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講義・講師ガイド

9月・10月の教室スケジュール
http://lupinus-yugaku.com/

2回で学べる ドゥワセラピー 手のツボ講座

手にあるツボを覚えると、腰痛・肩こり・膝
痛などはその場で改善できます。一生涯ずっ
と使えるセルフメンテナンスの決定版。臨床
技術も確実に学べます。
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・15
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どこからでも詩に出会えます

〜写真やスケッチに、短く、
やさしく、やわらかく〜

毎月、さまざまなスタイルの詩を読んでいます。
何げない日常の一コマを、言葉のステージに
のせてみませんか？だんだん楽しくなります。

・2 0

第1.3金曜日 13:30〜15:30
料金：2回で10,000円 理論と実践
（磁気共鳴装置による全身測定を含む）
※履修者の復習受講は各月1回目に2,600円で可能です。
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橋本 例子

（アジアン・ハンドセラピー
インストラクター）

願い石のワイヤージュエリー作り
柔らかいアートワイヤーでパワーストーンを
飾ったアクセサリー作り。ワイヤーワークの
基礎を学びながら、さりげなく石を身に付け
て願いがかなえられますように。
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塩野浩子

（ワイヤージュエリー作家）

てらだ

寺田

そう

操

（コラムニスト・エッセイスト）

リキューの気軽に絵手紙

心癒すサンキャッチャー＆アクセ作り

光と虹をお部屋に導くサンキャッチャー。
アクセサリーにして身につけませんか？
順を追って多彩な技術を学べます。フリーの
アクセサリー作りもご相談ください。
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「カタカムナ」を語ろう
地元で発見されたという
古代文字の文書
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（アーティスト）

第3月曜日 13:30〜15:30
料金：3,000円
（材料費別）
最低開講人数2名

※9月-第3月曜日の18日祝日の為、休講。

あぁ！そうだったんだタロットカード
た た ず

〜もやもや
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第4火曜日 13:30〜15:00
料金：2,000円
（材料費別）

相原由子

（アクセサリーデザイナー）

絵手紙は絵を描かなきゃと思わず、手紙なの
だから、いかに相手の方に気持ちを伝える
か。気楽に気 軽に描ける絵手紙のコツを教
えます。

利久（リキュー）

今回のよみもの▶岡本博物誌
第
今回のよみもの▶「佇まい四人
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第2金曜日 13:00〜15:00
料金：2,000円 (テクストなど提供）

サンキャッチャー、スワロフスキー、クリスタルビーズ
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第2火曜日 13:30〜15:00
料金:2,000円（材料費約1,000円〜）

いつからでも参加できます！

詳細はホームページもご覧ください。

ウェイト版を中心に絵の解説や関連のお話
をします。感心したり驚いたり、あっという間
の楽しい時間です。

を追いかけます。
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第3火曜日

吉田光夫

（作家・編集者・評論家）

脳タイプ別
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15:00〜16:30
料金：2,000円

ピッタリお片づけ

〜スッキリするきっかけが欲しいあなたに〜

まずは頭の中のお片付け。あなたにとっての
「ここちよさ」を中心に考えながら、あなたの
価値観が納得するお片付けを探ります。
● 9月→書類 ●10月→クローゼット

魂
の
心こ
にと
ば
響を
か
せ どこからでも詩に出会えますより
る
♪

たんに、無意識に身構えてしまい、
「あっ」
「これ
って」
「どうして」
なんて、
つぶやきにしかなりませ
13:30〜15:00
第3水曜日 18:30〜20:00
大黒裕佳子
ん。写真や絵のほうからの応答もありません。何
18:00〜19:30
塩野浩子
料金：3,000円
（シンプルスタイル 主宰・
(タロット歴38年）
料金：2,500円
（資料提供）
一般社団法人日本ライフオーガナイザー協会 マスターライフオーガナイザー）
かを言いかけても、
どのように表現してよいか途
方にくれ、想いとは別のことばがこぼれ落ちる
お問い合わせ・お申込み
阪急岡本駅
お電話、メール、ウェブサイトのフォームから
ばかりです。
そんなときは「
、声」
だけを拾
コープ岡本
二文字熟語だっていいのです。
一文字だって、
〜美女のたく
らみ・魔女のたしなみ〜
フロイン堂
甲南そば
（午前10時〜17時 日祝除く）
詩歌や散文にしなければといった思い込みが
（甲南ライフ 4F）
月 日
（金）
・ 月
おずおず
もだもだ おやおや〜
参加料お支払いは当日受付へ
「ことば」を不自由にし
ていました。最初は断片
11:00〜12:30
阪急神戸線岡本駅
南へ徒歩3分
携帯からのウェブアクセスは右QRコードで ▶▶
美容関連・健康関連・魔術関連
からはじめてみまし
ょう。
9 / 13 ・27 10 / 11 ・2 5
「ことば」
魅せる展示
第2・4水曜日 10:30〜12:00
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078-451-0418

9/26 〜29

2017年8月18日発行
第37号

9 15

ルピナス遊学サロン
11:00〜16:00

発行所
TEL・FAX:078-451-0418 http://lupinus-yugaku.com E-mail:info@lupinus-yugaku.com

ワークショップで こころの 扉をひらく

何げない日常の一コマを、
ことばのステージに
のせてみたい、
ことばをシンプルに立ちあげて
みたいとの思いから、
ワークショップスタイルの
「ことば体験」
教室を開いています。

特別なことがない一日を、
ほんの少し、
あなた色に染めてみれば、
特別な一日になります

誰もが気軽に
「わたし」
を
「出来事」
を発信する
機会に恵まれている時代。SNS、
インスタグラ
ム、ツイッターなどを使って料理や自然や動植
物の発見、旅の記録、文化度の高い生活ぶりな
どを投稿すれば話題にのぼることもあります。
ア
ップしたとたんにリスクを伴うことも承知で、
「世
界」
と繋ることへのワクワク、
ドキドキ、手応えや
快感を覚えると、手放すことが怖くなることでし
ょう。
それもまたまぎれもない「ことば体験」に違
いがなく、
あなた色に染める、特別な一日です。

段に拒まれて」
と感動的な一瞬を一枚の葉書に
仕上げました。階段とわたしのハートフルなコラ
ボレーション。自然の景物には、写す者や描く者
に届けたいメッセージがあるはずだと気づかさ
れました。心模様をモノに託したり形容するの
は古人の知恵です。わたしのなかのDNAが目を
覚ましたのかもしれません。日常生活に視線を
むけると、
「ことば体験」の素材が、
ここにいます
と、小さく手を振って合図してくれるようになった
のです。

誰も踏んではならない
枯葉との短い蜜月
階段に拒まれて

10 18

エステコーナーより 夏のダメージを取り除き、楽し
ことばは、
ゆっくりと、姿をあらわしてきます
ことばは、
いつも少し遅れてやってきます。
もや
もや、おずおず、
もだもだ、おやおや…と。
ことば
体験とは、
モノや出来事といった外からの呼びか
けをキャッチしようとするからです。
写真や絵など
の媒体（受信機）
を通して、
「ことば」は薄明のな
かから、ゆっくりと姿をあらわしてきます。
また、
全てを一人で完璧に作品化する必要もありませ
ん、窓から撮影した雲の写真を提供する一人が
いれば、その写真を別の一人が引き受けて
「こ
とば」
を紡ぎだすといった自由なスタイルでもい
いのです。
それが方法としてのコラボレーション
です。自分の創作にこだわらずに他の媒体を先
立たせる、
これは連想ゲーム的で、脳の活性化
をうながしてくれます。

素材は身近にあります

ある小さな体験から話しましょう

建物や階段、道、雲などを写すのが好きだっ
たある年の冬のことでした。有馬温泉の瑞宝寺
への道すがら、枯れた紅葉が積もった階段をみ
つけカメラを構えると、
「誰も踏んではならない」
と
「声」が落ちてきました。周囲をみまわしても誰
もいません。
これは階段（被写体）が、わたしの
心に話しかけたのにちがいないと思いました。
シャッターを切りながら
「枯葉との短い蜜月／階

K
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（文中の被写体＝階段）

写真や絵と、
ことばの、
コラボレーション

紙媒体の手触りを愉しみながら、
ことばの種
播きをはじめてみましょう。
ことばを、
と思ったと

ティーカップ、古いお皿、花瓶、ベランダの雀
たち、
ビル、原っぱ、公園、遊具、観覧車、車窓に
映る風景、電線、鉄塔、草花、水辺の鳥、石畳、夕
立、展覧会のチケット、葉っぱの手紙…モノたち
すべてが、
「ことば体験」のステージにあがる主
人公です。断片は詩や掌編になり、文字だけを
立ち上がらせる
「ことばアート」
も生まれます。大
切なのは、
それぞれの「佇まい」が表現されてい
るかどうか、
なのです。
塩野浩子・寺田操・みつおかみつこ・吉田光
夫の四人四通りの世界を密やかに並べてみま
した。
どうか、
ごらんになってくださいませ。
（ナビゲーター／Ｓ・Ｔ）

