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皆様のご愛読、ご支援に心より感謝を申し上げます。皆様のご愛読、ご支援に心より感謝を申し上げます。

「文化の森」発刊300号を記念し、西尾市の文化財をご紹介します。

プリ・テック株式会社
　　代表取締役社長
プリ・テック株式会社
　　代表取締役社長 髙井 英和

宸翰とは天皇直筆の文書のこ
とで、国に混乱が続く中、後奈
良天皇が平安を祈り、紺色の
紙に金泥を使って般若心経を
書写し、諸国の一宮に奉納し
ました。

県内最古の木造建築物で、源
頼朝が三河守護に建立させた
と伝えられています。深い軒と
緩やかな屋根の曲線が、見る
位置によって異なる表情を見
せる優美なお堂です。

諏訪神社の海魔退散を祈るか
つての祭りに奉納した巨大な
提灯です。歴史などが題材の
絵が極彩色で描かれ、最大の
提灯の胴回りは直径5.6m、
長さ10.0mです。

一つの覆殿の中に八劔神社本
殿と神明社本殿が並んで鎮座
しています。一間社流造、杮葺
（こけらぶき）で江戸初期の再
建と推定され、正面の彫刻が
特徴的、保存状態も良好です。

右手を頬に当てる思惟相（しゆうそ
う）をとり、左手は地に置き、右膝は
立て両足裏を合わせて座る像です。
胎内に墨書があり、制作の時期など
がわかります。

鰐口とは神社仏堂の軒先に吊り下
げ、参詣人が打ち鳴らして礼拝する
ものです。径は18cm、重さは2kg
で、奉納したと推定される願主名な
どが印刻されています。

鳥羽神明社創建の大同年間（806
年～809年）から続くと伝えられる
火祭りです。その年の豊凶を占う
ため、燃え盛る大松明に神男と奉仕
者が飛び込む勇壮な祭りです。

三間社流造、屋根は桧皮葺
（ひわだぶき）で大きく反り
返った美しい庇が特徴的で
す。堅実な手法で細部に施さ
れた絵様（彫刻など）は雄健な
曲線を用いています。

二品は徳川家康の遺品として
伝わっています。水飲は半割り
した椰子の実の内側に朱漆を
塗ったもので、水容（硯に使う
水入れ）は鋳銅製の鍍金仕上
げです。

鎌倉幕府3代将軍源実朝を供養し、
夫人が京都に建立したお寺の本尊
でしたが、廃仏毀釈（はいぶつき
しゃく）の影響により、当寺の本尊
に安置されました。鎌倉時代の仏像
の特徴を備えています。

太夫（たゆう）と才蔵（さいぞ
う）が賀詞を掛け合いながら
舞い、新年を祝福する民俗芸
能です。全盛期には徳川家に
よって、名字帯刀などが許さ
れ優遇されました。

県下最大のスダジイ（ブナ科
の 常 緑 高 木 ）で、樹 齢 約
1,000年と伝えられていま
す。根回りは約20m、主幹は枯
死していますが、2本の枝幹と
ひこばえが繁茂しています。

国指定・書跡

時 代

所 在 西尾市岩瀬文庫

室町時代後期
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西尾市の文化財西尾市の文化財
国指定・無形民俗文化財

保存団体 西尾市三河万歳保存会

❷
国指定・天然記念物

所 在 上永良神明社

❸

国指定・建造物

所 在

時 代

吉良町饗庭 金蓮寺

鎌倉時代中期

❹
国指定・建造物

所 在

時 代

吉良町宮崎 幡頭神社

桃山時代

❻

所 在

国指定・無形民俗文化財

鳥羽町西迫 鳥羽神明社

❽

所 在

時 代

市指定・工芸

西幡豆町北ノ入 龍蔵院

室町時代

❼

市指定・工芸

所 在 西幡豆町講伏 安泰寺

所 在

時 代

国指定・彫刻

吉良町吉田 専長寺

鎌倉時代

❺

所 在

時 代

県指定・彫刻

一色町佐久島 阿弥陀寺

桃山時代

出典：西尾市の文化財ホームページ等を参考に作成しました。

12
県指定・建造物

所 在

時 代

一色町佐久島
八劔神社・神明社

江戸時代前期

11
県指定・有形民俗

所 在 一色町宮添 諏訪神社
一色大提灯保存会
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知や感動と出会うお手伝い、
続けています。

地域と文化をつなぐスポンサー様

地域の皆様の生涯学習を応援し、「文化の森」は創刊から20余年、
300号を発刊することができました。

西 尾 信 用 金 庫  様

㈱中日新聞富田専売所 様　㈲中日新聞平坂専売店 様
㈱西尾中日サービスセンター 様

～地域の皆様に支えられて「文化の森」は300号を迎えました～～地域の皆様に支えられて「文化の森」は300号を迎えました～

月刊生涯学習情報誌「文化の森」は300号を迎えることができました。
「文化の森」は25年前、お世話になっている地域へ、印刷を通して貢献したいという思いから誕生いたしました。長き
に渡って発刊が実現できたのは、ひとえに情報をご提供いただく方、情報をもとに活動される方、応援いただくスポン
サー企業様、そして地域の皆様のおかげと厚く感謝申し上げます。
これからも生涯学習情報を発信したい方の、そしてそれを活用する方の、同時に地域の活性化、文化振興の一助となる
べく、情報収集すること、そして皆様にお届けすることに一層努めてまいりますので、ご支援ご協力のほど心よりお願い
申し上げます。

「文化の森」について
地域の生涯学習情報を、発信者と受け手の立場から
支援する月刊誌です。西尾市全域に毎月20日、新聞折
込みを利用してお届けしています。

無料で
情報提供の場を
ご提供。

楽しく学び、
心豊かな毎日を。

活力ある
地域社会づくりに
貢献。

文化的活動で営利を目的とせず、地域
のために役立てたい個人や団体に学
習情報を伝える場を提供します。

新聞折込を通じ、手軽に得られる学習
情報などで自身が充実し、また人と人
との新たな交流が生まれます。

情報の発信者も受け手も活動を続ける中
でコミュニケーションがひろがり、地域
社会の活性化にもつながります。

書物の世界が、知的興味を満たす生涯学習の場。

西尾市岩瀬文庫からのお知らせ

平成２９年４月２２日（土）～６月２５日（日）
「縁起を読んでみよう」
と　き：６月１８日（日）　①午前１０時～／②午後１時３０分～
ところ：岩瀬文庫地階研修ホール
定  員：各回３０名　資料代：１００円
※要予約。６月３日（土）から受付開始

「和装本を作ってみよう」
と  き：６月４日（日）午後１時３０分～
定  員：２０名　　参加費：２００円
ところ：岩瀬文庫地階研修ホール
対  象：小学生以上　※要予約。５月１３日（土）から受付開始。

体験講座

古文書講座

「縁起の不思議な世界
　　　　　　～聖と、俗を、結ぶ～」企画展

西尾市は、国指定10件、県指定47件、市指定166件の文化財を有しています。市民やまちが誇る、歴史や文化の大きな財産です。 ※2017年2月15日現在
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大人のための生涯学習情報誌

文化の森
趣味、講演、講座、教室、イベントなどの
大人のための月刊生涯学習情報。

   西尾信用金庫　プリ・テック㈱　㈱西尾中日サービスセンター
  ㈱中日新聞富田専売所　　㈲中日新聞平坂専売店文化の森提供会社

 
原稿は毎月 月末〆切、
発行は翌月20日です。

TEL 0563-59-5805
FAX 0563-59-3204

㈲中日新聞平坂専売店
TEL 0563-57-2346
FAX 0563-57-1367

㈱中日新聞富田専売所

〒445-0062  西尾市丁田町柳堂24-2
TEL 0563-57-2352 　FAX 0563-57-1367

㈱西尾中日サービスセンターチラシの
折込は

私たちは、生涯学習を応援しています。

情報の掲載をご希望の方は下記へどうぞ

(0563)55-0707 (0563)55-0709
担当／鈴木・佐藤「文化の森」編集室

編集室からお知らせ

月刊「文化の森」は毎月20日発行で西尾市の朝刊に
折り込みです。本誌に講座、サークル、講演会、イベ
ント、個展など大人のための生涯学習情報を掲載希
望の方は、プリ・テック「文化の森」編集室までお気
軽にご連絡ください。
※親子やお子様のみを対象としたもの、営利目的の情報は

掲載できませんのでご了承ください。
※また、編集室にて検討の結果、本誌紙面の内容上、掲載し

きれない情報もございますのでご了承ください。
※本誌掲載の情報にて万一トラブルが生じた際、当社では責

任を負いませんのでご了承ください。

私たちは、生涯学習を応援しています。

フレッシャーズ
キャンペーン
2017

フレッシャーズ
キャンペーン
2017

で。
給与振込みの
ご指定は

※色の指定はできません

キャンペーン期間中に当金庫へ
給与振込みをご指定のお客さまには…

マグボトル(330㎖入)

ワンタッチ栓

プレゼント！プレゼント！
平成29年6月30日（金）まで
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講座・教室・募集
和太鼓無料体験講座
初心者大歓迎！一緒に和太鼓を打ってストレス発散しま
しょう。
■日時・場所／①5月10日（水）・5月24日（水）13：30〜
15：30、19：00〜21：00・studio燦-sun-（西尾市米野町
内田66-1）　②5月17日（水）・5月24日（水）13：30〜15：
00・西尾勤労会館（西尾市平坂町）　■問合わせ先／①
studio燦-sun-　TEL.77-6598　②土井〈携帯〉090-
1280-8860

デコパージュ教室
専用ペーパーから、お好きな柄を選んで貼り付けてい
き、オリジナルエコバッグを作ります。簡単な作業でど
なたでも楽しめます。
■日時／5月17日（水）①10：00〜12：00　②13：30
〜15：30　■場所／ビューティスタジオ西尾（西尾市
寺津町狐塚26-1）　■講師／久野奈津子　■料金／
2,000円（税・材料費込）　■定員／各回20名　※要予
約　■問合わせ先／ビューティスタジオ西尾　TEL.59-
6292、FAX.59-0514

歌声カフェサークル　メンバー募集
吉良町公民館講座、歌声カフェがサークルになりました。
童謡や唱歌、昭和歌謡などを皆さんで楽しく歌いましょ
う。詳細はお問い合わせください。
■日時／【毎月第3水曜日】5月17日（水）14：00〜　■場
所／吉良町公民館会議室1　■講師／尾崎百合江　
■問合わせ先／尾崎〈携帯〉090-6090-3726

吉良町女性の会講座　　　　　　　　
「西尾市歴史公園おさんぽ」

西尾城の歴史を学び、おいしい味噌料理のランチバイ
キングと味噌ドレッシング作りの体験をします。
■日時／5月18日（木）9：00〜　■集合場所／西尾市
歴史公園駐車場　■講師／にしお観光ボランティアガ
イド　■料金／2,000円（会員は1,500円）　■定員／
20名　■申込期間／4月21日（金）〜5月7日（日）　■問
合わせ先／吉良町女性の会　伴野〈携帯〉080-3074-
7233

家族で健康・ミネラル酵素ジュース　　　
手作り教室
今話題の酵素をご自身で手作りできる酵素ジュース教室
です。無添加で安心、お子様から飲めるジュースです。
手ぶらで参加でき、当日作った酵素ジュースをお持ち帰
りいただけます。
■日時／5月18日（木）10：00〜12：00　■場所／西尾
市吉良町駮馬善念山7番地　■講師／鈴木純子　■料
金／3,800円（材料費すべて込）　■定員／6名　■問
合わせ先／アロマサロンJuniper　鈴木〈携帯〉090-
7681-5108

春！ゴスペルを歌ってみよう！無料体験会
大勢で歌いたい！音楽が好き！ストレス発散したい！そん
なあなたにおススメのゴスペル〜西尾で始めてみませ
んか？お子様連れも男性も OK！迫力の歌声とあふれる
リズムをみんなで創ってみよう！
■日時・場所／5月25日（木）19：10〜・一色町公民館、5
月26日（金）10：10〜・アクティにしお、19：10〜・中央ふ
れあいセンター　■講師／ワンボイス講師　■料金／
無料　■定員／10名　※お問合わせの上お越しくだ
さい。　■問合わせ先／ワンボイス事務局〈携帯〉090-
8132-0120

普通救命講習会
事故や病気で倒れた人に実施する救命処置や心肺蘇生
法を学びます。
■日時／5月28日（日）13：30〜16：30　■場所／西尾
市消防本部大会議室　■対象／西尾市内在住・在勤・
在学の方　■料金／無料　■定員／15名（先着順）　
■申込期間・方法／4月20日（木）〜5月15日（月）住所・
氏名・電話番号・勤務先を明記し、FAX（中根　54-4387）
でお申込みください。定員になり次第締切。　■主催／
西尾市応急手当普及ボランティアの会　■問合わせ先

／鈴木〈携帯〉090-7673-9643

紫陽花の寄せ植え
紫陽花を使っての寄せ植え。初夏に咲く花も植えます。
■日時／5月14日（日）　①10：30〜12：00　②14：00
〜15：30　■場所／グリーンセンター多目的スペース　
■料金／1,800円　■定員／各回20名（先着順）　■申
込受付／5月7日（日）まで　■問合わせ先／へきなんた
んトピア　ヒーリングガーデン　TEL.0566-48-7236

クラフトバンド教室開講　生徒募集
手作り小物やバッグでおしゃれに彩りを！クラフトバンド

（環境に優しいエコな紙紐）であなた好みの小物やバッ
グ、収納 BOX を一緒に作り、友達の輪を広げましょう。
気軽にかつ安価で楽しめるから愛好者が増加中！この
春、何か始めようと思っている方、お気軽にご連絡くだ
さい。
■日時／毎週月曜日・水曜日　13：00〜17：00（第2月
曜日は休み）・毎週土曜日　10：00〜12：00、14：00〜
17：00　※受講日に次の予約を受け付けます。別の曜
日、時間、出張教室のご希望は応相談。　■場所／西尾
市一色町味浜（お電話にて詳しくお伝えします）　■講
師／クラフトバンドエコロジー協会会員　髙須美佐代　
■料金／【月1〜2回】1回1,500円（材料費別途）　【月3
回】3回4,000円（材料費別途）　【体験】無料・限定作品
材料付　■その他／パステル画和（なごみ）アート生徒
同時募集！お電話にてお問い合わせください。　■問合
わせ先／髙須〈携帯〉090-4863-0162

大人のための塗り絵アートクラブ
今認知症の予防と脳の活性化に効果的と大評判の塗り
絵。皆で集まって作品を見せ合ったりいろいろな種類の
塗り絵の情報交換をしませんか？1 人では得られない新
発見や楽しみがきっと見つかるはずです。
■日時／毎週火曜日　14：00〜16：00（応相談）　■場
所／西尾駅西・精文館向い　■料金／入会金1,500円・
月会費1,500円（お茶代等）　■問合わせ先／松田〈携
帯〉080-5105-8901

ほっこりヨガ
体が硬くても大丈夫。自分のペースでゆったりと体をほ
ぐしていきます。血流が良くなりレッスン後は体も心も
スッキリします。
■日時・場所／【火曜日】10：00〜11：00・横須賀ふれあ
いセンター【木曜日】10：00〜11：00・八ツ面ふれあいセ
ンター　■講師／ma-mi（山中眞祐美）　■料金／1回
1,000円（回数券あり。5回分4,000円）　■定員／10名　
■問合わせ先／山中〈携帯〉090-6091-3627

ヨガ、ヨガビクスを楽しむ！
代謝機能、免疫力、体温アップ！内臓神経から効かせて
コリをほぐし、歪みを整えて気血の流れを良くして、細
胞レベルで身体を活性化。軽いフットワークで快適な毎
日を楽しみましょう。
■日時・場所／【火曜日・ヨガ】10：00〜11：30・八ツ面
ふれあいセンター和室　【木曜日・ヨガビクス】10：00〜
11：30・中央ふれあいセンター3階　【土曜日・ヨガ】14：
30〜16：00・寺津方面　【日曜日・ヨガ】10：00〜11：30・
寺津方面　■講師／YOGA・WORKS・MASACO　■料
金／1回レッスン900円〜1,000円　■持ち物／ヨガ
マットかバスタオル等、5本指ソックス、飲み物　■問
合わせ先／竹田〈携帯〉090-2926-6302　〈Mail〉i_
love_bono_no1@softbank.ne.jp

パドマヨガ教室〜身体の調子を整えるヨガ
全身調整ヨガで身体をメンテナンスしてリフレッシュしま
しょう。
■日時・場所／【毎週火曜日・朝ヨガ】9：30〜10：30・
西尾市一色町（詳しくはお問い合わせください）【毎週
水曜日・夜ヨガ】19：00〜20：00・矢田ふれあいセンター

【日曜日・朝ヨガ】月1開催・5月28日（日）9：30〜10：40・
一色町公民館　■講師／Padma.yoga HIROKO　■料
金／火曜日・水曜日　1回1,000円、日曜日　1回1,200
円　■問合わせ先／竹内〈携帯〉080-5103-0165　

〈Mail〉hiroko.t.yoga@gmail.com

紙のステンドグラス「ローズウィンドウ」　
体験教室
ヨーロッパの教会で見るステンドグラス「バラ窓」を色

のついた薄紙で作り出すペーパーアートをローズウィン
ドウと呼びます。
■日時／毎週火曜日　13：30〜15：30　※1回ごとの
体験教室です。　■場所／ラ・フルージュ（吉良町東角
園さんの向かい側）　■講師／認定インストラクター　
OpenSesami　伴弘美　■料金／2,500円〜（材料費込、
図案により異なります）　■定員／4名　※要予約（5日
前までにご予約ください）。先着順。　■問合わせ先／
伴〈携帯〉090-5101-6722、〈Mail〉riku_nana2222@
icloud.com

初めての方のためのアロマセラピー講座
アロマセラピーを生活に取り入れてみたい方へ取り扱い
の注意や使い方を説明します。手浴などを体験して、精
油のすばらしさを感じていただきます。
■日時／毎週火曜日・木曜日　9：30〜11：00　■場
所／講師宅（西尾市一色町・ご予約時に詳しくお伝え
します）　■講師／JHAS公認　aroma hug　深谷公
子　■対象／女性限定　■料金／2,160円　■定員
／1〜2名　※要予約（3日前までにご予約ください）　
■問合わせ先／深谷〈携帯〉090-7953-3438 〈Mail〉
fukafukakimiko@softbank.ne.jp

ラ・フルージュ
●フラワーアレンジメント・プリザーブドフラワー教室：
テキストを使用し、初心者からでも作れるアレンジメン
トをはじめ、季節のアレンジ・ブーケ・ギフトアレンジ
メントなど様々な作品を作ります。
■日時／【昼の部】毎週火曜日・土曜日　10：30〜12：00、
13：00〜14：30【夜の部】毎週金曜日・土曜日　18：00〜
19：30　※月1回でもOK　■料金／【フラワーアレンジ
メント】4,100円、【プリザーブドフラワー】4,500円（材料
費含）　※かなり大きめのデザインです。
●大人の英会話を始めてみませんか？：大人の基礎英
語からビジネス英語まで対応致します。初めての方でも
スムーズになじめるように指導致します。
■日時／毎週月曜日〜土曜日　※どの曜日も午後か
らスタートです。月曜日・水曜日のみ午前中もOKです。　
■講師／外国人講師　■料金／単発レッスン、グルー
プレッスン、プライベートレッスンなど、それぞれに異な
りますので、お気軽にお問合わせください。
▼場所／ラ・フルージュ（吉良町東角園さんの向か
い側）　▼その他／定期的な教室の開催も募集中で
す。　▼問合わせ先／ラ・フルージュ　加藤〈携帯〉080-
5116-6538　〈HP〉http://la-fleuge.com

武術太極拳教室　会員募集
体力、筋力に合わせて、ゆっくり体を動かしましょう。脳
トレにもなります。年齢、性別不問。初心者歓迎です。
■日時・場所／【水曜日教室（月3回）】18：30〜（90分）・
西尾勤労会館（西尾市平坂町）　【金曜日教室（月3回）】
18：30〜（90分）・さくら会館（西尾市桜町）　■講師／
愛知県武術太極拳連盟　高見一枝先生　■料金／水
曜日・金曜日教室ともに月3,000円　■服装／室内用運
動靴と軽運動のできる服装　■問合わせ先／西尾太
極拳同好会　大岡　TEL.56-0214、林　TEL.56-1055

プロが教える「コーヒー教室」
松屋式ドリップをやさしく説明しながら美味しく淹れるポ
イントを紹介します。楽しくコーヒーの淹れ方を学びま
しょう。
■日時／毎週水曜日　10：00〜11：30頃　■講師／
焙煎工房ロックフィッシュ　店主　岩瀬仁　■料金／
1,500円（コーヒー豆100gプレゼント）　■定員／5名程
度　※要予約。　■その他／別の曜日、時間、グループ
でのお申し込み応相談。　■場所・問合わせ先／焙煎
工房ロックフィッシュ　TEL.77-8471　岩瀬　TEL.59-
3208

吉良＆西野町コンディショニングヨガ
明日の元気をつくるため太りにくく、疲れない体と心の
コンディショニングをヨガで楽しく健康的に整えていきま
しょう。
■日時／毎週水曜日　①9：30〜　②10：45〜　③13：
30〜　※各1時間　④19：00〜20：15　■場所／①②
③西尾市吉良町上横須賀神ノ木45-4（武道場内）　④
西野町ふれあいセンター和室　■講師／藤井　■料
金／1回500円　■問合わせ先／藤井〈携帯〉090-
5242-0184

春からの陶芸教室
陶芸教室では月ごとにテーマを決めながら、暮らしの中
を彩る器やオブジェなどを制作します。初めて陶芸をさ
れる方から作品作りを楽しんでいただけるように、約 3 ヶ
月間の入門課題をご用意しています。
■日時・料金／【月4回】毎週木曜日・土曜日　①9：00〜
12：00、②14：00〜16：00・6,800円／月（材料費別途）　

【月2回（夜の部）】隔週木曜日（奇数第1・第3）・隔週土
曜日（偶数第2・第4）18：00〜20：30・3,600円／月（材料
費別途）　■場所／堀井陶芸教室（西尾市室町下屋敷
34-1）　■その他／【入門内容】①飯椀を作ろう　②バー
ナードリーチの水差し　③大皿に挑戦　④ハンコの銘々
皿　■問合わせ先／堀井陶芸　TEL.&FAX.52-2900

中国語クラブ寺津　受講生募集中
4 月 21 日（金）・4 月 28 日（金）は無料体験入学日。
教室にお集まりください。
■日時／毎週金曜日　14：00〜16：00　※夜間クラス
もあります（場所は異なります）　■場所／寺津ふれあ
いセンター会議室　■講師／謝淑慧　■対象／中国
語会話を習いたい方　■料金／月3,000円＋部屋代
150円　■定員／5名　■問合わせ先／謝淑慧〈携帯〉
090-9269-5195、事務局〈携帯〉090-2610-5752

シニアのためのコーラスグループ
日頃お仕事や家事を頑張っている方、少々疲れている
方、皆さんで簡単で楽しい歌を歌いませんか？大きな声
を出す事はストレス解消になります。「昴」「いい日旅立
ち」など、とても楽しく練習しています。
■日時／第2・第4土曜日　14：30〜　■場所／西尾駅
西 佐鳴予備校2つ隣　■料金／入会金2,000円、月会費
2,000円　■問合わせ先／松田〈携帯〉080-5105-8901

ヨガ・岩盤ヨガ生徒募集
普段は使わない筋肉を気持ちよく、無理なく伸ばしてみま
せんか？自分の身体を見つめ直す良いきっかけになります。
生徒さんは 20 代〜 50 代です。お気軽にご参加ください。
■日時／【ヨガ】〈朝〉月曜日（月1回）〈夜〉毎週土曜日　

【岩盤ヨガ】〈朝〉月曜日・木曜日　10：30〜〈夜〉不定
期　19：30〜　■講師／曜日、時間により異なります。　
■料金・定員／【ヨガ】1,200円／回〜・14名　【岩盤ヨ
ガ】2,200円／回〜・4名　■対象／岩盤ヨガは女性の
み。　■場所・問合わせ先／プチ・ジャルダン（岡崎市中
島町小園33番地1）　TEL.0564-43-5710

パッケージプラザ佐野
●絵手紙教室
■日時／毎月第2水曜日　10:00〜12:00　■講師／石
田季実枝
●ちぎり絵教室：花、静物、風景など好みに合わせて
自由に和紙をはりあわせて作品を作る。
■日時／第2・第4金曜日　13:00〜15:00　■講師／早
川三千代
●切り絵教室
■日時／毎月第4土曜日　13:30〜16:00　■講師／中
村金治　■料金／月1,500円（入会金なし、教材費別）
▼場所／（各講座とも）パッケージプラザ佐野ビル（2
階）ギャラリーウィル　▼問合わせ先／パッケージプラ
ザ佐野 TEL 57-7125

吉良町女性の会　　　　　　　　　　
学習クラブ新メンバー募集
5つのクラブが活動しています。あなたも始めてみませんか。
●健康体操
■日時／毎月第1・第3水曜日　13：30〜15：00　■講
師／鈴木浩子　■料金／前期5,000円
●絵てがみ
■日時／毎月第3金曜日　13：30〜15：30　■講師／判
治隆　■料金／年4,000円
●ソフトバレー
■日時／毎月第2・第4木曜日　19：30〜21：00　■講
師／青山健二　■料金／年2,500円
●書道
■日時／毎月第2・第4水曜日　14：00〜16：00　■講
師／加藤松雲　■料金／前期6,000円
●コーラスグループ☆りりぃ
■日時／毎月第1・第3土曜日　19：00〜21：00　■講
師／尾崎百合江　■料金／前期3,000円（教材費別途）
▼場所／各クラブにより異なります。　▼問合わせ先／
吉良町女性の会　伴野〈携帯〉080-3074-7233

掲載内容へのご質問は各々のお問合わせ先へお願いします。

大 人 の た め の 生 涯 学 習 情 報 誌 文 化 の 森 掲載内容へのご質問は各々のお問合わせ先へお願いします。
※情報の掲載をご希望の方は、表面へ記載の編集室連絡先までご連絡ください。

紙のリサイクルを 
行っています

紙は捨ててしまえばゴミとなります。
資源として再利用するため、皆様のご協力
をお願いします。
詳しくは、プリ・テック（株）まで。
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語学講座　受講生募集
●楽しい中国語（初級）：ゼロからのスタート！
■日時／第2・第4水曜日（月2回）19：30〜20：30　■講
師／張月美（チャンユエメイ）　■料金／1年分14,000円
●楽しい中国語（中級）：さらにブラッシュアップ！
■日時／火曜日（月3回）19：30〜20：30　■講師／張月
美（チャンユエメイ）　■料金／1年分21,000円
●会話から入るポルトガル語
■日時／第2・第4木曜日（月2回）19：00〜20：30　■講
師／クリスティーナ中村　■料金／1年分12,000円
▼場所／幸田町中央公民館（幸田町菱池黒方78）　▼
その他／いずれの講座も年会費2,000円、テキスト代
等は別途必要です。見学希望の方は事前申込をしてく
ださい。　▼申込・問合わせ先／幸田町国際交流協会　
TEL.0564-62-2424　※火・水・金の13：00〜16：00

モザイクシェルビーズを使った　　　　　
アクセサリー作り
一枚一枚手作業で貼りつけられたかわいいモザイクシェ
ルで素敵なアクセサリーが作れます。ネックレス、ピアス、
ブレスレットなどご希望のものをお申しつけください。
■日時／随時予約制（10：00〜18：00・不定休）　■場
所／西尾市大和田町上新田12　■講師／生涯学習開
発財団認定インストラクター　大西史子　■対象／女
性のみ　■料金／1点につき2,500円　■定員／2名（2
名以上は要相談）　■問合わせ先／ROSE　大西〈携
帯〉090-4853-3690　※ショートメールでも可。

オカリナを吹いてみませんか？
素朴でやわらかな音色のオカリナを吹いてみませんか？
初めての方でもすぐ音が出せます。まずは一曲、挑戦し
ませんか？随時、無料で体験もできます。
■日時・場所／お問合わせください。　■講師／髙原陽子　
■対象／オカリナに興味のある方　■問合わせ先／ライ
リッシュ・オカリナ会　髙原〈携帯〉090-2923-8676

ゆっくり楽しくフラダンス教室
ハワイ、有名ハラウ、クムフラから学んだ正統派フラをゆっく
り丁寧にご指導致します。運動不足、美容と健康、趣味として、
一緒にフラを楽しみませんか？初心者の方、大歓迎です。年
齢に関係なく、ご自身のペースで踊れますのでご安心ください。
■日時／随時受付します。詳細はお電話にて。　■場所
／西尾市内　■講師／代表講師　■料金／体験レッス
ン無料（通常レッスンは月3回（1レッスン1.5時間）4,000
円）　■問合わせ先／柴田〈携帯〉090-5619-1856

アロマテラピー＆ハーブ教室
精油（アロマ）は、植物の恵みで心と体に働きかけます。
初めての方でも安全に楽しみましょう。今回は、アロマ
ルームミスト＆シュガースクラブ作りです。
■日時／随時予約制　10：00〜17：00　※1回2時間くら
い。1回でもOK。　■場所／ラ・フルージュ（吉良町東角
園さんの向かい側）他に西尾市内2ヶ所　■講師／（公
社）日本アロマ環境協会認定アロマテラピーインストラ
クター　■料金／1回3,000円（材料費込・ハーブティー
付）　■問合わせ先／おおば〈携帯〉090-9939-9224

若返り簡単すっぴん風メイク教室
トレンドを取り入れながら、ベースメイクやポイントメイ
クを楽しくレッスンします。肌悩みにも対応します。
■日時／随時（4月21日〜5月19日）9：00〜17：00　
■場所／Grace（西尾市城崎町）　■講師／井戸敏恵　
■対象／20歳以上の女性　■料金／2回コース2,000円

（教材費込）　■定員／期間中先着10名　※要予約。　
■問合わせ先／TEL.79-5678

花の教室「プチ・フルールK」
NFD（公益社団法人日本フラワーデザイナー協会）公
認校。正式なフラワーデザインの公認校で習ってみませ
んか。趣味から資格取得までコース満載です。〈フラワー
アレンジ、ウェディングフラワー、プリザーブドフラワー、
アーティフィシャルフラワー、レカンフラワー、茶道、華道〉
■日時／都合の良い日時をお問い合わせください（平
日、土曜日、日曜日レッスンあります）　■場所／花の教
室「プチ・フルールK」（吉良町吉田小学校東側）　■講
師／NFD試験審査員・本部講師　JPA（プリザーブドフ
ラワー）認定校　兼子いく代　■申込・問合わせ先／兼
子〈携帯〉090-9927-1913

吉良町女性の会　　　　　　　　　　
福祉ボランティアメンバー募集
毎年、特別養護老人ホーム「しはとの郷」で活動をし
ています。ボランティア活動の他、福祉に関する講習会
等も行います。
●つくろい
■日時／毎月第3月曜日　10：00〜11：30
●シーツ交換
■日時／毎月第4月曜日　10：00〜11：30
●お抹茶接待
■日時／毎月第4月曜日　14：15〜15：15
●デイサービス
■日時／毎週水曜日　13：45〜15：30
▼場所／特別養護老人ホーム「しはとの郷」　▼料金／
吉良町女性の会　年会費500円　▼問合わせ先／吉
良町女性の会　伴野〈携帯〉080-3074-7233

講演・公演
仏教×人間学×音楽〜御忌・講話・演奏〜
身近な仏教語「我慢」について学びます。ゲーム、ダイエッ
ト、怒りなど私たちの日常は我慢がつきもの。4 歳児の我
慢強さが 10 年後、40 年後の学力や問題行動にどうつなが
るか？心理学をわかりやすく解説いただきます。椅子席もあ
ります。宗旨宗派問わず、どなたでも気楽にご参加ください。
■日時／5月7日（日）10：30〜15：30　■場所／桂岩
寺（西尾市上矢田町寺前22番地）　■料金／500円　
■内容／【10：30〜昼食】茶がゆ・精進バイキング（盛付

けも致します）【13：00〜御忌法要】【13：15〜法話】【13：
30〜講話】名城大学人間学部助教授　原田知佳氏「が
まんの科学」（休憩時間にハーモニカ演奏有）　■申
込方法／お電話またはFAX、メールでお申込みくださ
い。当日申込も可。　■申込・問合わせ先／桂岩寺　畔
柳　TEL.59-8196　FAX.59-8821　〈Mail〉info@
keiganji.net　〈HP〉http://www.keiganji.net/

西尾法人会総会記念講演会　　　　　
「日本を取り巻く世界の潮流」

中国情勢に詳しい富坂氏を講師に迎え、米・中・アジ
ア諸国による日本経済への影響についてお話しいただ
きます。
■日時／5月24日（水）15：00〜16：30　■場所／西尾
市文化会館小ホール　■講師／拓殖大学教授・経済
ジャーナリスト　富坂聰氏　■料金／無料　■定員／
300名　※定員になり次第締め切ります。　■申込方法
／西尾法人会までFAX（54-3590）でお申し込みください。
5月10日（水）締切。　■問合わせ先／（公社）西尾法人
会　TEL.54-3515、FAX.54-3590

リンクスミュージックナイト　　　　　　
（髙田晴美スポンサー企画）

スタンダードジャズ、アメリカンポップス、映画音楽、ラ
テン等、会場リクエスト OK！菅沼直ピアノトリオに Ts・
Fl の福永幸治を迎え、ミュージックスポンサー髙田晴美

（P・V・Fl）総勢 5 人でお贈りします。
■日時／5月25日（木）開場17：45【1部】18：30〜（入替
無）【2部】19：30〜20：15（演奏終了予定）　■場所／三
河湾リゾートリンクス　コンベンションホール　別館
Fuga　■出演／菅沼直（P・V・G）、北浦寛（B）、奥村将和

（Dr）、福永幸治（Ts・Fl）、髙田晴美（V・P・Fl）　■料金／
2,000円（ワンプレートライブ食＋紅茶・コーヒー自由）　
■定員／160名　■問合わせ先／三河湾リゾートリンク
ス　TEL.32-3711、髙田〈携帯〉090-2345-9035

西尾・岩村友好の会　総会・歴史講演会
「室町・戦国期の大給松平氏」〜松平一族の制外の家

〜大給松平 19 代当主をお迎えしての総会・講演会。
制外の家とは？興味深いテーマです。
■日時／5月27日（土）14：00〜　■場所／西尾商工会
議所　■講師／新編西尾市史調査員　小林輝久彦氏　
■料金／無料　■定員／200名　■問合わせ先／斎
藤　TEL.59-7096

西三河野鳥の会例会　　　　　　　　
講演「裏谷45年の想い出」
講師は段戸裏谷の自然のすばらしさを初めて紹介した
方です。訪問を重ねて 45 年になります。その移り変わ
りを野鳥や植物を含めて話していただきます。美しい写
真と楽しい話を期待します。
■日時／5月13日（土）19：00〜21：00　■場所／岡崎市竜
美丘会館　■講師／緒方清人氏　■料金／無料　■定員
／50名　■問合わせ先／鈴木　TEL.0564-45-6920

展覧会・展示会
にししんロビー展
●西尾いきものふれあいの里：西尾いきものふれあいの里
は四季を通して多くの方々が訪れ、自然を楽しんでいます。
アマチュアカメラマンも多く訪れ、数々の傑作が生まれてい
ます。私も十数年通っています。今回はその作品です。
■日時／開催中〜4月28日（金）9：00〜15：00　■問
合わせ先／写真教室無辺の会　横山　TEL.54-4656

〈携帯〉090-7859-7609
●絵画展：東京芸大卒の山田友造先生に絵を学びまし
た。あとは 1 人で家で絵を描いてまいりました。皆様の
温かいご指導を願っております。
■日時／5月1日（月）〜5月31日（水）9：00〜15：00　
■問合わせ先／太田　TEL.52-2598
▼場所／西尾信用金庫本店営業部（1階）ロビー内

故 鳥居一峯　竹工芸作品展
この道を歩み続けて 60 年、鳥居一峯の恒例の工房作
品展も今年で 23 回目となりました。ぜひ、お立ち寄り
ご覧ください。
■日時／5月1日（月）〜5月7日（日）9：00〜17：00　■場
所／西尾市山下町西八幡山111-5　■問合わせ先／
TEL.57-7384

皐月　二人展
どこかに扉のようなものが描かれている心象風景を題材にし
た荒川桃子の油絵と、空を題材にした森井早紀の油絵を展
示致します。喫茶ついでにゆるりとご覧いただけると幸いです。
■日時／5月1日（月）〜5月31日（水）8：00〜18：00　※
最終日は15：00まで。木曜日定休。　■場所・問合わ
せ先／コーヒーショップビーンズ（西尾市桜町2-6-2）　
TEL.56-7917

しゅんこうの和紙ちぎり絵サークル展
月 2 回、10 名程の仲間と楽しく、風景、花、動物など思
い思いの作品を製作しています。興味のある方はぜひサー
クルにお入りください。大歓迎です。お待ちしています。
■日時／5月2日（火）〜5月30日（火）9：30〜18：00　
■場所／パッケージプラザ佐野ビル（2階）ギャラリー
ウィル　■講師／神谷さよ子　■問合わせ先／パッ
ケージプラザ佐野 TEL 57-7125

合同作品展〜手しごと〜
いろいろなカルチャー教室の手しごとの作品を展示して
います。何か始めてみようと思われている方、興味のあ
る方はぜひお立ち寄りください。
■日時／5月6日（土）10：00〜16：00　■場所／ラ・フ
ルージュ内（吉良町神横須賀の東角園さん向かい側）　
■問合わせ先／ラ・フルージュ　加藤〈携帯〉080-
5116-6538　〈HP〉http://la-fleuge.com

第7回ボタニカルアート（植物画）展
植物の姿を深い観察力と精密なタッチで表現する水彩画で
す。西尾とはずの会 20 名の作品をどうぞご高覧ください。
■日時／5月19日（金）〜5月21日（日）10：00〜17：00　
※最終日は16：00まで。　■場所／西尾市文化会館（3
階）302　■出展／深谷稀世・杉江みどり　■問合わせ
先／深谷　TEL.62-2332、杉江　TEL.35-1382

安城の文化財　モノ語り名品展4
安城市内には、歴史や文化を知る上で重要な国・県・市
の指定文化財が 222 件（平成 28 年 3 月現在）もあります。
今回は、市内で最も充実した仏教美術の分野である「阿
弥陀信仰」や浄土真宗の祖師像、県内では見つかること
が希ながら市内で 4 点も出土している木簡などを特集しま
す。他に未指定文化財や館蔵品もあわせて展示します。
■日時／開催中〜7月2日（日）9：00〜17：00　※入館
は16：30まで。　■場所／安城市歴史博物館（安城市安
城町城堀30）　■料金／無料　■関連行事／①体験
講座「安城の巨樹名木をめぐる」4月30日（日）10：00〜
15：00、「安城の社寺建築をめぐる」6月3日（土）10：00〜
15：00　②歴博演芸場「蓮如上人絵伝の絵解き」5月14日

（日）14：00〜　③特別展記念講演会「法然上人絵伝」5
月20日（土）14：00〜　④展示解説　5月21日（日）、6月11
日（日）、7月1日（土）いずれも14：00〜　⑤歴博講座「西蓮
寺の光明本尊をみる」6月18日（日）14：00〜　※詳細に
ついてはお問合わせください。　■問合わせ先／安城市
歴史博物館　TEL.0566-77-6655　※毎週月曜日休館

白竹ギャラリー
●和布創生展：色鮮やかで味のある古布をリメイクした
お洋服の展示です。生地のおもしろさだけでなく、そこか
しこに作り手のこだわりが感じられるお洋服が並びます。
■日時／4月21日（金）〜4月25日（火）10：00〜17：00　
※最終日は16：00まで。　■出展／杉浦さち古
●手作り古布好き大集合：作り手 5 人それぞれの個性と
想いが詰まった洋服、バッグ、帽子、ブローチなどの作
品が所狭しと並びます。すべて古布のリメイク作品です。
■日時／5月19日（金）〜5月23日（火）10：00〜17：00　
※最終日は15：00まで。　■出展／石原照子他
▼場所／白竹ギャラリー（碧南市新川町6-8）　▼料
金／入場無料　▼問合わせ先／白竹木材株式会社　
TEL.0566-42-3266

布あそび呂万
染の布、古布や着物で洋服、バッグなど、趣味の仲間
で作った作品を展示致します。ぜひ見に来てください。
■日時／4月26日（水）・4月27日（木）10：00〜16：00　
■場所／岡崎市中島町住吉西6-1（住吉神社隣）　■問
合わせ先／尾崎〈携帯〉090-1279-0810

悠紀工房with仲間たち展　　　　　　
「楽しさと優しさと」
「楽しくって、ワクワクして、温かさがいっぱいの作品に

なりますように」と願いを込めて一針一針を進めていま
す。まだまだ「進化中」の腕前ですが、楽しさと優しさ
を感じていただければ、幸せです。
■日時／4月28日（金）・4月29日（土）10：00〜15：00　
■場所／悠紀工房自宅ギャラリー（岡崎市中島町字鮫
田43番地）　■問合わせ先／悠紀工房　野澤〈携帯〉
090-1279-4315

岡崎市美術館
●六名画遊会・油画会　油彩合同展［第 1 展示室］
●第 7 回フレンド窯作品展（工芸）［第 2 展示室］
●第 19 回井土英世志の目ぐすり写真塾作品展［第 5 展示室］
■期間／5月2日（火）13：00〜5月7日（日）
●剪の会・萌の会合同展（工芸）［第 5 展示室］
●はなの会「木版画展」［第 6 展示室］
■期間／5月9日（火）13：00〜5月14日（日）
●拓書会展（現代書）・方寸会展（篆刻）［第 1・2 展示室］
●悠遊展（絵画）［第 3・4 展示室］
■期間／5月10日（水）〜5月14日（日）
●第 45 回岡崎市民美術展（総合）［第 1 〜 6 展示室］
■期間／5月20日（土）〜5月28日（日）
●第 11 回ビリジャン展（絵画）［第 6 展示室］
■期間／5月30日（火）13：00〜6月4日（日）
●第 8 回あーと工房絵画教室展［第 1 展示室］
■期間／5月30日（火）14：00〜6月4日（日）
●あおい会作品展（岡信 OB 会）（総合）［第 2 展示室］
●和紙ちぎり絵友絵会［第 3・4 展示室］
●なないろ会水彩画展［第 5 展示室］
■期間／5月31日（水）〜6月4日（日）
▼場所／〈各催しとも〉岡崎市美術館（岡崎市明大寺
町字茶園11-3）　▼開館時間／10:00〜18:00（入館は
17:30まで。各催しとも、最終日は搬出のため終了時刻
が早くなります）　▼料金／入場無料　▼問合わせ先
／岡崎市美術館 TEL.0564-51-4280　※月曜日休館

イベント
西信緑茶会
●節句席
■とき／5月10日（水）裏千家　渡辺宗尚

●五月席
■とき／5月24日（水）裏千家　稲垣宗美
▼時間／9:00〜15:00
▼料金／当日券500円
▼場所／西尾信用金庫本店

生命保険休日相談会
生命保険に関心があるけれど、平日は仕事でゆっくりご検
討できない方、すでにご加入の保険契約の見直し、資金の
運用、相続準備をお考えの方はお気軽にお申込みください。
■日時／5月21日（日）10：00〜16：00　■場所／西尾
信用金庫 下町支店　■料金／無料　■定員／5名（お
一人様1時間程度・要予約）　■問合わせ先／西尾信
用金庫営業統括部　中原　TEL.56-7141

第42回はず夢ウォーク　　　　　　　　
【三ヶ根山青空フェスタコース】

新緑に萌える三ヶ根山ライトトレッキング。三ヶ根山青
空フェスティバルに併せて開催します。「新日本歩く道紀
行森の道 100 選」に認定された、西幡豆駅スタート東
幡豆駅ゴール、標高差 310m のおなじみのコースです。
三ヶ根観音前のフェスティバル会場では、ステージイベ
ントや物産展が開催されます。
■日時／5月3日（水・祝）9：00〜10：40スタート受付（名鉄
西幡豆駅前）〜15：00ゴール受付終了（名鉄東幡豆駅前）　
■コース／西幡豆駅〜小野ケ谷龍蔵院〜殉国七士墓前
〜青空フェスティバル会場（三ヶ根観音前）〜幡豆料金所
〜R247上畑交差点〜東幡豆駅（約13.7km）　■料金／無
料　■その他／荒天中止。どなたでも参加できます。事前
申し込みは不要です。完歩賞として、市民丸ごと赤い電車
応援団特製クリアファイルを進呈します。（数に限りがあり
ます。ご了承ください）歩行中の負傷、事故等への対応は
できません。歩きやすい服装、雨具、不整地林道に対応し
た靴をご用意ください。食事、飲み物はご持参ください。山
間、山頂部では小さな羽虫が飛び交います。ポールなど払
う棒があると便利です。はず夢ウォークの情報は西尾市
ホームページから検索できます。　■後援／名鉄西尾・蒲
郡線活性化協議会　■主催・問合わせ先／西尾市教育
委員会事務局生涯学習課 幡豆公民館　TEL.63-0130

西尾いきものふれあいの里 定例探鳥会
初心者の方々に手ほどきを致します。冬鳥は少なくなりま
すが、代わりに夏鳥を期待します。センダイムシクイ、ヤブ
サメ、オオヨシキリ、キビタキ、オオルリなどが出るでしょう。
■日時／5月6日（土）9：00〜11：00　■場所／西尾いき
ものふれあいの里　駐車場集合　■講師／杉浦史弥　
■対象／初心者歓迎　■料金／無料　■主催／西三河
野鳥の会　■問合わせ先／杉浦〈携帯〉090-8079-2077

癒しの「写経と写仏の会」
2000 年以上前に書かれた 262 文字の経文は時空を超
え、現代に生きる私たちに考え方のヒントを与えてくれ
ます。静かな時間はきっと心をリフレッシュしてくれるこ
とでしょう。どなたでもご参加できます。正座ではなく
椅子席で行います。美文字レッスン、お茶付。
■日時／5月13日（土）13：00〜15：00　※毎月1回、第2
土曜日開催　■場所／桂岩寺　庫裡（西尾市上矢田町
寺前22）　■料金／初回体験1,000円（教材費含）、2回
目以降1,200円　■持ち物／【写経】鉛筆（4B〜6B）、消
しゴム、筆ペン（お持ちの方）　【写仏】色鉛筆（お持ちの
方）　■申込方法／前日までにお電話またはFAX、イン
ターネットでも受け付けております。詳細はお問い合わ
せください。　■申込・問合わせ先／矢田観音　桂岩寺　
畔柳　TEL.59-8196　FAX.59-8821　〈Mail〉info@
keiganji.net　〈HP〉http://www.keiganji.net/

第14回　歌声サロン米津
昭和歌謡 360 曲の中から、リクエストによりバンドの生演
奏に合わせて全員で歌います。希望者は舞台で歌えます。
■日時／5月14日（日）14：00〜16：00　■場所／米津
ふれあいセンターたものきホール　■演奏／三木修と
ウィークエンド　■料金／500円　■問合わせ先／榊原

〈携帯〉090-2947-7190

吉良さんのお寺で大笑い！はじとび寄席in華蔵寺
吉良の殿様のお寺で今年もやります、はじとび寄席！落
語と動物ものまねの 2 本立て。さあ、皆さん寄ってらっしゃ
い！笑ってらっしゃい！
■日時／7月2日（日）【1回目】13：00〜14：30（開場12：30）

【2回目】16：30〜18：00（開場16：00）　■場所／華蔵
寺（西尾市吉良町岡山山王山59）　■出演／落語：三遊
亭笑遊　講談：江戸家まねき猫　■料金／席料2,500円　
■定員／各80名　■主催／Kiraまちづくり応援隊はじとび　
■後援／西尾市、西尾市教育委員会　■チケット取扱窓
口・問合わせ先／①喫茶「峰」TEL.32-2161（9：00〜18：
30、日曜・祝日は正午まで）　②リフォーム専門店「ゆいリ
ビング」TEL.54-8332（10：00〜17：00、水曜日定休）

遠望峰山探鳥会
夏鳥が繁殖する時期です。美しいさえずりと姿が確認で
きるでしょう。オオルリ、キビタキ、サンショウクイ、セ
ンダイムシクイ、サンコウチョウ、サシバ、ハチクマを
期待します。初心者歓迎です。
■日時／5月21日（日）9：00〜12：00　■集合場所／
額田郡幸田町荻　とぼね運動公園駐車場　■講師／
鈴木眞人　■料金／無料　■主催／西三河野鳥の会　
■問合わせ先／鈴木　TEL.0564-45-6920


