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※この情報誌に掲載されている全ての講座・イベントは、新型コロナウイルス感染拡大の影響により変更・中止する場合があります。

花を楽しもう♪
フラワーアレンジ入門

自宅にお花を飾ってみたい方や今よりちょっと素敵
にあしらいたい方に、基本や特徴をお教えしながら
毎回作品を作ります。
■講　師／野村�優子（ＥＦＤ連盟認定講師）
■会　場／日進市民会館�工芸室
■定　員／12人　■受講料／600円　
■教材費／6,000円
■プログラム（水曜日・全3回／10：00～12：00）
1月25日 フラワーアレンジの基本・知識～作品制作①
2月22日 フラワーアレンジ・ステップアップ～作品制作②
3月� 1日 プリザーブドフラワーの基本・特徴～作品制作③

■持ち物　ハサミ、カッターナイフ、ピンセット、作品を持ち帰る袋　
■託児あり

申込締切
12月22日
（木）

実家の相続で子世代が
後悔しない秘訣を学ぶ

将来の実家相続に漠然とした不安や心配事をお持
ちの方にお勧め。今から備えておきたい大切な５
つのポイントが分かり易く学べます。
■講　師／後藤�明（日本ＦＰ協会認定ＣＦＰ®）
■会　場／日進市民会館�2階会議室
■定　員／15人　■受講料／600円　
■プログラム（火曜日・全3回／10：00～12：00）

1月17日 実家の相続に関わり、子世代に降りかかる様々な後悔する出来
事とは！？

1月24日 将来の相続で後悔しないために備えておくべき事項とは！？

1月31日 あらかじめ知っておきたい相続で役立つ制度のその正しい使
い方とは！？

■持ち物　筆記用具

申込締切
12月22日
（木）

　学習プログラム（全3回）

2/17 もちつもたれつの人間関係

2/24 豊かなこころを作るからだの役割

3/3 健やかに生きるヒント～脳もヒトも“協力”が大事

時　　間 14：00～15：30
定員・対象 ２０名
受 講 料 ９００円
持 ち 物 筆記用具

講　　師
��①2月17日　心理学部　教授　高木浩人　
��②2月24日　心理学部　教授　石田光男　
��③3月��3日　心理学部　教授　八田純子

会　　場 日進市民会館　３階大会議室
申込締切 １月２５日（水）

金曜日 開催 〔愛知学院大学連携講座〕 こころ・からだ・かかわり
健やかで豊かな生活を送るには、こころ、からだ、人とのかかわりが大切です。この講座では3つの視点から、そのしくみをひもときます。

大学連携講座  生涯学習係
☎ 0561-73-4191

・応募者が定員を超えた場合は、抽選になります。
・小学３年生以下のお子様がご参加される場合は、保護者と一緒にお申し込みください。

・受講希望者が５人に満たない場合は開講を見合わせることがあります。
・定員に満たない講座は、締め切り日以降も電話またはインターネットにて受け付けますので、お問い合わせください。

注意事項

申込方法は1ページをご参照ください。

　学習プログラム（全3回）

1/31 バリ島の多様な伝統芸能

2/7 バリ島における祭りと伝統芸能

2/14 バリ島における観光と伝統芸能

時　　間 １４：００～１５：３０
定員・対象 ２０名
受 講 料 ９００円
持 ち 物 筆記用具

講　　師 人文学部日本語日本文化学科
教授　嘉原優子

会　　場 日進市民会館　２階会議室
申込締切 １月１６日（月）

火曜日 開催 〔中部大学連携講座〕 バリ島の祭りと芸能	
インドネシアのバリ島は、ビーチリゾートとして有名なだけでなく、神々と芸能の島として知られています。毎日、島のどこかで祭りが繰り返され、舞踊や
音楽、影絵や仮面劇が奉納されてきました。神や王のためにあった芸能は、近年、観光客を魅了する重要な文化資源となり、新たに観光芸能という形態
を生み出しています。本講座では、祭り・芸能・観光を通してバリ島の伝統文化を概観します。
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名古屋学芸大学連携講座

注意事項 実施方法が「Zoom」形式の講座は、受講方法が２種類あります。お申込の際に受講方法をお知らせください。
どちらの方法も講師への質問等やりとり可能です。　※会場に講師は来ません。

ご自宅等で
受講

〈定員なし〉

■�Zoomに接続できるインターネット環境（パソコン、スマート
フォン）が必要です。
■�通信にかかる費用はご自身の負担となります。
■�受講するために必要なID、パスワードは受講料納入後にお知
らせします。

会場で
受講

〈定員あり〉

■�パソコンやスマートフォンの操作が苦手な方のため
に、聴講会場をご用意します。
■�スクリーン等に投影して受講します。各自の機材は必
要ありません。

※申込方法は1ページをご覧ください

食の安全・安心を考えましょうー食品添加物と健康食品についてー
健康で長生きするために「食べてよいもの・悪いもの」。現在、食品の安全に関する様々な情報が、メディアを通じて皆さんの耳に入ります。気になる「食
品添加物」と「健康食品」を例に、正しいリスクを判断し、有意義な食生活が送れるようサポートします。※昨年度開催の講座と同じ内容になります。

日　　程 2/14（火）10：００～11：３０ 定　　員 20名 受 講 料 300円

会　　場 日進市民会館�2階視聴覚室 申込締切 1月22日（日）

講　　師 管理栄養学部管理栄養学科��講師��伊藤�勇貴

見える色、感じる色　－色の効果と私たちの暮らし－
私たちの身の回りには、たくさんの色があふれています。いつも当たり前のように色に囲まれて生活をしていますが、色は私たちの生活を快適で豊か
なものにするための重要な役割を担っています。この講座では、光と色の関係や色の心理的効果、ファッションと色彩との関わりを中心に、講師がこれま
でに行った研究の結果を紹介しながらお話しします。

日　　程 2/21（火）10：3０～12：0０ 定　　員 20名 受 講 料 300円

会　　場 日進市民会館�2階会議室 申込締切 1月29日（日）

講　　師 メディア造形学部ファッション造形学科��講師��鷲津�かの子

　学習プログラム（全3回）

2/25 植物のかおりの世界
～植物のかおりを害虫防除へ～

3/4 微生物は敵か味方か！？
微生物を利用した植物保護技術

3/11 土と持続可能な未来

時　　間 １０：００～１１：３０
定員・対象 20名
受 講 料 ９００円
持 ち 物 筆記用具

講　　師
��①２月２５日��農学部　教授　上船雅義
��②３月��４日��農学部　助教　藤原和樹　
��③３月１１日��農学部　教授　村野宏達

会　　場 日進市民会館　2階会議室
申込締切 2月6日（月）

土曜日 開催 〔名城大学連携講座〕 生き物・環境と農業のお話し	
80億人の世界の人々の食べ物をつくるのに、多くの化学農薬や肥料が使われていますが、その方法では持続的ではなく、限界に達していると考えられ
ています。そこで生き物や環境そのものが持つ能力を活かして食べ物をつくろうという流れが、世界や日本で起きています。この講座では、これからの
持続的な食べ物つくりにかかわる生き物と環境についてわかりやすくお話しします。第1回は植物の香りが持つ能力とその能力による害虫防除を，第2
回は微生物を利用した防除や生産現場での利用可能性を，第3回は私たちが食べて生きていくことと土の関係といった内容になる予定です。

　学習プログラム（全3回）

3/4 マナーの基礎・身だしなみ・挨拶

3/11 表情・言葉遣い

3/18 立ち居振る舞い

時　　間 １０：30～12：0０
定員・対象 ２０名
受 講 料 ９００円
持 ち 物 筆記用具、3/11のみ手鏡

講　　師 現代国際学部　国際教養学科
准教授　今泉景子

会　　場 日進市立図書館　1階第2・3会議室
申込締切 ２月12日（日）

土曜日 開催 〔名古屋外国語大学連携講座〕 ホスピタリティマナー講座
マナーは相手への思いやりの気持ちを表現する大切なものです。この講座では、人に好感を与えるにはどうしたらいいのか、どのような気持ちで接する
といいのかなど、エアラインのグランドスタッフとしての経験を通して学んだホスピタリティやマナーを実践を交えながらお伝えします。
★ホスピタリティとは…思いやり、おもてなしという意味です！！
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※この情報誌に掲載されている全ての講座・イベントは、新型コロナウイルス感染拡大の影響により変更・中止する場合があります。

笑顔をつくって健康に！
笑いが健康に与える影響を科学的に説明し、笑いやすい体質になるコツをお伝えします。コロナ禍のマスク生活が長引いて、ついつい無表情になって
いませんか？作り笑いをするだけでも笑った時と同じ効果が得られるという報告もあります。簡単なお顔の体操を紹介しながら、皆さんと一緒に笑顔で
健康づくりをしたいと思います。

日　　程 3/7（火）10：００～11：３０ 定　　員 20名 受 講 料 300円

会　　場 日進市民会館�2階会議室 申込締切 2月12日（日）

講　　師 看護学部看護学科��講師��神谷�智子

障がい特性から”できること”の発見へ
障がいを持つ人々や子どもたちとの創作活動を通し、いつも感じることは一人ひとりが持つ感性や表現の豊かさです。その個々が持つ障がい特性をど
のように理解し、能力へつなげ、生かすことができるでしょうか。デザイン的な考え方によるアプローチで試みた、障がい特性から”できること”の発見に
ついて考えてみましょう。

日　　程 2/22（水）10：3０～12：0０ 定　　員 20名 受 講 料 300円

会　　場 日進市民会館�3階大会議室 申込締切 1月29日（日）

講　　師 メディア造形学部映像メディア学科��准教授��草野�圭一

言葉や遊び・・・発達が気になるお子さんの子育てについて
幼稚園・保育所では言葉や身体の動きなどを他のお子さんと比べがちです。そうした中で、ついつい大人の都合でお子さんを褒めたり叱ったりしては
いませんか。適切な言葉かけとスキンシップはお子さんの健やかな成長には欠かせません。余裕があれば、お子さんの育ちを温かく見守る優しい保護
者になれます。

日　　程 2/23（木・祝）10：００～11：３０ 定　　員 20名 受 講 料 300円

会　　場 日進市民会館�2階会議室 申込締切 1月29日（日）

講　　師 ヒューマンケア学部子どもケア学科��特任教授��吉村�匡

［Zoom講座］ 聞くだけでなく伝えていこう、健康長寿の話
伝えることは誰にでもできる健康長寿の大事な1歩。一緒に1歩健康に踏み出しましょう！この機会に健康長寿の話のネタを手に入れて、みんなで健康
を広めましょう！※昨年度開催の講座と同じ内容になります。

日　　程 2/17（金）10：００～11：３０ 申込締切 １月２5日（水） 受 講 料 200円

実施方法 Zoom（聴講会場：日進市民会館�2階視聴覚室　定員20名）

講　　師 管理栄養学部管理栄養学科��講師��松下�英二

［Zoom講座］ オーラルフレイルを予防しましょう！～一に健口、二に健康、三四がなくて五に健幸！！～
「オーラルフレイル」という言葉をご存知ですか？これは”老化のはじまりを示すサイン”として注目されています。オーラルフレイルを予防することは、
全身の健康維持にもつながります。オーラルフレイルに早めに気づき、予防、改善することで健康長寿をめざしましょう。

日　　程 3/11（土）10：００～11：３０ 申込締切 2月15日（水） 受 講 料 200円

実施方法 Zoom（聴講会場：日進市民会館�3階大会議室　定員20名）

講　　師 看護学部看護学科��教授��穴井�美恵




