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❶ 8月11日（土）　J.S.バッハ、L.V.ベートーヴェン
❷ 8月25日（土）　J.ブラームス、A.ドヴォルザーク
❸ 9月  8日（土）　P.Iチャイコフスキー、G.フォーレ

講座
内容

時　間
会　場
回　数 定　員
講　師
受講料

10：00～ 11：30
東図書館（市役所東庁舎西側）
3回　　　　　　60名
山田 純氏（名古屋芸術大学 音楽領域教授）
900円（3回分）

音楽史に名を残した作曲家たちにも、それぞれにプライベートな人生があった。
子だくさんの父親だったバッハ、多くの女性を愛したベートーヴェン、また生涯に
わたりクララを愛し続けたブラームス、そのブラームスによって見出されたドヴォ
ルザークにも驚きの人生があった。
チャイコフスキーの「悲愴」交響曲の謂れは？非キリスト教者であったフォーレの
音楽はどうして生まれたか？角度を変えると、音楽史にはない人生模様がきっと見
えてくる。講師は、名古屋芸術大学教授の山田純氏。知られざる天才作曲家たち
の人生を探ります。
※本講座は、昨年度実施された「生涯学習地域連携講座」の続編となります。

地名から掘り起こす名古屋の歴史

❶   6月26日（火）　座学「大須には意外な歴史がある」
❷   7月10日（火）　座学「八事が高級住宅地になったわけ」
❸   7月24日（火）　座学「円頓寺通に商店街ができた理由」
❹ 10月  2日（火）　街歩き「円頓寺界隈を行く」
❺ 10月16日（火）　街歩き「大須界隈を行く」
❻ 10月30日（火）　街歩き「八事界隈を行く」

講座
内容

時　間
会　場
回　数 定　員
講　師
受講料

13：30～ 15：30
コミュニティセンター（市役所西庁舎内）および名古屋市内（現地集合）
6回　　　　　30名
杉野 尚夫氏（OASIS都市研究所代表）
1,800円（6回分）

　「地名（町名）の裏には、知られざるドラマがあり、それを名付けた人々の様々な『思い』が込めら
れている。」そう語るのは、元名古屋市職員として都市計画に携わり、「名古屋地名ものがたり」の著
者でもある杉野尚夫氏。名古屋の大部分の町名は、昭和以降に付けられたもの。馴染みはあるが、
意外と知らなかった名古屋の歴史を地名から紐解きます。前半（6～ 7月）は地名の由来とその地域
の歴史解説を、後半（10月）は地下鉄に乗って実際に街を歩きながら名古屋の歴史を体感します。

6回
午後

地下鉄鶴舞線沿線を
探索する

作曲家たちの人生物語 3回
休日

それぞれの作曲家には、
それぞれの人生があった

Dvorak

Tchaikovsky Brahms

B�thoven

Bach

「名古屋地名ものがたり」（風媒社）の著者。名古屋大学
大学院卒業後、名古屋市に勤務。都市計画、企画、文
化行政などに従事し、昭和区長を最後に退職。現在は、
「OASIS都市研究所」を設立し、まちづくりに関するシン
クタンクとして活動中。

講師：杉野 尚夫氏
　　　 （すぎの ひさお）

講師：山田 純（やまだ じゅん）氏
東京藝術大学音楽学部楽理科卒業。日本音楽学会会員、日本
アートマネジメント学会中部会長、日本音楽芸術マネジメント
学会理事、各種演奏会の曲目解説執筆者などの役職を務める。



❶ 8月19日（日）　カメラやレンズの癖を知ろう
❷ 9月  2日（日）　皆さんと一緒に、楽しく写真を撮ろう
❸ 9月  9日（日）　無料ソフトを使用し、簡単な画像調整をしよう

講座
内容

時　間
会　場
回　数
定　員
講　師
受講料

13：00～ 15：00
東図書館
3回
24名
矢満田 道之氏（県立一宮南高等学校写真部顧問）
900円（3回分）

「旅する写真屋」三澤武彦プロフィール
1993年 写真展「常滑」（愛知・常滑）
1994年 写真集「ＴＯＫＯＮＡＢＥ」
1998年 写真展「JAPANESE STYLE IN TOKONAME」
            （愛知・常滑）
1998年 ポストカードブック
            「JAPANESE STYLE IN TOKONAME」
2003年 中部の写真家300人展グランプリ「常滑十年」
2005年 結婚式の写真展（名古屋）
2006・2008年 結婚式の写真展（愛知・常滑）
2012年 写真展「私的報道写真」新宿エプソンギャラリー
2015年 写真展「もうひとつの結婚式」キャノンギャラリー
            銀座福岡名古屋
2017年 写真展「旅する写真屋」ソニー名古屋ショールーム

「気持ち」を写す 写真講座

❶ 9月1日（土）　被写体との向き合い方
講座
内容

時　間
会　場
回　数 定　員
講　師
受講料

13：30～15：30
健康ドーム
1回　　　　　40名
三澤 武彦氏（旅する写真家）
300円（1回分）

　「人を撮ること」を専門とする写真家 三澤武彦氏を講師に、
『被写体』との向き合い方に注目した作品の作り方（写真の撮り
方）について学びます。カメラはツールでしかありません。人
物写真は、撮影者と被写体との関係性（気持ち）が、映し出さ
れた写真のクオリティを決定づけます。あなたが、自分の撮っ
た写真に満足できないのは、カメラではなく「気持ち」の問題
なのかも知れません。三澤氏の撮影した写真の数々を資料に、
人を撮影することの喜びや楽しさを学び、その瞬間を写す撮
影テクニックを紐解きます。「結婚式」や「家族旅行」などで撮
影する機会のある方は必見です。
※本講座はカメラを使用した実践講座ではありません。

1回
休日

写真家
三澤武彦に学ぶ

写真撮影を
楽しんでみませんか！

県立一宮南高校写真部は、創部以来３年連続で全国大会に出場しています。
その生徒たちも高校で初めて写真撮影の基礎を学んでいることから、写真は
それほど難しいものでありません。本講座では、写真撮影の基礎を学び、ちょ
っとした工夫で、写した写真が大きく変わることを実感していただきます。講
師は、写真部顧問の矢満田道之氏。皆さんで実際に撮影したり、写した写真
をパソコンで補正したりと、楽しく学べます。
※本講座では、お持ちのデジタルカメラ（一眼レフも可）を使用して行います。
なお、画像調整用のパソコンはこちらで用意します。

デジタルカメラ撮影講座 3回
休日

講師：
矢満田 道之氏



講師：はなむらえり氏

彩りを楽しむ初級版画教室

❶ 6月23日（土）　下絵づくり
❷ 6月30日（土）　版木を彫る①
❸ 7月14日（土）　版木を彫る②
❹ 7月21日（土）　版木を刷る

講座
内容

時　間
会　場
回　数
定　員
講　師
受講料
材料費

13：30～ 15：30
東公民館
4回
20名
北名古屋版画クラブ（市文化協会）
1,200円（4回分）
500円（4回分）

　子どもの頃、学校で一度は経験したことのある版画。その懐か
しさに、あなたも触れてみませんか。本講座では、季節の彩りや
大切な方への感謝の気持ちを添えた、多色刷りの「版画お便り」の
製作に挑戦します。講師は、発足21年目となる北名古屋版画クラ
ブの皆さん。一人ひとり丁寧に、版画の楽しさをお伝えします。
※彫刻刀をお持ちでない方も参加できます。

4回
休日

基礎を学びながら
多色刷版画に挑戦！

ハーバリウム入門講座

❶ 9月  7日（金）　基本のハーバリウム
❷ 9月14日（金）　アロマティックハーバリウム

講座
内容

時　間
会　場
回　数
定　員
講　師
受講料
材料費

10：00～ 12：00
文化勤労会館
2回
24名
はなむら えり氏（Autumn flower）
600円（2回分）
3,000円（2回分）

　透明なガラスボトルの中に、プリザーブドフラワーやドライフラワー、
グリーンなどの乾燥処理を施した植物を入れ、専用のオイルに浸して保
存した「ハーバリウム」。本物の花を利用して作る点が特徴で、日光や水
を必要とせず長期間保存できるため、インテリアやギフトとしても人気
があります。本講座では、定番の「ミルフィーユタイプ」と実用性の高い
「アロマディフューザータイプ」の2種類に挑戦します。ボトルの中でキ
ラキラ輝くお花たちに、あなたも癒されてみませんか。

2回
午前

今話題の
癒しのインテリア

※写真はクラブ員の作品です



講師：木村 有記氏

「似合う」が分かるオシャレ入門講座

❶ 6月29日（金）　似合う色が分かる パーソナルカラー診断
❷ 7月  6日（金）　似合う洋服が分かる 骨格スタイル分析
❸ 7月13日（金）　似合う物が分かる イメージ診断（顔分析）

講座
内容

時　間
会　場
回　数
定　員
講　師
受講料

13：00～ 15：00
健康ドーム
3回
30名
木村 有記氏（骨格スタイルアドバイザー）
900円（3回分）

　生まれ持った顔・体は人それぞれ。顔や体を分析して「似合う」を導く3
つの診断があります。「何を着ても似合わない」「自分に合ったカラーが分
からない」「もっと印象を良くしたい」など外見でお悩みの方に、あなただ
けに似合うオシャレポイントを簡易診断により解説します。講師は、色彩
や骨格スタイル分析の資格を持つ木村有記氏。あなたも自分の生まれ持
った体の魅力に気づき、毎日をオシャレに楽しく過ごしませんか。もちろ
ん、男性の方も大歓迎です！

3回
午後

顔・体分析で、あなたの
魅力を引き出す

お洒落料理を愉しむ！銀之輔キッチン

講座
内容

時　間 会　場
回　数 定　員
講　師
受講料 材料費

10：00～ 13：00　　　　　　健康ドーム
3回　　　　　　20名
山納 銀之輔氏（料理研究家）
900円（3回分）　　　　　　7,500円（3回分）

　スペインバル・イタリアンバール・フランスのビストロ人気店の定番料理
は、安くて、早くて、温かいが信条。そんな世界各国の料理店厨房で使わ
れている料理の裏ワザ、時間をかけずに作れる簡単テクニックを本講座で
再現します。講師は、世界各国の料理を研究し、ワインソムリエとコラボレ
ーションするなど、様々なアイテムを用いて一味違った料理教室を手掛ける
山納銀之輔氏。「料理は楽しく作ることがモットー」という山納氏の楽しいお
話しとともに、お洒落料理にぜひ挑戦してみませんか。

3回
午前

異性の胃袋と心を
わしづかみ

❶ 6月27日（水） ①癒しのジャガイモポタージュ ②また食べたくなる恋のペペロンチーノ 
③ワンランク上の宴を演出！マグロバルサミコ ④ちょっとお洒落なトマトサラダ

❷ 7月18日（水）
①必殺！一度に2品♪鶏スープ ②人気度アップ！冷やし蒸し鶏
③忘れられない恋の予感♡甘エビ ルーコラ ミニトマトのパスタ
④イソフラボンで女子力アップ！ きな粉バナナシェイク

❸ 8月  8日（水） ①プロの技で惚れさせる♪ガスパチョ ②かよわいと思わせて豪快⁉アクアパッツァ
③人気No.1♪青山の名店カルボナーラ ④イチジクのレモンマスカルポーネクリーム♥

講師：山納 銀之輔氏



講師：
山本 乃里子氏

はじめての「Hula」

❶ 6月16日（土）　ストレッチ、ステップ（足の動き）
❷ 6月23日（土）　ステップ、ハンドモーション
❸ 6月30日（土）　曲（歌詞）の意味を知ろう
❹ 7月  7日（土）　フラ 表情の表し方を学ぶ
❺ 7月14日（土）　フラ 発表（一曲披露）

講座
内容

時　間 会　場
回　数 定　員
講　師
受講料 教材費

13：00～ 14：30　　　　　　健康ドーム
５回　　　　　　24名
山本 乃里子氏（Hula Halau Ka Makani O Hawaii）
1,500円（5回分）　　　　　　100円（5回分）

　ハワイの先住民族に伝わる伝統的で神聖な踊り「Hula」。
ハワイアンミュージックでハワイの風を感じながら、
「Hula」の基本ステップを楽しく学びます。激しい動きが少
ないため、年齢に関わらず誰でも気軽に挑戦でき、体（ふく
らはぎ、太もも、二の腕）の引き締めやフィットネス効果も
期待できます。講師は、ハワイオアフ島でフラを学び、現
地のメディアにも出演する山本乃里子氏。癒しのダンスで
もある「Hula」の魅力を、存分にお楽しみください。

5回
休日

美しい姿勢を
手に入れよう！

大人チャレンジセミナー

❶   9月18日（火）　アロマワックスバー作り
❷ 10月15日（月）　バナナ加工工場を見学しよう
❸ 11月20日（火）　大人女性のビューティライフデザイン
❹ 12月18日（火）　苔玉作り＆フラワーアレンジメント
❺   1月15日（火）　「ヨガ」で心も体も美しく
❻   2月19日（火）　食卓を華やかに「飾り巻き寿司」

講座
内容

時　間
会　場
回　数 定　員
講　師
受講料
材料費
託児

10:00～ 11:30
文化勤労会館
6回　　　　　　25名
子育てネットワークあすなろ
1,800円（６回分）
4,000円（６回分）
1回800円（1講座4名まで）

　あなたのゆとりの時間をもっと有意義にするため、また自分自身のスキルアップのた
め、様々なジャンルの活動にチャレンジできる講座です。食、美容、健康、手芸などに探
求し、より輝きのあるライフスタイルを提案します。

6回
午前

スキルアップに
挑もう！



13：00～ 15：00
㈱朝日プリンテック名古屋工場（中之郷池田6-1）
小学生以上の親子20組40名（祖父母との参加も可）
無料

時　間
会　場
定　員
受講料

　北名古屋市に創業して19年目を迎える株式会社朝日プリンテック名古屋工場は、主に
新聞印刷を手掛ける工場です。毎日、皆さんの元へ届けられる新聞がどのような工程で
作られているのか。迫力ある輪転機を間近で見ながら、その仕組みを親子で学びます。

1回
午後

1回
休日

5回
休日

新聞印刷工場の見学
新聞が
できるまで

❶ 7月  8日（日）　参加者の棋力確認
❷ 7月22日（日）　大判を使って戦法を学ぶ①
❸ 8月  5日（日）　大判を使って戦法を学ぶ②

❹ 8月19日（日）　大判を使って戦法を学ぶ③
❺ 9月  2日（日）　大判を使って戦法を学ぶ④

講座
内容

❶ 8月22日（水）　新聞印刷の仕組みを学ぶ
講座
内容

親子
講座

無料
講座

13：30～ 15：30　　　　　　東公民館
小学生以上の親子16組32名（祖父母との参加も可）
野村 たかえ氏（でざいん工房コトリ屋）
300円（1回分）  　　　　　1,500円（1回分・道具代を含む）

時　間 会　場
定　員
講　師
受講料 材料費

13：30～ 15：30　　　　　　東公民館
小学生以上の親子15組30名（祖父母との参加も可）
若井 清氏（日本将棋連盟会員）　　　　　　1,500円（5回分）

時　間 会　場
定　員
講　師 受講料

　「つまみ細工」とは江戸時代から伝わる技法で、布を正方形に小さく切り、つまんで折
りたたみ、組み合わせることによって花などの形をつくるものです。今回は、つまみ細工
の歴史にも少し触れながら、浴衣にピッタリな髪飾りを作ります。

　将棋の駒の動かし方は知っているけど、勝つためのコツを知らない君。大判を
使って楽しく戦法を学べる将棋教室に、親子で挑戦してみませんか。講座終了後
には、受講生の皆さんによる将棋大会も行います。

伝統工芸つまみ細工教室
布をたたんで作る
かんざし

❶ 7月7日（土）　かんざし作り
講座
内容

親子
講座

親子将棋教室
勝つための
コツを学ぼう

親子
講座

※さがりは取り外しができるので、
　いろいろなシーンで使いやすい
　デザインです。



受講資格1

申し込み方法2

申込み結果3

お申し込みは、往復はがきまたはインターネットで！お申し込みは、往復はがきまたはインターネットで！
申込期限　5月16日（水）必着

北名古屋市在住・在勤・在学の15歳以上（中学生は除く）の方

「往復はがき」または「インターネット」で申込みください。

「往復はがき」で申込み 「インターネット」で申込み
はがき1枚につき1人1講座のみ有効です。

往信おもて 返信うら

62 4 8 1 8 5 0 1
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返 信

※白紙

〒（郵便番号）

1

2

3

4

5

受講したい講座名をクリック

入力フォームに必要事項（住所・氏名・メール
アドレス等）を入力

「確認へ進む」を押し入力した内容を確認。
間違いがなければ、「申込む」をクリック

申込完了です。
完了時のメッセージを必ずお読みください。

⑴申込者が定員を超えた場合
　厳正なる抽選を行い、「返信はがき」または「Eメール」でお知らせします。5月25日（金）までに結果が届かない場合は、
　生涯学習課までご連絡ください。
　※インターネットでお申し込みの方で、Eメールの受信制限をされている場合は、下記アドレスからの受信拒否設定の解除をお願いします。

⑵申込者が定員に満たない場合
　5月28日（月）から引き続き受付けますので、生涯学習課まで電話でお問い合わせください。

受講料の納付4
　受講が決定した方には、「返信はがき」または「Eメール」で納付期限・納付場所をお知らせしますので、 指定の場所へ
忘れずに納付してください。期限内に納付されない場合は、受講決定が取り消しとなる場合がありますのでご注意くだ
さい。受講料等は、欠席された場合でも原則としてお返しできません。

受講決定後のキャンセル5
　都合によりキャンセルされる場合は、講座第1回目の2週間前までに生涯学習課へご連絡ください。
それ以降は、原則として受講料等はお返しできません。

注意事項6
⑴ 日程及び講座内容は、都合により変更することがあります。
⑵ 材料費が必要な講座は、受講料とは別に受講生の負担となります。材料費は各講座の第1回目で集めます。
⑶ 講座に必要な持ち物等は、受講料を納付されたときに一覧表としてお渡しします。
⑷ 親子講座以外は、お子様と一緒に受講できません。

お問い合わせ7
生涯学習課（東庁舎）　☎0568（22）1111　内線3224（平日/8：30～ 17：00）
電子メール  shogai@city.kitanagoya.lg.jp    ホームページ  http：//www.city.kitanagoya.lg.jp/

①講座名
②〒・住所
③氏名（ふりがな）
④年齢
⑤勤務先（在勤者のみ）
⑥電話番号
⑦親子講座は、お子さんの
　氏名（ふりがな）と年齢

生涯学習講座
申込みページ

北名古屋市ホームページ（トップページ）の
新着情報「平成30年度生涯学習講座（前期）
受講生募集！」をクリック、または右上のQR
コードを読み取る（スマートフォン、タブレッ
トのみ）

送信元 shogai@city.kitanagoya.lg.jp


