナール、
ヴィジェ・ルブラ
ンなどを取り上げ、
マリー＝アントワネットのプ
チ・トリアノンを解説します。
西南学院大学教授
の武末祐子さん。
３月 16 日㊊ 13 時 30 分〜
15 時。
会員 2,750 円、
一般 3,300 円。

何を食べるかでも迷うことがある。他愛のないことでもこうだか
ら、どう転ぶか分からない局面となると、思い悩んだ揚げ句、結局何
も決められないこともままある。でも所詮自分のこと。決断しよう
がしまいが、結果が失敗だろうが誰にも迷惑はかからない。でもこ
れが人々の生活に影響を及ぼしたり、国や会社の行く末に関わった
りする話となると…。非常時にこそ冷静な判断や決断ができる人で
なければ指導者になってはいけないと思う今日このごろ（
。り）

３/14 ㊏

春を楽しむ 薬膳料理と中国茶

薬膳料理や中国茶に詳しい、
食文化研究家
の板谷秀子さんが、季節の素材を使った体に
良い薬膳料理と、美味しい中国茶の淹れ方を
紹介します。調子を崩しやすい、季節の変わり
目に、
体が喜ぶ料理をご一緒に楽しみましょう。
３月14日㊏16時〜17時30分。会員2,750
円、
一般3,080円、
教材費800円。

ハーモニカ
ミニ・コンサート

３/17 ㊋

春から何か始めようと思っている方、
ハーモニカはいかがですか。受講生と講
師によるミニ・コンサートで楽しさを体感し
てみてください。
「キラキラ星変奏曲」
「サ
ンタルチア」
などを演奏します。
日本ハーモニカ芸術協会師範の平野
満智子さん。
３月17日㊋14時〜15時。
会員990円、
一般1,100円。

健康指圧 １日教室
３/29 ㊐

10:30~12:00

３/30 ㊊

３/14㊏

不思議の国の音楽 村上春樹とジャズ

村上春樹が作品の中で取り上げているジャ
ズに耳を傾け、ジャズと春樹の言葉を楽しもう
と思います。これまで見えてこなかった新しい
村上春樹が音楽と共に現れることを期待してい
ます。元九州大学大学院言語文化研究院教
授の岡野進さん。３月14日㊏16時〜17時
30分。会員2,310円、一般2,860円。

俳句を作ってみよう！

３/23㊊

俳句を始めてみたいと思っている方、
クラスを
一度覗いてみませんか。四季の移ろいや日々の
暮らしの中で感じたことを五七五の17文字に表
現してみましょう。
作るのはまだという方も雰囲気
を味わってみてください「
。花鶏」
同人で
「たのしく
俳句」講座の講師、岩橋玲子さん。３月23日㊊
13時〜15時。
会員2,200円、
一般2,530円。

ウォーキングの後の疲れた足に自己指圧

体に不調を感じている方、
自分の手で指圧をしてみましょう。
指圧
は人間が持つ自然治癒力を高め、
健康を維持、
増進させる施術です。
今回のテーマは
「ウォーキングの後の疲れた足に自己指圧」
です。
指
の使い方、押圧の方法、ツボの見つけ方を指導します。あん摩・マッ
サージ指圧師の原田芳一さん。

会員 2,310 円 一般 2,860 円

家庭でできる 刃物研ぎ

包丁、キッチンバサミ、植木バサミなどご家庭
の刃物は切れていますか。
こうした刃物も研ぎ直
すことで切れ味が復活します。刃物研ぎは難しく
思えますが、
正しい手順を身につければ家庭でも
できます。講師の坂田賢次郎さんが刃物研ぎの
理論から実技まで丁寧に指導します。３月30日
㊊11時〜13時。
会員2,640円、
一般3,190円。

４/４㊏

春の江戸小唄～「春風さん「
」博多どんたく」
他

江戸時代の終わりに熟成し、
明治に花開
いた
「江戸小唄」
。
歌詞が面白く短い中に四
季折々の風物詩や人情、辛辣な風刺も込
められています。春に相応しい
「春風さん」
「わたしゃ野に咲く」
「博多どんたく」
を稽古
します。
江戸小唄・蓼派師範の蓼胡萬さん。
４月４日㊏13時30分〜15時30分。
会員2,420円、
一般2,750円。

３/30 ㊊

家族にしてあげたい！

筋膜リリース

ちまたで評判の筋膜リリース。筋膜の萎
縮・癒着を引きはがしたり、こすったりする
ことで正常な状態に戻していく、その手技を
体験しながら学びます。ストレッチやマッサージとは全く違う効果を感じ
ていただけます。認定筋膜ボディケア®スペシャリストの勝本碧月さん。
３月 30 日㊊ 13 時 30 分〜 15 時。会員 2,640 円、
一般 3,190 円。

あなたも描けます！

かんたん似顔絵

４/６㊊

家族やペット、有名人の似顔絵をお好みの画
材で描いてみませんか。
写真や雑誌の切り抜きを
転写して描くので、
絵が苦手な方も簡単に取り組
めます。
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。デザインサポートシステム主宰の浅
野英二さん。
４月６日㊊10時〜12時。
会員2,420円、
一般2,750円。

