ウクライナのひまわり
折り紙博士による
「折り紙入門」

折り紙作家 川崎 敏和
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世界で初めて折り紙の幾何学研究で数学の博士号を取得し
た折り紙博士による折り紙講座です。今回は「ウクライナのひ
まわり」を折りましょう。ウクライナへのエールで作った力強い
ひまわりです。折り紙は初めての方も、久しぶり
会員 2,860 円、一般
という方もお気軽にご参加下さい。

13:00~14:00
3,190 円

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
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
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。冠婚葬祭のイメージがある水引
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
ですが、柔らかくて軽いので扱いやす
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
く、色のバリエーションも豊富です。約
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
種類のカラフルな水引の中からお
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
好きな色を選んで、
コサージュなどの
を鍛えることで関節の動きを正していきましょう。
アクセサリーを作ります。

関節痛改善専門パーソナルトレーナー
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植物の民俗学～スギ

スギは日本原産の針
葉 樹で古くから親しま
れています。神社には
必ず植えられており、
ご
神木になっています。屋
久 島 の 縄 文 杉 の よう
に、寿命が長いものが多いです。色々
な面からスギについて考えてみます。
西南学院大学非常勤講師の吉田扶
希子さん。9月29日㊍10時30分〜
12時。会員3,190円、一般3,520円。
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６つのタイプ別
コミュニケーション法
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、
コミュニケーションできるように話
します。臨床心理士の米倉けいこさ
ん。10月1日㊏18時30分〜20時30
分。
会員3,850円、
一般4,620円。

亀谷 一広

朝カル
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13:30~15:00

会員 2,750 円、一般 3,520 円
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9/14、
28

はじめてみよう、
ウクレレ！

ウクレレは小ぶりで親し
みやすい楽器です。一緒に
音を奏でてみませんか。基
本をやさしく指導します。
お
持ちでない方は、
お貸しします。
ウクレレ・ス
チールギター奏者の藤田健司さん。9月
14日か28日㊌13時30分〜15時。
（１回
分）
会員2,343円、
一般3,113円。

Sep
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ドイツリートの調べ

「クラシックを歌う」講
座の一日体験です。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み
ます。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。声
楽家の山﨑勝幸さん。9月27日㊋13時30
分〜15時。会員2,343円、一般2,643円。
28日㊌18時30分〜20時にも一日体験。

古代マヤ暦・生命樹占いで自分を知ろう

オンライン受講も可

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」
についてもお話いたします。古代マヤ暦占
術研究家の弓玉
（ミロク）
さん。
10月2日㊐
13時30分〜15時。
会員3,300円、
一般4,070円。
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こぼれ
話

マスク着用時のメイク、
狭い事務所の使い方、
ひとりランチ、
ネット配信ドラマの視聴、
ぺ○○
イ払い、
ウー○―イーツ…。
最近私の“当たり前”になったものです。
最初は緊張もありましたが、
慣れは怖いものですぐに私の日常に溶け込んでいきました。これとは別にあと数日で４年余り
の間、
私の当たり前だったことが変わります。
次の“当たり前”に緊張と不安そして期待をもって、
明日を迎えます。
きっと明後日には新しい日常になってるんだろうなぁ（
。紫）

始めるデジカメフォト！

初心者のためのヴォーカルレッスン

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。
日本写真家協会
（ＪＰＳ）
会員の岩崎隆さん。
◆第１・３㊎13時〜15時
（初回は10月7日）
。
会員
（３カ月・６回分）
15,840円。

ジャズ、ポップス、ボサノバ、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提供します
ので、
ご自宅でそれに合わせて練習していただけます。
長く継続することで、読譜など最低限必要な音楽の基
礎も、
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。
ヴォーカリストの海江田千晶さん。
◆第２・４㊍15時〜16時30分
（初回は10月13日）
。
会員
（３カ月・６回分）
14,388円。

村上春樹が描く女性たち

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。元九州大学大学院言語文化研究院教授の岡野進さん。
◆第１㊏17時10分〜18時40分（初回は10月1日）。
会員（３カ月・３回分）7,920円。

てのひら盆栽（３回コース）

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。
デ
ザインサポートシステム主宰の浅野英二さん。
◆第１・３㊊10時〜12時
（初回は10月3日）
。
会員
（３カ月・６回分）
13,860円。

１０月スタート！

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。
てのひ
ら盆栽教室・櫻苑主宰の櫻木千絵さん。
◆第１㊌13時30分〜15時
（初回は10月5日）
。
会員
（３カ月・３回分）
15,840円
（教材費込み）
。

文化と観光が結びつくとき

わたしの一枚の絵

句会菊月〈季題（季語）と親しむ〉

オンライン受講も可

九州大学大学院地球社会統合科学府提携講座

10／１ 「西の京山口」
の誕生
伊藤幸司
（九州大学大学院地球社会統合科学府教授）
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）
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）
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）
２／４ 中国の少数民族観光
長谷千代子
（九州大学大学院地球社会統合科学府准教授）
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）
◆第１㊏13時〜14時30分。
会員
（６カ月・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。

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
を設けております。俳誌「玄海」主宰の大石靖子さん。
◆第３㊋15時30分〜17時30分（初回は10月18日）。
会員（３カ月・３回分）6,930円。

人間科学が捉える時間と空間
九州大学文学部提携講座

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
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
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
2023年
１／21 距離感を生み出す脳のしくみ
光藤宏行准教授
２／18 感じる
「時間」
の不思議
山本健太郎講師
３／18 地域社会の歴史を編む、
考える
遠城明雄教授
◆第３㊏13時〜14時30分。
会員
（６カ月・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。

朝日カルチャーセンター福岡教室
電話

092-431-7751
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ファクス 092-412-8571
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