
【4月期】3月8日（水）10時から受付開始

※金額はすべて消費税が含まれております。

講座名

講師名

講義日時

①4/6 ②4/20 ③5/18 ④6/1 ⑤6/15

⑥7/6 ⑦7/20 ⑧8/3 ⑨8/17 ⑩9/7

受講料 会員 13,200 円

（10回分） 一般 16,500 円

講座内容 　

講座名

講師名

講義日時

①4/27 ②5/11 ③5/25 ④6/8 ⑤6/22

⑥7/13 ⑦7/27 ⑧8/10 ⑨8/24 ⑩9/14

受講料 会員 13,200 円

（10回分） 一般 16,500 円

講座内容 　

講座名

講師名

講義日時

①4/11 ②5/9　 ③6/13 ④7/11 ⑤8/8

受講料 会員 6,600 円

（5回分） 一般 9,900 円

講座内容 　

　声も筋肉と同様に衰えます。朗読で表情筋と腹式呼吸を使ったトレーニングをします。声を出す機会
を失っている方も自分の声を取り戻しましょう。

　朗読は脳の活性化、ストレス解消など心身ともに良い効果をもたらします。呼吸・発声・滑舌のトレー
ニングを織り込みながら、ゆっくりとしたペースで朗読を楽しみましょう。
※対象：70歳以上

一般教養

伝わる朗読講座

加奈

(元茨城放送アナウンサー)

第1、第3木曜　10時～11時30分

　作品に込められた思い、情景を伝えるには、寝ている言葉を立たせ、歩かせて聴き手に届けなけれ
ばなりません。絵に頼らない読み聞かせ、声だけで伝わる朗読を目指します。

朗読トレーニング

加奈

(元茨城放送アナウンサー)

第2、第4木曜　10時～11時30分

楽楽朗読講座

加奈

(元茨城放送アナウンサー)

第2火曜　10時30分～12時



講座名

講師名 山中　一馬

（金春流能楽師、重要無形文化財保持者）

講義日時 第4火曜　10時～11時30分

①4/25 ②5/23 ③6/27 ④7/25 ⑤8/22

受講料 会員 6,600 円

（5回分） 一般　 9,900 円

講座内容 　

講座名

講師名 内田　初江

（日本野鳥の会茨城県副会長）

講義日時 第3水曜　 館内10時～11時30分

館外 9時～10時30分　

①4/19 館内

②5/17 渡良瀬遊水地

③6/21 ハス田の鳥（土浦市虫掛）

④7/19 海の鳥（鹿島灘海浜公園） コチドリ

⑤8/23 ツバメのねぐら入り（常総市）※第4週、17時集合

⑥9/20 霞ヶ浦浮島湿原（稲敷市）

＊館外講義は現地集散。場所、日程は変更になることがあります。

受講料 会員 9,900 円

（6回分） 一般　 13,200 円

講座内容 　

講座名

講師名 新井　純子

（漢方養生士、ハーバルプラクティショナー）

講義日時

①4/25 ②5/23 ③6/27 ④7/25 ⑤8/22

受講料 会員 6,600 円

（5回分） 一般　 9,900 円

教材費 　9,350円（5回分）

講座内容 　

　能楽の大成者・世阿弥の芸術論『風姿花伝』を中心に解説します。合わせて実際の舞台映像をご覧
いただきます。

野鳥観察－見て、聴いて、楽しみます－

　県内や近郊のさまざまな場所を訪ねます。

能楽入門－世阿弥の芸術論を読む－

よくわかるメディカルハーブ

第4火曜　13時～14時30分

　アロマテラピーとメディカルハーブの基礎と、日常生活に役立てる方法を詳しくお伝えします。実習す
ることでより理解を深めます。



講座名

講師名

講義日時

①4/27 　             チーズの歴史

②5/25　 

③6/22　　

④7/27　　 山羊乳製と牛乳製のチーズ

⑤8/24 水牛乳製品と牛乳製のチーズ

⑤9/28　　 コンテチーズのカットアレンジ体験

受講料 会員 9,900 円

（6回分） 一般 13,200 円

教材費　 11,220円（6回分）

テキスト代 1,738円（税込）　『世界のチーズ図鑑』NPO法人チーズプロフェッショナル協会監修　出版社：マイナビ

講座内容 　

講座名

講師名 大久保　シェリル
（米国アートセラピー協会および協会理事会認定アートセラピスト）

講義日時 第4土曜　13時30分～16時　※9月は第5週

①4/22 ティッシュで歓迎／関係性の構築、意識領域と無意識領域

②5/27 遊びのアートエクササイズ／創造性の起源、ユングVS.フロイト

③6/24 ストーリーメイキング／物語の役割、隠喩、原型

④7/22 絵画／アートワークにおける色彩、シンボル、サインの理論

⑤9/30 ラウンドロビンの壁画／グループと個人のアートセラピー

受講料 会員 13,750 円

（5回分） 一般　 17,050 円

教材費　 2, 750円（5回分）

講座内容 　

　選りすぐりのチーズを試食しながらカットの仕方、食べ方など、チーズの魅力を学びましょう。美味しく
て栄養豊富なチーズで食生活を豊かに彩ってみませんか。

ようこそチーズの世界へ

須藤　佳子

羊乳製と牛乳製のチーズ

Ｎew！アートセラピーとは

　本格的なアートセラピーとは何かを理解するための入門コースです。心理学の理論を少し学び、創作
活動を体験することで、アートセラピーの本質がみえてきます。セラピーそのものではなく、アートセラ
ピーの理論や実践について学びます。

（日本チーズアートフロマジェ協会認定CAFA R フロマジェ）

第4木曜　13時～14時30分

いろいろなタイプのチーズ

○



講座名

講師名 齊藤　泰嘉
（筑波大学名誉教授、常磐大学特任教授）

講義日時 第2金曜　13時～14時30分

①4/14 日本初の美術館と筑波山

②5/12 天心や大観と美術館

③6/9 佐藤慶太郎と東京府美術館

④7/14 小川芋銭と牛久沼

受講料 会員 5,280 円

（4回分） 一般　 6,930 円

講座内容 　

講座名

講師名 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）

講義日時 第2、第4土曜　10時～11時30分

①6/10 ②7/8 ③7/22

受講料 会員 3,960 円

（3回分） 一般　 5,610 円

講座内容 　

　日本の美術館は明治の博覧会から生まれていますが、博覧会毎の仮設美術館ではなく、永久的大
美術館の建設を説いたのが岡倉天心でした。その夢に応えたのが佐藤慶太郎という「石炭の神様」で
す。美術館から見た近代日本美術についてお話します。

明治１０年第１回内国博覧会において日本初の美術館（仮設）が誕生、明治１２
年筑波山でも博覧会が開催され廃仏希釈で沈む筑波山に活気が蘇ります。

天心の日本文化発信のための永久的大美術館構想から、「アジアは一つ」の真
意を読み解きます。

「石炭の神様」佐藤慶太郎の私財寄付による東京府美術館が誕生して天心の夢
は実現します。日本美術発信、日仏美術交流の拠点になります。

天心、大観らが創立した日本美術院で活躍した、河童の絵の芋銭の画室「雲魚
亭」はエコミュージアムと呼べる日本の原風景です。新しい美術館の在り方につ
いて考えます。

Ｎew！‟波”の魔法で宇宙の不思議を探る

　ブラックホールが放つ重力波、振動するニュートリノ、この二つに共通するのは‟波”。簡単実験で‟
波”のふるまいを観察しながら、宇宙の不思議に迫っていきます！

Ｎew！岡倉天心と日本近代美術



講座名

講師名 仙波　一郎

（茨城大学名誉教授）

講義日時 第2、第4土曜　13時30分～15時30分

①4/8 ②4/22 ③5/13

④5/27 ⑤6/10 ⑥6/24

受講料 会員 10,560 円

（6回分） 一般　 13,860 円

講座内容 　

Ｎew！やさしく学ぶアルゴリズム

　　「アルゴリズム」は、解法手順と訳され、ある課題に対する具体的な解決法です。どのように解法を
見つけ出すか紹介します。プログラムで表現できる解法はパソコンで実行します。３人の子供にヨウカ
ンを切り分けるとき、どのような方法で公平に分配しますか。ただし、物差しは使わないとする。「アルゴ
リズム」を身近に感じてみましょう。
※パソコンをご持参ください。


