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聖徳講座
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暮らしを支える法
～社会のあるところに法がある～
ハリウッド大学院大学特任教授

文学・歴史
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プロフィールはP.35をご覧ください。

かおる

録音されたご自分の声を聞いたとき、自分が思っていた声と
は違って聞こえるという方が多いのではないでしょうか？
でも、「声を出すことは呼吸をすることである」とわかれば、
聞きやすい声に変わります。
この講座では、日本語を一旦、外国人の目になって客観的
に捉え、五十音から訓練していきます。最終的には、こうした
訓練の成果が生かせるような、読み物も読んでいただきます。
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心に残る朗読の仕方（上級者クラス）
～読んで伝える物語～
柴田

かおる

宇留田

初実

この講座では、現代語訳で『源氏物語』を朗読します。
原文朗読も少し行います。朗読のコツと、『源氏物語』を読
むコツを基礎から学びましょう。
『源氏物語』を読むために必要な知識（時代背景、人物造
型等）を詳しく解説し、その知識を朗読に生かしていきます。
皆様とご一緒に明るく積極的な人生に役立つ講座にしていき
ましょう。初めての方でも大丈夫です。
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心に届く読み方をめざして！
～ことばとからだのユニゾン～
初級クラス、
中級クラス

・

プロフィールはP.35をご覧ください。

時には最新のベストセラーの中から教材を選ぶこともありま
すので、もしかしたら普段皆さんがお手に取ることのない本を
お読みになることもあるかもしれません。
授業は、朗読上級者向けです。
以下の組み合わせで読み込んでいきます。
・エッセイ、小説、新聞雑誌の記事、詩、紀行文、ノンフィク
ション

プロフィールはP.34をご覧ください。

『源氏物語』 基礎知識と朗読入門
〃
「藤袴」を朗読する
〃
文の種類と朗読
〃
人物像と会話と朗読
〃
日本語の母音
〃
日本語の子音
〃
「間」の取り方

1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、2/21、2/28、3/7、3/14、3/28
（火・10回）初級クラス 9：00～10：25 中級クラス 11：00～12：25
受講料 15,500円

直井

修一

講座
1Day

詩、小説、エッセイ、戯曲（せりふ）を声に出し、楽しく演じ、
表現するための基本を学びます。「ことばで遊ぼう」が講座の
合ことばであり、ときには、ことばの求めに応じて、立ったり、
座ったり、歩いたり…。ことばと行為の結びつきは、のびやか
な発声、ユニークな発想・表現へとつながります。日常の約束
事から離れ、自由に演じてみましょう。
朗読や演技に興味のある方はもちろん、営業職やボランティ
ア活動など、人前で話す仕事に携わる方にもおすすめの講座
です。
・

朗読ボランティアや、子どもたちへの読み聞かせに興味のあ
る方、人前でわかりやすく話をなさりたい方、腹式呼吸を身に
つけて健康的な暮らしを送りたい方に最適の初歩朗読講座で
す。
ほんの少しのコツを掴めば、どなたでも驚くほど聞きやすい
声が出るようになります。

1/27、2/3、2/10、2/24、3/3、3/17、3/24（金・7回）
12：45～14：10 受講料 10,850円

楽しい朗読『源氏物語』
（現代語訳）
聖徳大学講師

プロフィールはP.35をご覧ください。

1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、2/21、2/28、3/7、3/14、3/28
（火・10回）9：00～10：25 受講料 15,500円

どなたにも、お気に入りのお話があると思います。それを大
切な人たちに読んで聞かせてあげませんか？
このクラスでは、毎回違う種類の文章を教材にして、ご自分
では気がつかない表現力を引き出す授業を行います。
とくに、普段絶対に言わないような台詞を読むことは、自分
ではない別の誰かを演じることにつながり、日常会話での表現
力を増すことにも役立ちます。
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法律は堅苦しく思われますが、実は人々の生活にやさしい役
割を、いわゆる常識の範囲で示しています。
この講座では、法とは何か、法律的な考え方とはどのような
ものかということを、法学、憲法、民法、刑法の基礎から一
緒に学びたいと思います。
法律初学者の方にも十分理解しやすい内容をと考えています。
（教材として「六法」を使います。）

1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・10回）13：00～14：25 受講料 15,500円

柴田

演出家

Y

博明

伝わる朗読
～健康になる腹式呼吸と発声方法～

聖徳大学講師

F

上妻

毎日読む新聞には、さまざまな政治、経済、事件等が掲載
されています。このような社会に関わる問題から日頃の生活を
取り巻くさまざまな物事まで、実は法が背後で働いています。
法は、目に見えない形で生活にしっかりと寄り添っています。
皆さんが何も問題なく幸せに生活できることを法は考えている
のです。朝起きて寝るまで、約束の時間、仕事、買い物等、
生活に関わることには何らかの形で、法が働いています。

聖徳大学講師

B

1/20、1/27、2/3、2/10、2/17、2/24、3/3、3/10、3/17、3/24
（金・10回）13：00～14：25 受講料 15,500円

・

プロフィールはP.36をご覧ください。

◎発声・発音とからだの結びつきについて
◎五十音の特色、母音と子音の役割とは？
◎「丹田意識」と「腹式呼吸」について
◎アクセントとイントネーションの基本とは？
◎「ことばあそび」による発声・発音の練習
◎シアターゲーム、即興エチュード
◎「ことばたち」テーマを決め作品づくり

F-5

聖徳大学SOA音楽研究センター共催講座

1/18、2/1、2/15、3/1、3/15（水・5回）
A 9：00～10：25 B 11：00～12：25 受講料 7,750円

フルートアンサンブルA、B
聖徳大学講師

高橋

あかね

1/17、1/31、2/14、2/28、3/14（火・5回）
13：00～14：25 受講料 7,750円

郷愁を誘うハーモニカ入門講座
元聖徳大学講師

大木

忠郎

1/17、1/31、2/14、2/28、3/14（火・5回）
10：45～12：10 受講料 7,750円

ハーモニカの合奏を楽しもう
SOA講師

小松

栄三郎

SOA講師

荒牧

大四郎

1/16、1/23、1/30、2/6、2/20、3/6（月・6回）
13：00～14：25 受講料 9,300円

荒木

智子

館を見ていきます。
どれもローマの旅のリストに加えていただきたい素晴らしい
美術館ばかりです。それぞれの美術館への行き方に始まり、コ
レクションの目玉となる作品の紹介と解説、また、近年行われ
た展覧会やこれから開催予定の展覧会についての解説を行い
ます。

K

Y
講座
1Day

前期の授業に引き続き、ローマの街で味わうことのできる芸
術をご紹介する授業です。
今期の授業では、古代ローマ時代の彫刻を所蔵する美術館
から、近世ローマの美術作品を所蔵する美術館、さらには世
界的に有名な建築家がデザインした現代美術館、そして少し
足を延ばして郊外の街へ赴き、豊かな自然庭園を有する美術

プロフィールはP.34をご覧ください。

L

キッチン

SOA講師

継承していきます。
この講座では歌舞伎作品の歴史的な変遷と同時に、伴奏音
楽である義太夫・長唄・清元と歌舞伎の関わりや発展も学ん
でいきます。また、1ヶ月の興行が企画され、宣伝され、稽古
から初日を迎えるまでのいろいろな決まり事も学んでいきます。
歌舞伎俳優の家系や姻戚関係を詳しく知っていくのも、舞台
を見る上で興味あるものとなるはずです。
どうぞ歌舞伎の世界に一歩足を踏み入れてみてください。

学

ローマの街で味わう芸術
～美術館編～

プロフィールはP.34をご覧ください。

G

語

歌舞伎はむずかしい言葉で演じられるため、敷居が高いと
感じていらっしゃる方も多いと思いますが、その歴史や決まり
事などを知ると、魅力的な世界が広がっていることがわかると
思います。
江戸時代初期に生まれた歌舞伎は、能や狂言が武家社会の
庇護によっていたのとは違って、庶民の娯楽として生まれ発展
してきました。400年以上の歌舞伎の歴史の中で多くの名優た
ちが生まれ、それぞれが当たり役と言える家の芸を生み出して
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ふくおん

えい

1/16、1/23、1/30、2/6、2/13、2/20、2/27、3/6、3/13、3/20
（月・10回）13：15～14：40 受講料 15,500円

歌舞伎の世界

F

健康・スポーツ
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持ち運びも簡単ですから、気軽に演奏ができます。
たかがハーモニカ、されどハーモニカです！ ハーモニカの奥
深さに、
きっと驚かれることでしょう。講座を受けられた日から、
あなたは演奏家です。音符が苦手な方も歓迎いたします。
使用するハーモニカは、21穴の「複音ハーモニカ」のC調（ハ
長調）、C#調（嬰ハ長調）、Am調（イ短調）の3本です。楽
器店にてお求めください。

C

芸術・文化

童謡や唱歌、懐かしい歌謡曲、日本の歌、世界の歌、やさ
しいクラシック曲など、親しまれている曲をソロで吹いたり、
講座の仲間と合奏したりします。
ハーモニカは小さな楽器ですが、美しいメロディーをつくる
ことができます。メロディーだけでなく、伴奏をつけたり、ハー
モニーをつけたり、さまざまな演奏を楽しむことができます。
また、息を吸ったり吐いたりするので、健康にもとてもよく、

プロフィールはP.35をご覧ください。

B

生活・社会
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のバージョンを用いて、吹き方の解説を聞き、各自が自分のレ
ベルに合わせて練習します。
３．個別練習
３）の曲でも自分でえらんだ曲でもかまいません。自由に練
習します。入門者の方はテキストのEx-1から順に練習し、講師
のチェックを受け、OKだったら次のExに進みます。最初は退
屈でも辛抱してください。

A

文学・歴史

■テキスト：『大人の複音ハーモニカ』
授業の流れ
１．ウォームアップ
１）口すすぎ ２）腹式呼吸 ３）首まわりの柔軟体操
２．全体練習
１）音階練習 ２）ロングトーン ３）やさしい曲の練習など
毎回配付されるやさしい曲の入門者用、初心者用の2種類

プロフィールはP.34をご覧ください。

S

教育・心理
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耳でメロディーを確認します。その後、1番と2番の2重奏から、
パートを交代して吹き、全パート合わせて合奏します。テンポ、
強弱、音程など、イメージを共有して曲を仕上げます。
途中の質問コーナーは、いろいろ話がはずみ、楽しいです。
最後に、次のレッスンでの音階と曲をお伝えして終わります。
アルテス1巻終了程度の方を対象としております。
※Ａは初級レベル、Ｂは中級レベルです。

聖徳講座

今期は、私たちのアンサンブルのレッスンの実際の進め方を
お伝えします。
開始の15分ほど前には、受講生の皆様が集まりはじめます。
感染防止のため、隣の人との空間を保ち、フルート、楽譜、
譜面台を準備します。チューニングや自由に音出しをして、開
始時間になりましたら、音階を吹きます。高音の難しい指使い
や、吹きにくい低音は何回もくり返し練習します。
次にアンサンブルの曲は、まず全員で1番フルートを吹き、

プロフィールはP.36をご覧ください。

F-10

聖徳講座

S

教育・心理

A

文学・歴史

B

生活・社会

C

横浜市立大学講師

芸術・文化
健康・スポーツ

語

L

学
キッチン

K

Y

1/16、1/23、1/30、2/6、2/13、2/20、2/27、3/6、3/13、3/20
（月・10回）15：00～16：25 受講料 15,500円

江口

みなみ

日本には公立・私立を問わず、大小さまざまな美術館があ
ります。国や地方自治体のプロジェクトとして、あるいはコレ
クターの収集品をお披露目する場所として、明治期からつぎつ
ぎと美術館や博物館が設立されていったのです。
各館には創設をめぐる物語があり、時には思いがけない困
難や環境の変化にも遭遇します。また建物からは、建設当時
の建築の流行や建築家が込めたコンセプトを読み解くことがで
きるでしょう。
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水彩画2クラス 15：00～16：25

藤田

飛鳥

有馬

霞水

江戸女性のマナー本である女訓書類を読みながら、江戸の
くらしと江戸女性のたしなみを紹介し、当時の上質の教養であ
る美しく精錬された江戸折形を季節やテーマに合わせて実習し
ます。
一枝の花も小物も、伝統の江戸折形で包むとおしゃれな贈
り物に、季節にちなんだ美しい折形は、個性的なたたずまい
のインテリアとして楽しめます。
もくじき

プロフィールはP.36をご覧ください。

えましょう。
私たちの身のまわりは美にあふれています。ただ見るだけで
はなく、よく観察しましょう。よく見ること、よく考えること、
たくさん知ることの先に絵を描くことがあります。
そして、現状をよりよいものにしようとする精神的な活力、
それとともにある美的コミュニケーションは、芸術の本質です。
※モチーフは、季節や受講者のレベルに合わせて決めていきま
す。ご希望があれば、何でもご相談ください。

プロフィールはP.34をご覧ください。

１．睦月（1月）の江戸のくらしを紹介。『女重宝記』「小野
道風といふ」を読む。折形実習：墨包み、筆包みなど
２．如月（2月）の江戸のくらしを紹介。『女有職莩文庫』
「三
月三日桃の節句」を読む。 折形実習：桃の節句祝い包み、
菓子包み、万祝い物包みなど
３．弥生（3月）の江戸のくらしを紹介。『女鏡秘伝書』「文
の書やう」を読む。 折形実習：色紙包み、筆墨包みなど

1/16、1/30、2/13、2/27、3/13（月・5回）
14：00～16：30 受講料 13,000円 ※別途教材費 約1,000円～

円空・木喰仏にチャレンジ
仏師

小倉

正道

円空仏は、素朴で慈愛と迫力に満ちています。
人々の切実な祈りや願いに寄り添った仏様をその生涯に12
万体も造ったと言われています。造仏には儀軌というルールに
とらわれた難しさがありますが、円空仏は余分な物は一切彫ら
ず、仏の本質を木の中に見て、木の生命を仏像という形に表
現した自由な造形です。
木喰仏にもチャレンジします。
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受講料 16,500円（内・教材費 1,000円）

1/18、2/8、3/8（水・3回）
午前クラス １0：00～１2：00 午後クラス 13：00～15：00
受講料 6,300円 ※別途教材費 1,800円

江戸の文化と折形
午前クラス、午後クラス
東横学園女子短期大学名誉教授
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美術館の「中身」であるコレクションには一点一点に来歴が
あり、さまざまな人の手を渡ってきた名品の数奇な巡り合わせ
を知ることも作品鑑賞のひとつの醍醐味です。
本講座では、倉敷の大原美術館など長い歴史を持つ美術館
から、富山県美術館や大阪の中之島美術館などオープンした
ばかりの美術館まで、日本各地の事例を見ながら、その歴史
と建築、コレクションに迫ります。すでにお馴染みの美術館で
も、新たな魅力がきっと見つかるでしょう。

1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30

絵でも描いてみようと思ったが何をしていいかわからない、
上手に描きたいがどうしていいかわからない、何が良くて何が
良くないかわからない、などの「わからない」を、こんな絵が
描いてみたい、今回は上手くいかなかったけれど原因は何だろ
う、誰かの良い悪いではなく、自分はこう思う、に変えるために、
一緒に考えながら絵を描く時間を共有したいと思います。
教わるだけでは絵は上手にならないし、楽しくもありません。
何を描いていいかわからなければ、何を描いたら絵になるか考
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プロフィールはP.34をご覧ください。

はじめての絵画 日本画クラス、
（木・10回）日本画クラス 13：15～14：40 水彩画1クラス 10：30～11：55
水彩画1クラス、水彩画2クラス
日本画家

F

G

日本各地の美術館をめぐって
―歴史・建築・コレクション―

プロフィールはP.34をご覧ください。

仏様を彫ると難しく思わず、初めは円空
仏の模刻から彫刻刀の扱い方や木の性質な
どを学習していきましよう。
講座の流れ
１．地蔵菩薩立像模刻（約5～10時間）
２．菩薩立像模刻（約5～10時間）
３．自由選択

1/20、2/3、2/17、3/3、3/17（金・5回）
14：00～16：30 受講料 13,000円 ※別途教材費 約2,000円～

仏像彫刻（初級）
仏師

小倉

正道

講座
1Day

仏像を彫るというと、とても難しく、自分には無理と諦めて
しまう方が多いようです。しかし、この講座では気軽に取り組
めるように計画しています。
レリーフから始めて、彫刻刀の持ち方や基本的な彫り方を学
びます。限られた時間内での制作になりますが、自分のペース
で進めていただいています。
次第に形になっていく感動を味わってみませんか。

プロフィールはP.34をご覧ください。

［入門］七福神レリーフ（制作約6時間）、
［初級1］如来レリー
フ（制作約12時間）、［初級2］観音菩薩レリーフ（制作約12
時間）、［初級3］地蔵菩薩立像（6寸、制作約20時間）、［初
級4］白衣観音菩薩立像（7寸、制作約20時間）
※初心者は入門から始めます。1期間レリーフ1枚が目標です。
※制作時間は目安です。講座内で仕上がらない場合は、ご自
宅でお作りいただくことになります。
※新規の方は、彫刻刀代（約9,000円～）が必要になります。

F-15

やさしい和洋の袋もの
～手づくりを楽しむ～
大澤和子袋もの研究所主宰

10：00～12：00

大澤

実千世

1/18、2/1、2/15、3/1、3/8（水・5回）
10：00～12：00 受講料 21,000円（内・教材費 10,500円）

ビーズアート
ビーズアートインストラクター

工藤

裕子

翔

FlFr花の学院ハーモニックフラワーズ学院長

中村

翔

お花を学びはじめる方、どの講座が適しているか迷っている
方に最適なクラスです。
基本形・プリザーブド・ウェディングブーケ・選択科目のい
けばな等、花を総合的に学びます。
もちろん将来、師範・講師の資格取得も可能です。

ワーアレンジ、季節の花材を使った応用型やシーズンごとのイ
ベント装花を学びます。
なお、AクラスとBクラスは別の内容です。
また、Bクラスではいけばなの講習も可能です。
※2期目以上の方は、一部別カリキュラムを行います。

K

2/1、2/15、3/1、3/15（水・4回）
受講料 6,200円 ※別途教材費 １回2,000円～（持ち込み可）

Y

プロフィールはP.36をご覧ください。

基本形やバスケットアレンジ、プリザーブドフラワーアレンジ、
そのほかに、ブライダルの装身花やイベントの装花を学びます。
※2期目以上の方は、一部別カリキュラムを行います。

講座
1Day

18：30～19：55

L

キッチン

人気のフラワーデザインを基礎からしっかり学びます。
ラッピングやカラーコーディネートもあわせて学びましょう。
もちろん将来、師範・講師の資格取得も可能です。
基本形、バスケットアレンジとリボンワーク、コサージュ、ウェ
ディングブーケなどのブライダル装花、そしてプリザーブドフラ

プロフィールはP.36をご覧ください。

G

学

中村

F

語

FlFr花の学院ハーモニックフラワーズ学院長

C

健康・スポーツ

３．ボタニカルアクセサリー
草花をテーマにしたネックレスを作ります。
４．ネックレス
竹ビーズを使用して作ります。
５．ネックレス
ツインビーズを使用して作ります。
作品の作り方は、同じことの繰り返しがほとんどですが、で
きあがりまでには時間がかかりますので、講座内で仕上がらな
い場合は、ご自宅でお作りいただくことになります。

A 1/18、2/1、2/15、3/1、3/15、3/22（水・6回）10：45～12：10
B＆いけばな 1/21、2/4、2/18、3/4（土・4回）10：45～12：10
受講料 A ９,300円 ※別途教材費 1回2,000円～（持ち込み可）
B ６,200円 ※別途教材費 1回2,000円～（持ち込み可）

基礎からの中村翔
フラワーアレンジメント
A、B &いけばな

はじめてのフラワー
総合講座・夜間

プロフィールはP.35をご覧ください。

B

芸術・文化

裕子

A

生活・社会

工藤

針と糸を使用して、オリジナルの作品を作ってみませんか？
海外ではオフルームと呼ばれ、古くから親しまれてきた人気
のビーズクラフトで、プレゼントにも最適です。作り方は比較
的簡単で、同じことの繰り返しがほとんどなので、初心者にも
オススメの講座です。ご希望により、資格取得も可能です。
１．バッグチャーム～うさぎ～
2023年の干支をブリックステッチで作ります。
２．ネックレス
スパイラルステッチで作ります。

F-19

３．パールネックレス
パールを使用して、ネックレスを作ります。
４．ペンダントトップ
クリスタルビーズを使用して、ペンダントトップを作ります。
５．ジュエリークロッシェで作るネックレス
レース糸にビーズを通し、編むことでアクセサリーに仕上
げます。

1/18、2/1、2/15、3/1、3/8（水・5回）
10：00～12：00 受講料 21,000円（内・教材費 10,500円）

ビーズステッチ
ビーズステッチインストラクター

F-18

プロフィールはP.35をご覧ください。

S

文学・歴史

スワロフスキーや天然石を使用して、
オリジナルの作品を作っ
てみませんか？ ジュエリー感覚のアクセサリーや動物などのモ
チーフも作成します。初心者の方でも楽しみながら作ることが
できるカリキュラムです。ジュエリークロッシェという技法にも
挑戦します。ご希望により、資格取得も可能です。
１．リング
初めての方でも簡単に作れるリングです。
２．ネックレス
クリスタルビーズを使用して、ネックレスを作ります。

F-17

えますが、高級感はあります。内容豊
かで楽しい講座です。
教材のすべてに型紙が付き、また参
考テキストとして5冊の著書もあります
ので、復習ができます。
お一人おひとりに合わせて進めますの
で、完成の喜びを体験できます。

教育・心理

F-16

プロフィールはP.34をご覧ください。

聖徳講座

日本の袋ものに携わる者として、製作技術を多くの作品を通
して次世代へと伝えたいと願っています。
そして、身についた技術は他の作品にも応用ができます。
今期は、ベンリー金具を使ったバッグとコンパクト札入れを
作ります。バッグは金具を通す作りなので、本体をいくつも作っ
てTPOに合わせられます。
ご自分の布地で作り、手紐も手提げ、ショルダーとご自由で
す。龍村美術織物で作る札入れは、薄く小さいので便利に使

2/1、3/1、3/22（水・3回）
受講料 6,300円 ※別途教材費 7,700円～

F-20

聖徳講座

S

教育・心理

A

押し花初級コース
～花たちのアートハーモニー～
ふしぎな花倶楽部本部講師
アトリエ敏主宰
ふしぎな花倶楽部本部講師

文学・歴史
生活・社会
芸術・文化

F

健康・スポーツ

G

語

L

学
キッチン

K

Y

渡邊
渡邊

敏子
朋子

やすらぎを与えてくれる草花たち、旅先で出合った花、庭に
咲く花、記念日の花等、自然の色をそのまま残せたらステキで
すね。
草花の採集、乾燥方法、保管の仕方を学び、いつまでも自
然の色を楽しめる花絵額や、はがき等の小物作品も思いのま
まに作ります。
世界に1つしかない自分だけのオリジナル作品です。

F-21

レカンフラワー初級コース
～花の色と形がそのままアートに～

B

C

1/27、2/24、3/24（金・3回）
10：00～12：00 受講料 15,300円（内・教材費 9,000円）

レカンフラワー本部講師
アトリエ敏主宰
レカンフラワー講師

楽しく上達出来る書道
謙慎書道会常任理事

渡邊
渡邊

敏子
朋子

楽しく上達出来る書道
謙慎書道会常任理事

海野

壽山

プロフィールはP.37をご覧ください。

1回目 花の作り方
生花のジュエルサンドを使った乾燥方法を学ぶ
BOXカード作り
2回目 BOXの中にご自分で乾かしたお花を入れて密封
3回目 色の変わらないD-CAN密封（写真サイズ）

プロフィールはP.34をご覧ください。

・考える力、見る力を養う
・紙面のどこに書けば良いのか（真ん中は真ん中ではない）
・白を知り黒を守る（形ではなく、余白に目が行けば一流）
・趣味より本格の書への足がかりをつける
※条幅作品や自作も指導しています。
※新規の方で、著名な書道展に出品経験がある方は、事前（お
申込み時）にお伝えください。

1/18、1/25、2/1、2/8、2/15、2/22、3/1、3/8、3/15、3/22
（水・10回）13：00～14：25 受講料 15,500円 ※別途教材費 700円～

海野

壽山

毎回、半紙作品を一枚以上制作し、そこに学ぶべき基礎練
習を取り出し、腕に少し覚えのある方からレベルに応じて指導、
そして課題が本格的に書けていく愉しみを感じてもらいながら
進めていきます。
・書き順や字形を詳しく解説
・執筆法の重要性を知る
・文字の軸移動学習でより美しい字に

F-24

2/3、3/3、3/31（金・3回）
受講料 15,400円（内・教材費 9,100円）

1/20、1/27、2/3、2/10、2/17、2/24、3/3、3/10、3/17、3/24
（金・10回）13：00～14：25 受講料 15,500円 ※別途教材費 700円～

毎回、半紙作品を一枚以上制作し、そこに学ぶべき基礎練
習を取り出し、まったくの初歩の方から腕に少し覚えのある方
まで、レベルに応じて指導、そして課題が少しずつうまく書け
ていく愉しみを感じてもらいながら進めていきます。
・書き順や字形を詳しく解説
・横画、縦画の引き方（強い線を引く裏ワザ）
・転折の書き方（筆の通しが決め手）

F-23 （入門～上級レベル）

1回目 花はがき作り（レッスンテキスト、はがき、
ピンセット、花レジン、押し花）
2回目 花の押し方、保管の仕方
（押し花M3乾燥マット、花和紙、保管袋、押し板）
3回目 押し花を包材密封 フレームスタンド作り
（はがき、キャンパスはがき、額立て、スポンジ）

10：00～12：00

レカンフラワーは、花や植物を立体のまま乾燥させ、変色
防止加工を施した作品に仕上げる新しい技法です。
花の乾燥、保管、変色防止方法などの基本技術と、楽しさ
を学ぶ内容となっています。
レカンとは、フランス語で宝石箱の意味です。
自分だけのオリジナル作品を作りましょう。
立体感のあるすてきな額に感激されることと思います。

F-22 （入門～中級レベル）

プロフィールはP.37をご覧ください。

プロフィールはP.34をご覧ください。

・紙面のどこに書けば良いのか（真ん中は真ん中ではない）
・白を知り黒を守る（形ではなく、余白に目が行けば一流）
・考える力、見る力を養う
・趣味より本格の書への足がかりをつける
※条幅作品や自作も指導しています。
※新規の方で、著名な書道展に出品経験がある方は、事前（お
申込み時）にお伝えください。

1/20、1/27、2/3、2/10、2/17、2/24、3/10、3/17、3/24、3/31
（金・10回）13：00～14：25 受講料 15,500円 ※別途教材費 650円～

かな書道
元聖徳大学講師（書家）

大貫

水声

講座
1Day

百人一首を題材に、日本人が創り育てたかなの美しさを筆
と墨で学び、かな独得の造形美、連綿によって生まれる流動
美、墨の濃淡が描く墨景色、変体かなを組み入れる創造性、
紙面における余白の活用など、筆先から、日本人ならではの
感性が磨き上げた伝統美が生まれる楽しさを味わっていただき
たいと思います。
・かな学習の基本 用具の扱い方、ひらがな単体
・変体かな 日本語に漢字の音をあてた万葉かな

プロフィールはP.34をご覧ください。

・連綿 文字の配列に変化を与え、連綿を美しくする
・和歌4行書（手本の揮毫により筆の運びなどを理解、かな
の造形、連綿による流動美を学習）
・ちらし書（紙面における余白の活用などを学習、料紙を使用、
墨色や線質の違い）
・色紙、短冊、扇面の様式について説明、その後実技指導に
入る

F-25

1/20、1/27、2/3、2/10、2/17、2/24、3/10、3/17、3/24、3/31
（金・10回）10：00～11：25 受講料 15,500円 ※別途教材費 650円～

かな書道上級
元聖徳大学講師（書家）

大貫

水声

りくちょう

1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、2/21、2/28、3/7、3/14、3/28
（火・10回）11：00～12：25 受講料 15,500円

入門・篆刻、六朝書道
元聖徳大学講師

那須

大卿

エゴスキュージャパン認定セラピスト

宮﨑

信弥

ぎ

か

ひ

C

プロフィールはP.37をご覧ください。

F

また、エゴスキュー・メソッドは、解剖学的、生理学的、生
体力学的な原則に基づいた運動療法です。
その効果は、運動能力のアップにもつながります。
無理のない簡単な運動で、姿勢を改善し、痛みと無縁の生
活をみんなで送りましょう。

G

健康・スポーツ

とも子

プロフィールはP.34をご覧ください。

■立禅（心の準備）、スワイショウ（体の準備）
■八段錦前半（第１段～第４段）
■楊名時２４式太極拳通し稽古
■楊名時２４式太極拳部分稽古
①第16式 ②第17式 ③第18、19式
④第20、21式 ⑤第22、23、24式 ⑥総復習
■八段錦後半（第5段～第8段） ■立禅、スワイショウ
※動きやすい服装と素足（寒い場合は靴下着用）で行います。

語

L

学
キッチン

K

1/20、1/27、2/10、2/24、3/10、3/24（金・6回）
13：00～14：25 受講料 9,300円

健康太極拳 午後クラス
楊名時太極拳師範

い

芸術・文化

加藤

健康を求めて太極拳を楽しみます。「楊名時24式太極拳」
の動きに親しみながら、毎回２式程度の部分稽古をいたします。
今期は、第16式～第24式の練習を予定しています。また、
優れた医療体術である気功「八段錦」の動きと呼吸を学んで、
健康作りに役立てます。まずは、良い姿勢でゆっくり動くこと
に慣れましょう。心身の緊張を取り除いて、ゆったりと身体を
動かしますので、「気血」の流れが良くなり、驚くほど柔軟な
身体になっていきます。楽しんでていねいに習得してまいりま
しょう。

G-3

て

1/20、1/27、2/10、2/24、3/10、3/24（金・6回）
10：30～11：55 受講料 9,300円

健康太極拳 午前クラス
楊名時太極拳師範

りゅうもん に じ ゅ っ ぴ ん

1/23、1/30、2/6、2/13、2/20、2/27、3/6、3/13（月・8回）
A 10：45～12：10 B 13：00～14：25 受講料 12,400円

「痛みや多くの健康問題は、体のゆがみが原因」と、ご存知
でしたか？
腰痛、肩こり、膝痛、股関節痛、偏頭痛、ヘルニア、狭窄症、
坐骨神経痛、顎関節症、外反母趾などなど…誰でもできる簡
単な動きで体のゆがみを正すことで、これらの痛み解消を目指
していきます。

G-2

B

六朝書道は、中国六朝時代（400年代）の野性味あふれる
力強い書を学びます。
直線的で迫力と鋭さが漲る「龍門二十品」を中心として、さ
らに気宇雄大、ゆったりとした力強い用筆の「鄭羲下碑」など
魅力的な書を学びます。
初歩の方は、墨のすり方、筆の持ち方などから始め、基本
点画を学びます。

生活・社会

腰・肩・ヒザなどに対応！
痛み解消をめざす運動療法A、B

プロフィールはP.36をご覧ください。
りくちょう

文学・歴史

篆刻は方寸の世界といわれるように、まことに小さな世界で
すが、その中に汲めども尽きぬ深い味わいがあります。
姓名印や蔵書印、封緘印、賀状にも応用できる吉語印など、
種々さまざまな印を刻して技術と鑑賞力を高めます。
全く初めての方から、展覧会出品者に至るまで、楽しく学ん
でいます。

G-1

A

教育・心理

F-26

S

・古筆の臨書学習
㋑寸松庵色紙…徳川時代の武家茶人であった佐久間将監真勝
の茶室の名称で、その線は緊張度が高く、しかも軽妙なち
らし書き、行間の変化も自然で非凡な手腕がうかがわれま
す。
㋺関戸本古今集
・新古今和歌集 ・半紙ちらし書（上級）の学習
・手紙、細字の学習 ・書道展出品指導

聖徳講座

※かな書道の経験が3年以上の方を対象とします。
・かな条幅の学習
㋑用具の準備…筆、墨（青墨）、硯、加工紙など。
㋺ 1 期目は、俳句を半切1/2に書きます。
２期目からは、古今和歌集を半切に書きます。
㋩大字かなの筆の使い方による線質の色々、墨色（量）によ
る墨景色、書かれた黒の線に対する余白の美などを楽しく
学びます。

プロフィールはP.34をご覧ください。

加藤

とも子

■立禅（心の準備）、スワイショウ（体の準備）
■八段錦前半（第1段～第4段）
■楊名時24式太極拳通し稽古
■楊名時24式太極拳部分稽古
①第16式 ②第17式 ③第18、19式
④第20、21式 ⑤第22、23、24式 ⑥総復習
■八段錦後半（第5段～第8段） ■立禅、スワイショウ
※動きやすい服装と素足（寒い場合は靴下着用）で行います。

Y
講座
1Day

楊名時老師の求める「心・息・動」を大切にしながら、お
互いの健康を願って楽しく学びます。
今期は、第16式～第２４式の練習を予定しています。また、
優れた医療体術である気功「八段錦」の動きと呼吸を学んで、
健康作りに役立てます。良い姿勢でゆったりていねいに動いて
いるうちに、次第に深く長い呼吸が身につき、心も安定してき
ます。
講座では基本功も取り入れ、型も繰り返し稽古しますので、
安心してご参加ください。

プロフィールはP.34をご覧ください。
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