聖徳太子 伝説と史実のはざま
5/30

13:30~15:00

九州大学名誉教授 関 一敏

昨年1400年遠忌を迎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

ひと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
史に歴史的勇気をもって分け入ってみましょう。

会員 2,970 円、一般 3,740 円

寛と晶子を支えた福岡の豪商・
加野宗三郎 〜与謝野晶子没後80年
5/28

13:30~15:00

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
加野宗三郎は博多屈指の造り酒屋
「万屋」
の当主で、
文化芸術の目利
種類のカラフルな水引の中からお
きとして知られた人物である。
与謝野夫妻をはじめとして戦前を代表す
好きな色を選んで、
コサージュなどの
る芸術家との交流は枚挙に暇無い。大正期を迎えた与謝野夫妻の活
アクセサリーを作ります。
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。
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家庭の中の道真

6/5

無添加手作り味噌
＆甘酒教室

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。国内産の原料を使用します。栄養
満点の甘酒の作り方もお教えします。
甘酒は作り方の実演のみです。種麴
本舗・椛島商店の椛島雅子さん。6月
5日㊐11時〜13時30分。
会員2,420
円、一般2,750円。材料費は合わせ味
5,000円〜、
甘酒1,700円〜。

井上 洋子

会員 2,750 円、一般 3,520 円

朝カル
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夫として、
父として

詩臣として多くの宮廷
詩を詠う菅 原 道 真 です
が、家庭をもまた詠ってい
ます。広く知られる
「寒早
十首」には、迫る冬の寒さに身をよせ
あう、飢えた家族のすがたが描かれて
います。
もちろん、自身の家庭も描い
ています。福岡女学院大学名誉教授
の東茂美さん。５月30日㊊10時〜
12時。会員2,970円、一般3,740円。

近代文学研究家
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６つのタイプ別
コミュニケーション法

臨床心理士の米倉けいこさ
んが、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。6月４日㊏18時30分〜
20時30分。会員3,850円、一般4,620
円。
Zoomを使ったオンライン講座です。

May

5/30

カンタン切り絵

絵葉書や雑誌の切り
抜きを再利用し、簡単な
方法で、下書きなしの切
り絵ができます。
楽しみながらお洒落な切り
絵を作りましょう。台紙に貼って飾るほか、
木版画やステンドグラスの型にも利用でき
ます。デザインサポートシステム主宰の浅
野英二さん。５月30日㊊10時〜12時。会
員2,750円、
一般3,520円
（教材費込み）
。

知られざる世界で最初の創作メールヒェン

1764年にドイツで刊行されたヴィーラントの『王子ビリビンカー物語』
は、世
界で最初の創作メールヒェンです。
それは単なる童話やおとぎ話ではありませ
ん。
この小さな
「妖精の物語」
は大きな
「いやしの物語」
です。九州大学文学部提
携講座「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」。九州大学大学院人文科
学研究院教授の小黒康正さん。5月21日㊏13時30分〜15時（オン
ラインでも受講可）。
会員3,190円、一般3,520円。
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こぼれ
話

月に一度カルチャーにやってくる7才の男の子。
入口でお母さんに抱えられて検温し、
お母さんと一緒に折り紙教室へ。
帰りはいつも少し照れ臭そうに、
でも得意げに作品を
見せてくれる。
前回は タンポポ「
。上手に出来たね。
難しかった？」
と聞くと
「そうでもな
い」
とク−ルな男の子。
月に一度の私のお楽しみ（
。ｍｍ）

これからスタート！

『ゆうきケア体操』

ひざ、
腰、
股関節痛を自分で治す！
（水曜クラス）

のどを鍛える

世界変形性関節症会議で認められたゆ
うきプログラムは、整形外科医や医療現場
で多数採用されています。股関節の痛み・
膝の痛みを自分で治し、脊柱管狭窄症の予
防体操としてお役立てください。家庭でも続
けられる簡単な体操を紹介します。ゆうきケ
ア体操インストラクターの川原ふみこさん。
第1・3㊌15時〜16時30分（初回は６月1
日）。
（3カ月・6回分）会員15,840円。５月
18日に始める前の1日講座（会員2,640
円、一般3,410円）。

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…。
こんな悩みを抱えるシニア世代にお勧めの講座で
す。発声・発語機能の向上に加え、嚥下機能の改善や脳の活性
化などの副次効果が期待できます。
日本声磨き普及協会認定講
師の西マサヒロさん。６月９日、７月14日、８月４日、９月８日㊍13時30分〜15時
（８月４日のみ14時〜15時30分）
（
。４回分）
会員11,000円。
テキスト代2,090円。

二胡を奏でる

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、
楽し
く指導します。
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。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ヵ月で簡単な曲が弾けるよう練習
します。演奏家の楊藝（ヤン・イー）
さん。第１・３㊌11時35分〜
（初回は６月１日）
（
。3カ月・9回分）
12時35分
会員24,057円。
5

はじめてみよう！ ウクレレ

ウクレレを手に取るのが初
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、周りを
気にせずに始められます。ウ
クレレ・スチールギター奏者
の藤田健司さん。第２・４㊌
13時30分〜15時（７月13日
スタート予定）。
（3カ月・6回分）会員16,038円。６
月８日と22日に始める前の1日講座（会員2,343
円、一般3,113円）
を開きます。
「故郷（ふるさと）」
「こ
の木なんの木」
「 カイマナヒラ」の３曲に挑戦しま
す。
ウクレレをお持ちでない方にはお貸しします。
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健康声磨き®講座

月18日に始める前の1日講座
（会員2,343円、
一般2,673円）
。

フォトショップ基礎講座（６カ月コース）

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)などよく使う機能を厳選して学習していきます。福岡県美
術協会正会員の那須裕一朗さん。第２・４㊋13時〜15時
（初回は６月14日）（
。3カ月・6回分）会員16,500円。
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柳田國男の民俗学

初めての
スマートフォン教室

山人論 その３

柳田國男の初期三部作
の一つで、最も有名な
『遠野
物語』の世界を探っていきま
す。
『 遠野物語』は岩手県遠
野に伝わる様々な話をまとめたもので、民
俗学の始まりとなった書です。動物たちが
主人公になっている話を取り上げます。西
南学院大学非常勤講師の吉田扶希子さ
ん。５月12日㊍10時30分〜12時。会員
3,190円、一般3,520円。

スマートフォンを使いたい
方、興味のある方が対象の
講座です。
１人１台ずつの
機材（iPhone）
で基本操作を覚え、地図を
見たり、調べ物をしたり写真を撮ったりとス
マートフォンの楽しさを体験します。
ソフト
バンクのアドバイザーの解説で、少人数で
学びます。５月30日㊊13時〜14時30
分。
会員2,090円、
一般2,860円。

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

https://www.facebook.com/asahiculture.fukuoka
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基礎からの
長唄・三味線

～
「さくらさくら」

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。気軽にご参
加下さい。杵勝会師範の杵屋勝千吾さん。
５月30日㊊13時〜14時。会員2,288
円、一般3,058円。

