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講座名

能楽観世流謡曲

講師名

大阪観世会 常任理事
大槻 文蔵 監修
講師

齊藤 信輔

民謡を唄う
藤本流総師範

講座内容

曜日・時間

近鉄文化サロン奈良
受講料

謡本の記号の読み方から、初歩的なものへと順を
やさしい曲がひとり
追って学んでゆきます。3ヵ月で、
で謡えるようになり、
自然に観能の知識も身につくよ
う指導いたします。
また腹式呼吸で声を出しますの
で健康な身体づくりにもつながります。
■体験レッスン 受講料＝2,808円

第1・3
（木）
10：00〜12：00

月2回 3ヵ月
16,200円

はじめは腹式呼吸、発声練習を行い、
お腹から声を
出す練習から始めます。懐かしい民謡から各地に伝
わる民謡まで幅広く練習します。
■体験レッスン 受講料＝1,296円

第1・3(金）
15：00～16：00

月2回 3ヵ月
7,776円

民謡・童謡など基礎からはじめ三味線の様々な音色
を楽しみます。
■体験レッスン 受講料＝2,052円

第1・3
（金）
13：00～15:00

月2回 3ヵ月
12,312円

藤本 春菊

はじめての
民謡三味線
津軽三味線
〈入門〉

第2・4
（金）
16：30〜17：00
（財）日本民謡協会 豊寿会

内田 實
〈初級〉 内田 真實
内田 丈實

厳寒の青森県津軽地方で生まれた津軽三味線。
初心者の方でも津軽三味線特有のダイナミックな
バチさばきができるようにご指導いたします。
■体験レッスン 受講料＝2,268円

三線入門

玉城流康舞会
金城康子流舞道場
関西沖縄芸能協会会長
金城 辰夫 監修
琉球古典音楽野村流保存会
関西支部副支部長

和田 直己

誰もが癒される沖縄の三線の音色。数百年も前か
らの楽器ですが現代人の心に響きます。基本をマ
スターすれば、古典・民謡・ポップスなどジャンルを問
わず、一人でも仲間とでもほかの楽器とも自由に楽
しむことが出来ます。
■体験レッスン 受講料＝2,268円

第1・3
（土）
10：00〜12：00

月2回 3ヵ月
19,440円
※材料費別途
※楽器レンタルあり

第1・3
（月）
10：00〜12：00

月2回 3ヵ月
12,960円

月2回 3ヵ月
14,256円

しの笛

藤舎 次生

日本の伝統楽器である
「しの笛」。初心者の方にもわ
かりやすく指導いたします。古典曲「長唄」
を中心に
お稽古いたします。竹の美しい音色を楽しみましょう。
■体験レッスン 受講料＝2,268円 ※11：45〜12：30

小鼓教室

望月 太明十郎
望月 太明十女

日本古来の楽器である小鼓の持ち方や打ち方な
ど、初歩的なことから長唄の小曲に合わせて楽しく
演奏ができるようにお稽古してゆきます。

第2・4
（金）
10：00〜12：00

お箏にふれてみませんか。経験のある方は、
あの美
しい音色を思い出してください。初めての方は、触れ
てみて、
その魅力を味わってください。心癒される楽
しい曲を、上達の早いメソッドでレッスンいたします。
■体験レッスン 受講料＝2,268円

（木）
15：30〜20：00
（フリータイム30分）

講師の三味線にあわせて粋な小唄を楽しく唄いまし
ょう。邦楽発声の基礎、腹式呼吸なども学べます。
関西テレビ
「よ〜いドン！」
となりの人間国宝さんに
認定された講師の楽しいお話も好評です。はじめて
の方でも安心の、
やさしい和のおけいこです。
■体験レッスン 受講料＝2,268円

第4
（日）
10：30〜12：00

箏のしらべ

生田流正派邦楽会大師範
“ぐるーぷいぶき”
主宰
吉岡 紘子（雅茅渟）
助手

高木 悟子（雅紗都）

新講座

小唄でヴォイス
トレーニング

月2回 3ヵ月
22,680円

第2・4
（金）
15：30〜16：00

〈中級〉

サンシン

第2・4
（金）
16：00〜16：30

財団法人春日会
小唄春日流師範

春日 豊爽鶴

月4回 3ヵ月
23,328円
※教材費別途

月1回 3ヵ月
8,100円

体験レッスンは、
お一人さま一回限りとさせていただきます。
ご受講希望日時をご予約のうえ、
５日前までに、
ご入金の手続きをお済ませください。
新講座

…7月から新設の講座です。

※受講料のほかに材料費などを頂戴する場合がございます。
（ただし
「材料費・教材費込み」
の表示のある講座を除きます。）
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

入会と受講のご案内
入会
申込

近鉄文化サロンの会員になるためには
「気になる」、
「一度挑戦してみたかった」など始めてみたい講座が決まれば、さあ入
会の手続きです。
入会金5,400円（税込）でご入会いただけます。会員資格の有効期限は入会日から
3年間です。期間中は無料で更新手続ができます。

入会
特典

ご入会にはこんな割引が
●満65歳以上の方は、入会金が無料です。健康保険証など年齢を証明できるものをご提示ください。
●外商部お得意さま、KIPSクレジットカード会員さま、近鉄友の会会員さまは入会金が無料です。
●中学生までの方は入会金が無料になります。高校生以上の学生の方は、入会金が半額の2,700円（税込）
になります。
●近鉄文化サロン会員のご家族さまは、入会金が半額の2,700円（税込）
になります。
●同時に5名さま以上ご入会いただきますと、入会金がおひとりさま3,240円（税込）
になります。

受講
申込

いよいよ受講のお申し込み
ご希望の講座が開設されている各近鉄文化サロン受付にて受講の手続をお済ませください。
受講申し込み用紙に必要事項をご記入のうえ、会員証を添えてお申し込みください。
※会員の資格有効期間中、何講座でも複数の講座を受講いただけます。

講座により一定の資格要件が必要な場合があります。
各講座とも定員になり次第、締め切らせていただきます。ただし定員に満たない
場合や講師の都合などにより、講座を中止させていただくことがあります。ご了承ください。
1日・短期講習会を除き、受講は会員さまに限らせていただきます。

支払
方法

受講料などのお支払い方法は
現金のほか、KIPSクレジットカード
（DC、三井住友、JCB、UC、MUFG、
JMB）、近鉄クレジットカード、各種クレジットカード、近鉄グループ商品券、
近鉄百貨店ギフトカード、全国百貨店共通商品券、近鉄友の会会員証カード
およびお買物券、カルチャーチケット
（近鉄文化サロンご利用券）がご利用
いただけます。
お支払いには、
コンビニ振込がご利用いただけます
（振込手数料別途）。

会員
特典

詳しくは、お申込み時にご確認ください。

会員さまにはこんな特典が
お買物、お食事、エンターテインメントなど各種特典がございます。
ご利用の際は、会員証をご提示ください。
●年2回
（6・12月）
、近鉄百貨店各店でのお買物優待券
（5%
引）
を発行いたします。※一部除外品あり
●天王寺都ホテルの一般宿泊の基本料金を10％引させて
いただきます。
●月日亭（奈良春日奥山）
での食事、宿泊代（基本料金）
を10
％引かさせていただきます。
●月日亭（難波店・天王寺店・近鉄奈良駅前店・西大寺サンワ
シティ店・生駒店・橿原店）での飲食代を5%引させていた
だきます。
※日替りのサービスメニューは除きます。
●月日亭（上本町店）
ソフトドリンク1杯無料サービス。
※会員証1枚につき2名さままでのご利用となります。

●橿原観光ホテル（婚礼披露宴は除く）の各店での飲食代を
5％引させていただきます。
●アサヒビアケラー
（アベノセンタービル地下1階）
での飲食
代を10％引させていただきます。
（ただし上限1万円）
●きんえいチェーンの映画館（あべのアポロシネマ）
で、一般
割引料金
（当日券の200円引）
でご覧いただけます。
※会員様と同伴者1名様割引とさせていただきます。
●大和文華館の入館料を一般料金の半額にご優待。
●画材と額縁のカワチあべのHoop店（Hoop6階）の商品を
10％引させていただきます。※一部除外商品あり
●近鉄百貨店「書道用品売場（天義堂）」
（あべのハルカス近鉄
本店ウイング館５階）の商品を20％引させていただきます。
※一部除外商品あり

※その他、各種特典がございます。詳しくは近鉄文化サロンにお問い合わせください。

会員の個人情報は受講連絡のほか、講座企画やサービス向上を図る目的で利用させていただきます。ご本人の同意なしに第三者に開示したり、
提供したりすることはありません。また、近鉄百貨店および近鉄グループから、商品情報・生活情報・アフターサービス・ご優待等の各種ご案内を
さしあげる場合がございます。なにとぞ、
ご了承ください。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

