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豊 田 豊田

夏の特別号
20 21年7月期

中日文化センター

あたらし い 私との 出会い 中曰新聞社

大型駐車場完備 。 豊田産業文化センタ ー でカルチャ ー を楽しむ 。

どんな時も、好奇心いっぱいの

キミを待っています。
新しいH常にも慣れてきたけど、なんだかどこか窮屈で。

やっぱり、子どもにはやりたいことを思いっきりやらせてあげたいなぁ。

いろいろな発見があって、夢中になって楽しめることがいい。

それが、何が起きてもへこたれない心を育てると思うから。

座って楽々
イスdeヨガ
東山ヨガ講師魯合木理恵
7月開講
第2·4水曜 13:00~14:00
10,560円（税込•3ヵ月分）

普段あまり体を動かす機会が無
い方、最近背中が丸まってきたと
感じる方、これからヨガを始める
方に最適の安心安全な講座で
す。呼吸と姿勢を整え、体液のめ
ぐりを改善し気持ちも前向きに！

6月30日（水）または7月7日（水）
13:00~14:00 1,650円（税込）

elcome! 

ゆうき体操
～自分で治す！

ひざ・腰・
股関節癒ケア～

ゆうき健廣関節指導士
石貫幸弘
7月開講
第2·4木曜
10:ao~12:oo 
13,860円
（税込•3ヵ月分）

世界変形性関節症会議で認められた体操です。体の
ゆが みを整え、関節の動きを良くすること で、 動ける体
作りを行います。無理がなく簡単に続けられます。

日本の名城「城の天守や城門の楽しみ方」
広島大学名誉教授、
NHK大河ドラマ「麒麟がくる」「青天を衝け」建築考証
三浦正幸
7月11日（日）14:00~15:30 2,200円（税込）
豊田産業文化センタ ー 1階小ホール
なぜ櫓門の前で右に曲がるのか、城門に打っ
てある鉄板や飾り金具、天守や櫓の石落は
何のため？その驚くべき理由を知れば、お城
の正しい楽しみ方が分かります。軍事建築で
あり芸術作品でもあるお城の巧妙な仕掛け
の数々をお話しします。

\7月からはじまる新講座／
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夏の特別講演会

大人の
鍵盤ハーモニカ
SUZUKIケンハモ認定講師
麻生いづみ
7~9月第2•4火曜
10:30~11 :30 
11,880円（税込•3ヵ月分）
※教材費別途

初心者でもすぐ に音を鳴らせて、持ち運びも楽なケン
ハモ。腹式呼吸を使うので全 身 で音楽を表現でき、ま
たアンチエイジングや健康効果も期待できます。

圧！忠ユニ岱品温（税込）
マウスピース、楽器レンタル料含む

ウクレレを
はじめよう
ウクレレ奏者
宮本武
7月開講
第1·3火曜
16:30~17:45 
11,880円
（税込•3ヵ月分）

おうち時間を楽しく過ごすための楽器としてウクレレが
静かなブー ム です。右手のストロ ーク練習を大切に、体
でリズムを覚えながらやさ しい曲弾から練習を進めます。

6月29日（火）16:30~17:45
1,650円（税込）※ウクレレ貸し出し可能

いきいき脳トレ
音楽体操
認知症予防音楽体操講緬
麻生いづみ
7~9月
第2·4火曜
1a:00~14:oo 
11,880円（税込•3ヵ月分）

音楽・体操・脳トレなど同時に二つ以上の行動 で認知機
能、リラックス効果アップ。医学的にも証明されているメソッ
ドを用いて懐かしい歌を歌いながらの脳トレや、音楽の波に
乗って楽しみながら体を動かし脳を活性化させましょう。

匹 f閾盆温）込）
1a:00~14:oo ー

ー
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英語で楽しむ
ニッポン
英語講師

小国やよい
7~9月
第1·3金曜
10:ao~12:oo 
10,560円
（税込•3ヵ月分）

アクリル
絵の具で名画を
描いてみよう！
ベイントパーティー認定
ペイントインストラクター

渡部美輪
7~9月第3金曜
10:30~12:30 
5,940円（税込•3ヵ月分）
※教材費1回500円（税込）キャンバス代

1回参加の場合は2,530円（税込）
講師の描き方説明とお手本を見ながら、ステップ式に楽し］ く描いていくので、どなたでも2時間で簡単に名画を完成さ
せることが できる完全初心者向けの絵画レッス ン。道具は
レンタルOK！手ぶらで大丈夫。途中受講、1 回参加可能。

初めて でも大丈夫！なじみ深い日本の文化などを、シン
プルな英語で一 緒に楽しく読みましょう！！ 

Ef儡盟温ばrao~12:oo

喜楽亭で楽しむ

おいしい日本茶臼璽2
日本茶インストラクター
中根めぐみ
7月開講(6ヵ月講塵）
第4火曜
10:00~11 :30 
13,200円

（税込•6ヵ月分）
※教材費6回分

3,000円程度 一·匹'ill.
風情あ る 「喜楽亭」 でさ まざまなスタイルの日本茶を知
り、究め、楽しむ講座です。思い通りに美味しいお茶が
滝れられるよう、知識と楽しみ 方を学びます。美味しい
お茶とお菓子で、心とカラダを癒しませんか。

ちょっとおしゃれに

おうちごはん
家庭料理研究家・
ナミーズキッチン主幸
水谷奈美江
7月開講 NM心g

第1日曜10:30~12:30
12,540円
（税込•3ヵ月分）
※敦材費含む、1回のみ参加の
場合は4,730円（税込）
誰かのために楽しく 料理を作り、喜ん でもらえ る幸せ！
コロナ禍の今だからこそ周りを明る＜笑顔にできるワン
ランクアップのお料理のコツをご紹介します。毎回3品
＋デザ ートを作って お召し上がりいただ きます。1回の
み参加も可能。

～脳と体の活性化～

「癒しの」指ヨガ
健康法＊
手のひらセルフケア協会マスターインストラクター
呼吸法＆健康yogaインストラクター

壺井直子
7~9月第2•4金曜

、ミ文ム

、一
10:00~11 :30 10,560円（税込•3ヵ月分）※教材費別途
指ヨガは呼吸法とともに手指を刺激し、心身のバランスを
整え、エネルギー（氣）の流れを良くして、人間本来が持っ
ている自然治癒力を高めることが できます。全6 回講座
（継続、途中入会可）

口雷翡芦00~11:30 

DTM（デスクト ップミュ ージック）の基礎を中心に音とコ

J
ン ピュー タ ー操作を体験。楽譜やパソコンを触ったこと
のない 方 でも大丈夫。 一 人一 台機材を使用 し、コン
ピュータ ーを使ったデジタル音楽を楽しく学びましょう。

自分のスマホを知って
もっとスマホを楽しもう！ .. 
7月開講
第2·4木躍10:00~11:30※Android限定
モパイルインストラクター東谷淳子
第2·4火曜11:45~13:15※iPhone限定
バソコン講額兼子光男
14,520円（税込•3ヵ月分）

スマホを購入したものの、知らないことだらけ。まず自分の
スマホ（機種）を知ることから始めましょう。 「講師とともに
探りながら」、繰り返し実習し、生活に役立つ便利な機能
を活用しましょう。

6月24日（木）10:00~11:30 
1,650円（税込） ※Android限定

～免疫力をあげよう！～

腸活応援 V
発酵調味料
講座
発酵大好き料理研究家
高羽咲都望
7月開講(3ヵ月修了講座）
第1木曜10:00~12:oo
12,540円（税込•3ヵ月分）
※教材費含む
今、大人気の腸活。アミノ酸とポリフェノールが豊富な玉ね
ぎ麹など、免疫力を上げる発酵調味料を作ってお持ち帰
り。また発酵調味料を使ったお料理のデモンストレーション
を見学し、ワンプレートでお召し上がりいただきます。途中受
講可能。1回のみの参加の場合は4,730円（税込）。

小学生の
サウンド
プログラミング
教室
DTM講師西岡隼哉
7月開講第1·3火曜
16:30~11:10(，Jヽ1~3)
11:20~1a:ooc，Jヽ4~6)
16,500円（税込•3ヵ月分）

コスチューム
ジュエリ ー

楽習フォーラムブリマ講師
出原三千世
7月開講
第2•4水曜
10:00~12:oo 
10,560円
（税込•3ヵ月分）
※教材費別途

ハリウッド スタ ーを魅了したジュエリ ーデザイナー、ミリア
ム・ハスケルの創造性豊かな制作技術やパーツ使い、幅
広いカラー展開と配色の奥深さを楽しみながら作ります。

目からウロコ！の

乾物マジック
レシピ
DRYandPEACE認定講師
成田奈苗
7月開講(3ヵ月修了講塵）『ノ
第2水曜10:00~12:oo
14,850円
（税込•3ヵ月分）
※教材費、レシピ本含む
乾物は地味、面倒、同じ味…そんなイメージをガラッと変え
る、簡単美味しい ・ 目からウロコの乾物レシピを伝授。
和食だけじゃない！フレンチ、エスニック、イタリアンetc …

多国籍の乾物料理で『食の旅』に出てみませんか？毎回
3~4品の試食あり。

薬膳カフェ
国際中医薬膳師
薬膳茶
Soybean Flour主宰
堀輝余子
7~9月
第1木曜
1a:00~1s:oo 
6,600円
（税込 •3ヵ月分）
※教材費別途

薬膳カフェの店主が家庭でも楽しめる薬膳茶やスイー

ツレシピを紹介。食材の働きや薬膳の知識から食の楽
しさを学び、日々のセルフケアに役立て ましょう！実習
か 試食あり。7月から始まる3ヵ月（全3回）講座です。

～宝石にはない手作りの輝きを～

シャインカービング
SCAアンバサダー MaRie
7月開講
第4金曜10:00~12:oo
7,260円（税込•3ヵ月分）
※教材費別途
下絵がデザインされた柔らかいピ
ニール シートと彫刻刀を使って
「彫る」ことを楽しみながら美しい
ステンドグラス風アートを生み 出
しましょう。

匹！盟雷＆炉゜～12:00

※教材費2,200円（税込・道具レンタル料含む）

※お申し込み方法は最終面をご確認ください。 料金は一部を除いてすべて税込表記です。 別途教材費等が必要な講座があります。

ニニ可 A二二





2




