
3月9日（木）１０時から受付開始、【7月期】は6月１日（木）１０時から受付開始

※金額には消費税が含まれています。

講座名

講師名

講義日時

受講料 会員 9,900 円

（6回分） 一般 13,200 円

教材費

講座内容 　

講座名

講師名

講義日時

受講料 会員 8,800 円

（4回分） 一般 10,450 円

講座内容 　

　人生90年、100年を見据え、最期まで自立生活が送れるための食事・栄養、運動・体力つく
り、認知症予防の心得、快眠・快便・快浴について専門家がわかりやすく解説します。

4/20　田中　日本一のピンピンコロリ県は青森県？　なぜ？
　　　　　　　　高血圧に塩分はダメ　熱中症死亡の防止には塩分が必要
　　　　　　　　コレステロールは高いと本当に危険？　専門家で見解が二分するわけ
　　　　　　　　骨密度の低い日本人で骨折率が低いわけ
　　　　　　　　がん予防のための食事・栄養
　　　　　　　　メタボ対策の食事・栄養、フレイル(要介護化)対策の食事・栄養
5/18　大月　元気長寿・認知症予防のための基本ストレッチ3種＋簡単かつ効果的な筋トレ
　　　　　　　　3種＋尿失禁対策の骨盤底筋運動
6/15　大月　脳トレ3種＋座位での楽しい有酸素運動＋座位でのヨガ＋フレイル(要介護化)
　　　　　　　　対策としてのミニ講義
7/20　田中　70歳から10年で2-3歳しか老化しないスマートライフ(賢い生き方)

第3木曜　１０時～１２時

①4/20    ②5/18　  ③6/15  　④7/20  　

Ｎew！「見る」サイエンス講座～世界は波であふれてる

坂元　眞一

（サイエンス・メディア・ラボ 科学コミュニケーター）

第4水曜　13時30分～15時

①4/26　    ②5/24    　③6/28　

④7/26　    ⑤8/23      ⑥9/27　

300円（1回分）

Ｎew！健幸華齢～人生100年時代に備える～
　　　　　元気長寿ｖｓ健幸華齢

田中　喜代次

(筑波大学名誉教授、日本介護予防・健康づくり学会会長、THF代表取締役)

大月　直美

(筑波大学大学院修了、健康運動指導士、THF所属)

　身の回りの様々な現象、そしてミクロの素粒子や宇宙の姿にも、〝波″がたくさん隠れて
います。〝波の実験″を観察しながら、その不思議な世界を訪れてみませんか。

4/26　色（光は波、分光と偏光、実験と工作）　持ち物：紙用の糊・はさみ・セロハンテープ
5/24　時間（古代ギリシャ時代からアインシュタインまで）
6/28　時間（時空図による相対性理論、エントロピー増大則）
7/26　魔法（ニュートリノ振動、重力波）
8/23　素粒子（点粒子に基づく見方）
9/27　素粒子（場の考え方による見方）
※4/26、9/27を除き、実験を行います。



講座名

講義日時

受講料 会員 13,200 円

（５回分） 一般 16,500 円

講座内容 　

講座名

講師名

講義日時

受講料 会員 17,600 円

（10回分） 一般 20,900 円

講座内容 　

講座名 音楽を楽しむ

講師名 臼井　英男

茨城大学名誉教授

講義日時 第１、第３火曜　１０時１０分～１２時１０分

受講料 会員 14,080 円

（8回分） 一般　 17,380 円

講座内容 　

　オペラの序曲やアリア、交響曲及びピアノやヴァイオリンなどの器楽曲や協奏曲などから、
世に知られた名曲を取り上げ、解説いたします。

火曜　１４時～１５時３０分

　　　　Ｎｏ　Ｉｍａｇｅ

①   4/18 お茶で若く美しくなる

　　　大森 正司 (大妻女子大学 名誉教授)

②   5/16 知って得する茶道のいろは ⑤煎茶と点茶

　　　筒井 紘一（茶道資料館 顧問）

③   6/20 茶の湯と宗教ー茶の湯十講・その10ー

①4/4 　②4/18　 ③5/2 　④ 5/16    ⑤6/20

　　　熊倉 功夫（MIHO　MUSEUM 館長）

④   7/18 曜変ー「稲葉天目」物語

⑤   9/19 月見を楽しむ～趣向・道具組・茶花～  　

　　　岩田 宗玹 (茶道茶花研究家)

　あらゆる芸術の集大成である「茶の湯」。
「茶の湯と周辺の文化」をテーマに、著名な研究者が講義します。また、講義によっては講師
の茶道具がご覧いただけます。

　時代とともに変わるヨーロッパの近代美術を見ていきます。作家たちが、時代の流れにど
の様な影響を受けて作品を描いたのか、その作品に込めた思いや狙いを、画家の目から解
き明かしていきます。

　　　長谷川 祥子 （静嘉堂文庫美術館 主任学芸員）

⑥7/4　 ⑦7/18   ⑧9/5　　　

①4/14 　②4/28　 ③5/26 　④6/9 　 ⑤6/23

⑥7/14   ⑦7/28　 ⑧8/25 　⑨9/8　　⑩9/22

（二科会会員、常磐短期大学名誉教授）

第2、第4金曜　１０時～1２時

ヨーロッパ美術と絵画鑑賞

鎌田　道夫　

茶の湯と周辺の文化　　【茶の湯シリーズ80】



講座名

講師名

講義日時

受講料 会員 3,300 円

（6回分） 一般 6,600 円

講座内容 　

講座名

講師名

講義日時

受講料 会員 13,200 円

（６回分） 一般 16,500 円

講座内容 　

講座名

講師名

講義日時

受講料 会員 13,200 円

（６回分） 一般 16,500 円

教材費

講座内容 　

④7/22　　⑤8/26　　⑥9/23

　考えることは楽しいことです。考えることは自分の知っていることを足掛かりに、より深く掘り
下げることです。数学の予備知識は前提としません。楽しむことは大切です。新しい時代に
ふさわしい思考法が身に付きます。

10,800円（６回分）

　
　たんぱく質、カルシウムなどの栄養のバランスが良く、消化吸収、代謝の良いチーズ。
　4月期も、毎月3種類以上の（試食チーズ）を取り上げて紹介します。6か月で18種類以上の
チーズを紹介し、関連するチーズ知識・情報を紹介する予定です。

　書くことによって感じる心が深まり、考える力も増します。毎回皆が書いた文章についてお
互いに話し合い、楽しく表現力を高めていきます。

チーズを楽しむ

第２日曜　１４時～１６時　　※特定週変更

①4/9　　　②5/14　　　③6/11

④7/9　 ※⑤8/20 　 　⑥9/10

（チーズプロフェッショナル協会顧問）

木榑　博

（茨城女子短期大学前学長）

第４土曜　１４時～１６時

①4/22　　②5/27　　③6/24

渡邉　信

（元東海大学数学科教授）

第３木曜　１０時～１２時 　※特定週変更

①4/20　　 　②5/18　　　　③6/15

④7/20 　 ※⑤8/24　 　※⑥9/14

楽しい文章トレーニング

小野　孝尚

楽しい数学・考える楽しさ

チーズ.jpg


講座名

講師名

講義日時

受講料 会員 13,200 円

（６回分） 一般 16,500 円

講座内容 　

講座名

講師名

講義日時

受講料 会員 17,600 円

（１０回分）一般 20,900 円

講座内容 　

講座名

講師名

講義日時 日曜　１０時～１２時

①、②座学70分+動画解説40分

受講料 会員 6,600 円

（3回分） 一般 8,250 円

講座内容 　

　声を出すこと、表現すること、楽しいですよね。同じ物語でも、朗読する人によって解釈も十
人十色。さぁ、一緒に声を出して朗読してみましょう！そして、読みの基本を知りたい方のた
めに、発声、発音、アクセントの基本も押さえます。

基本がわかる！朗読講座

林　美津子　
（フリーアナウンサー、元宮崎放送アナウンサー、茨城放送パーソナリティー）

第２、第４金曜　１０時～１２時

⑥6/23 　 ⑦7/14 　⑧7/28　　⑨8/25　　⑩9/8

　サザコーヒーが世界のコーヒー品評会で優勝したコーヒーを味覚だけではなく頭で飲みな
がら、その歴史と抽出方法を学びます。

楽しいコーヒーの文化と抽出方法＜貴方だけのコーヒーを作りましょう＞

①4/14  　②4/28　 ③5/12  　④5/26  　⑤6/9

鈴木　誉志男

（サザコーヒー会長、日本コーヒー文化学会副会長）

第４火曜　１４時～１６時

④7/25 　　⑤8/22　 　⑥9/26

①4/25　 　②5/23　 　③6/27

  植物の構造や自然のしくみを通じて、樹木剪定の基礎を理論的に学びます。実例としてサ
ザンカ縮小剪定の始終を動画でお見せしながら、１本の樹の剪定手順・枝選び・切る位置の
考え方を解説します。また、花が咲くしくみから花木や果樹の剪定の考え方を学びます。

（国立科学博物館筑波実験植物園  屋外圃場班リーダー、

植物と自然のしくみから学ぶ樹木剪定の基礎

二階堂　太郎

　樹木医、学芸員）

③座学60分+近隣の樹木観察50分

①4/9　 　②4/23　 　③5/14



講座名 「常陸の探鳥地百選」を作りましょう！（館外）

講師名

講義日時

受講料 会員 18,700 円

（10回分） 一般 25,300 円

講座内容 　

⑥8/20ひたちなか市市毛(若衆宿から本格宿に変身するツバメのねぐら)

⑦11/5筑西市小栗城址(冬鳥のお出向かいと内外大神宮例祭のお神楽)

⑧12/17土浦市虫掛(冬の湿地で手強い鳥探し)

⑨1/7行方市麻生羽黒山公園(忘れ去られた麻生藩の遺産)

⑩2/4大洗町成田町松川(カモを見るなら夕日の郷松川)

　毎日見る鳥が気がかりと思う方にお勧めです。意中の鳥から思いがけぬ鳥まで、ゆっくり、
しっかり、鳥と観察地を観察し、茨城の自然を見なおしながら、お楽しみ下さい。
※館外講義は現地集散となります。
※開催場所、講義日時は鳥の出現状況により変更することがあります。

池野　進

（日本野鳥の会茨城県元会長）

日曜　館内：10：30～12：30　館外はその都度お知らせいたします。

①4/16小美玉市与沢(春を告げる里の鳥)

②4/30桜川市富谷山(静けさを取り戻した古刹の境内林)

③5/21 大子町北富田籠岩(眺望の利く尾根歩きとチョットしたサプライズ)

④6/4北茨城市中郷町十石堀(世界灌漑遺産を歩く)

⑤6/25小美玉市外之内(空港のそばで繁殖する鳥たち)


