
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 　

300円（1回分）

　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。

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　

　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)

大月　直美
(筑波大学大学院修了、健康運動指導士、THF所属)

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)

第3木曜　１０時～１２時

①4/20    ②5/18　  ③6/15  　④7/20  　



講座名

講師名

講義日時

受講料 会員 19,800 円

（１０回分）一般 23,100 円

講座内容 　

講座名

講師名

講義日時

受講料 会員 19,800 円

（１０回分）一般 23,100 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 　

⑥7/7 　 ⑦7/21  　⑧8/4  　 ⑨8/18　　⑩9/1

　これから油絵を始める方を対象にした入門講座です。用具の使い方、描写方法、絵具の混
色など基礎からじっくり学びます。

※モデル使用の場合、費用は各自負担となります。

⑥7/7 　 ⑦7/21  　⑧8/4  　 ⑨8/18　　⑩9/1

Ｎew！ゼロからスタート！油絵入門講座

塙　冨士夫

（二紀会委員）

第１、第３金曜　13時30分～15時30分

①4/7    ②4/21　  ③5/19  　④6/2   　⑤6/16

Ｎew！たのしい油絵

塙　冨士夫

（二紀会委員）

第１、第３金曜　１０時～１２時

　
   茨城には、魅力的な祭りが今日でも数多く伝えられています。この講座では、土浦市山ノ
荘の流鏑馬祭や大畑のからかさ万灯、常陸大津の御船祭などを、映像資料などを用いて紹
介し、その民俗学的な意味を考えます。

【その他例】つくば市小田・行方市麻生（祇園祭）、土浦市大畑（からかさ万灯）、水戸市（棒
弥勒）、鹿嶋市（弥勒踊）、他　“屋敷を守る神々—ウジガミと稲荷のまつり”、“天と人をつなぐ
神—庚申塚と庚申信仰”、“先祖を運ぶ子供たち-茨城県下の盆綱習俗”など

Ｎew！茨城の祭りと民俗

徳丸　亞木

（筑波大学人文社会系教授）

第3土曜　10時～11時30分

④7/15  　 ⑤8/19　 　⑥9/16

①4/15  　 ②5/20　   ③6/17 

①4/7    ②4/21　  ③5/19  　④6/2   　⑤6/16

　油絵の基礎をマスターしている方を対象にした講座です。個人個人の特性に合った技法を指
導し、各自自由なモチーフで制作します。



講座名

講師名

講義日時

受講料 会員 14,300 円

（１０回分）一般 17,600 円

講座内容 　

講座名

講師名

講義日時

受講料 会員 4,400 円

（4回分） 一般 6,050 円

講座内容 　

講座名

講師名

講義日時

受講料 会員 7,700 円

（5回分） 一般 9,350 円

講座内容 　

Ｎew！再発見！徳川家康

平野　明夫

（國學院大學兼任講師）

Ｎew！満州移民と茨城

　主に戦国時代を中心に、佐竹氏との関わりから県北地域の中世の城館を紹介します。
特に交通路(道)との関わりから文献史料調査の成果も生かしつつ、城の特徴などに迫り
実際に見学します。

4/ 8  水戸教室（座学）
4/15 交通の要衝となる町場に整備した城郭（常陸大宮市の部垂城、野口城）
4/29 佐竹氏の本拠となる城郭（常陸太田市の太田城）
5/13 境界地域の戦争を意識した城郭（大子西部の中世城館群、大子町内史跡）
＊見学先は変更になる場合がございます。

各市町村担当者

土曜　10時～11時30分（見学会9時～12時：現地集散）

①4/8    ②4/15　  ③4/29  　④5/13  　

伊藤　純郎

（筑波大学人文社会系教授）

第2、第4火曜　10時15分～11時45分

①5/9    ②5/23　  ③6/13  　④6/27  　⑤7/11

　国策として推進された満州移民を、「鍬の戦士」と称された満蒙開拓青少年義勇軍と、大陸
の花嫁と呼ばれた義勇軍の配偶者、大陸の母・姉となった義勇軍の寮母という視点で、茨城と
いう場から問い直したいと思います。

※テキスト代は別途いただきます。

　「どうする家康」の主人公・徳川家康。近年、家康の生涯は再発見されています。たとえば、
家康は秀吉の命によって佐竹氏の隣りに引っ越してきます。その影響とは…。最新の研究成
果に基づいて家康の生涯を見ていきます。

①家康の誕生   ②家康人質へ   ③家康の自立   ④信長と家康   ⑤謙信と家康   ⑥信玄と家
康    ⑦秀吉と家康、そして佐竹氏   ⑧天下人家康   ⑨家康の隠居   ⑩文化人家康

Ｎew！佐竹氏と県北地域の中世城館～城と交通の関わりから

Ｎｏ　ＩＭＡＧＥ

藤井　達也（水戸市立博物館学芸員）

第1、第3木曜　10時15分～11時45分

①4/6    ②4/20　  ③5/18  　④6/1   　⑤6/15

⑥7/6 　 ⑦7/20  　⑧8/3  　 ⑨8/17　　⑩9/7



講座名 Ｎew！いばらきの古墳Ⅰ･Ⅱ・Ⅲ（3講座）<2023年4月期>

受講料　 会員 各　1,734 円　　＊３講座セット　4,500円

　 一般 各　2,284 円

講座内容

    　    講師　稲田　健一（ひたちなか市埋蔵文化財調査センター）

※3講座セットでお申込みいただくと、4,500円で受講できます。
（藝文友の会会員様限定。送料込みでお得です！）

   茨城県内の代表的な古墳を取り上げ、全国の古墳文化と比較、検証し、その特徴や謎に迫ります。Ⅰ
は古墳文化の概要を、Ⅱ・Ⅲは県内の各古墳について解説します。

　　②舟塚山古墳（石岡市）/36分      講師　谷仲　俊雄（石岡市教育委員会）　　　

Ⅱ.①磯浜古墳群（大洗町）/43分　　  講師　蓼沼　香未由（大洗町教育委員会） 　    　　　

Ⅰ.茨城県の古墳とその文化 /84分   講師　田中　裕（茨城大学教授）          

Ⅲ.①三昧塚古墳（行方市）/52分       講師　小澤　重雄（茨城県立歴史館）         

　  ②虎塚古墳・十五郎穴横穴古墳群 （ひたちなか市）/41分










