あなたに届けたい★絵手紙
４/30

日本絵手紙協会公認講師

13:00~15:00

川鍋 淑子

１日講座

手書きの絵手紙で気持ちを送ってみません
か。風薫る季節にぴったりな、送っても受け取っ
ても楽しい、心がほっこりあたたまる絵手紙を描
きます。ヘタでいい、ヘタがいい！ 初めての方
もご一緒に、味のある一枚を描いてみましょう。

会員 2,750 円 一般 3,520 円（教材費 500 円）

渋沢栄一の
『論語講義』
10:00~11:30

5/6

「日本資本主義の父」
と呼ばれる渋沢栄一（1840～1931）は、実業と学問、経営と道徳との
合一を説く
「論語と算盤」
という考え方でも有名です。彼には『論語』に対する精緻な知識と深
い理解とがありました。晩年の口述筆記である
『論語講義』は、
『論語』を語りながら
『論語』を
跳び越えていきます。
しばし、青淵（せいえん）翁の自由自在な講義に耳を傾けてみませんか。

九州大学名誉教授

4/30

柴田 篤

会員 2,750 円、一般 3,080 円

4･６･８月

4/30

仙人のいる場所

鉛筆画の魅力
～ゆりを描く

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。アートスタジオ・アライ
ヴ講師の湯浅亮子さん。４月30日㊎13時
〜15時。会員2,940円、一般3,710円（教
材費込み）。

～古代の詩歌における吉野
「龍門」
のイメージ

奈良県宇陀市と吉野町
の境にある「龍門」
（ 龍門
岳・龍門寺）
は、仙境として
知られた地です。
「 龍門」
は、詩歌ではどのように詠まれているので
しょうか。葛野王や菅原道真、百人一首で
も有名な女性歌人の伊勢の作品を音読し
ながら味わうとともに、仙人の伝説につい
ても詳しく紹介します。九州産業大学講師
の田中真理さん。4月30日㊎10時30分
〜12時。
会員2,750円、
一般3,520円。

★ ふ
朝カル 福
ふ くく 便
福★
便り
り
vol.28 2021 Apr

思 考 や 感 情というの
は、脳みそが作りだす幻
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。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、頭が作りだす夢から覚醒すること
を目指しましょう。月読お稽古場の道場
主、小池龍之介さん。４月25日、6月27
日、8月22日㊐14時〜17時。
（ ３回分）
会員10,230円、一般12,540円。

私事ですが、今月、祖母の七回忌の法要を行うことになりました。６
年前の家族葬は、
（祖母から見て）子供８人、孫１７人、ひ孫１６人の大人
数でしたが、今回はそうはいきません。どうしたものかと考えていると、
「コロナ禍以降、リモートで法要をされるご家族もありますよ」と住職か
らのアドバイス。大正生まれのおばあちゃん。令和スタイルの法事をや
るからね。いつか天国もＺｏｏｍでつながる日が来るのかも！？（紫）

朝日カルチャーセンター福岡教室
電話

092-431-7751

ホームページ
Ｅメール

ファクス 092-412-8571

https://www.asahiculture.jp/fukuoka
fk9asacul@asahiculture.com

https://twitter.com/acc̲fukuoka

瞑想しないセッション

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

実践英会話

体験レッスン

4/28

5月12日スタートの「実践英会話」
クラスの
プレ講座です。
オンラインで行うグループレッ
スンです。語学力は英語に触れた時間に比例
して向上すると言われます。将来やりたいこと
が出来た時に、選択肢が広がります。
まずは一
緒にスタートしてみましょう。ＣＣＳ英会話スクール講師陣。
4月28日㊌19時〜20時。会員2,420円、一般2,750円。

ポップスを歌って
リフレッシュ♪

第 1･3

ジャズヴォーカル

第 2･４

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。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 。G o s p e l
Wedding Produce「Show Up!」主宰の祝原範
子さん。
第1・3㊍19時〜20時30分。
会員
（6回分）
15,048円。

ベーシッククラス

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、
ジャズヴォーカルの魅力をさ
らに味わいましょう。
ジャズ・ヴォーカリストの井上有さ
ん。第2・4㊏10時30分〜12時。会員（6回分）14,388円。

やさしい樹木学入門

月1回

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ると、
さらに
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
学び、野外において植物の名前を覚え、木々の生きる知恵や森の仕
組みについても学習します。元九州大学大学院農学研究院准教授の
玉泉幸一郎さん。
月1回㊌。会員（6回分）17,820円
（別途交通費）。

5/10、7/12
西行

－新古今歌人たちを育てた先達－

5月は西行の若き日を追います。約束された将来を
捨てて出家した謎は謎のままですが、和歌を通して若
き西行の心の軌跡をたどります。７月は歌界のリー
ダーとしての西行の姿を追います。西行は若い歌人達
を育てた、
よき指導者でもありました。藤原定家もその
一人です。福岡女子大学名誉教授の今井明さん。5月10日、7月12日
㊊10時30分〜12時（
。2回分）会員5,500円、一般7,040円。

お家で楽しく！
フランス語会話

4/23

たのしむ女声コーラス

毎週

野外の自然観察

第３

５月７日スタートの「フランス語会話」プレ講座で
す。
フランス語の一層の上達を目指し、主に会話を勉
強します。
まるでフランスにいるような環境を作ってい
き、楽しく進めていきます。少し経験がある方が対象で
す。
まずは一日体験からどうぞ。
イザベル・ エスティエ
ンヌさん。
4月23日㊎20時〜21時。
会員2,420円、
一般2,750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発声練習をしっ
かりやります。やさしい合唱曲からオリジナル曲、
宗教曲まで気のおけない仲間と楽しく歌いましょ
う。声楽家の牟田直美さん。毎週㊍10時〜12時。
会員（12回分）23,496円。

森林インストラクターと楽しく

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
郊の野や山や公園に出かけ、樹木や野草
を観察しながら、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。
4、
5、
6、
7、
9月の
第3㊎。
会員
（5回分）
13,750円
（別途交通費）
。

四季の花めぐり

月1回

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。
福
岡植物友の会副会長の野村郁子さん。4月15日
㊍：大宰府政庁跡〜四王寺山麓／5月27日㊍：楯
の松原／6月17日㊍：筑肥新道 ー 旧国鉄筑肥線
跡地／8月19日㊍：樫原湿原／9月30日㊍：生の
松原 。
会員
（5回分）
13,750円
（別途交通費）
。

5/11、
18、25
韓国語クリニック（文法編）

韓国語は語尾の数がかなり多く複雑なため、
文
法や文型を間違えて使うことが多く、意味は似て
いてもニュアンスに差があるため不自然な使い
方になる場合があります。韓国語の文法を深く勉強したい方、苦手な
文法を学び直したい方、
より自然な韓国語を話すために、一緒に勉強
してみませんか。韓国語講師の金珠蓉さん。5月11日、18日、25日㊋
12時30分〜14時30分（
。3回分）
会員7,920円、
一般9,570円。

