文学・文芸
講座名

わたしたちの
万葉集

H30．
8 発行

講師名

古典文学研究家

後藤 勝子

講座内容

長い間のテーマ読みを終え、万葉集巻一から順を
追って丁寧に読んでいきます。万葉の舞台に住む
私達こそ身近に万葉集を感じられます。ぜひ一緒
に万葉の世界に分け入りましょう。
■体験レッスン 受講料＝2,376円

曜日・時間

近鉄文化サロン奈良
受講料

第3
（木）
10：00〜12：00

月1回 6ヵ月
13,608円

第4
（金）
13：30〜15：00

月1回 3ヵ月
6,804円

第4
（月）
13：00〜15：00

月1回 6ヵ月
11,664円

心のやすらぎを俳句で感じてみませんか。俳句は、季
語を入れて五・七・五という十七音で表現するもので
す。教室では句会形式で行い実作主体の講座で、
年数回は吟行に出掛けます。気軽に趣味を持ちた
い方、初めての方も基本から学べます。
■体験レッスン 受講料＝2,052円

第2
（水）
10：00〜12：00
13：00〜15：00

月1回 6ヵ月
11,664円

近、現代の優れた歌・歌集の鑑賞をし、歌会形式で
会員の実作を批評し合います。良い歌を読む楽しさ、
三十一文字に心を託す面白さを実感して頂ければ
幸いです。初心の方もなじめる和やかなクラスです。
■体験レッスン 受講料＝2,268円

第1・3
（月）
13：30〜15：30

月2回 3ヵ月
13,608円

川柳は初めてという方も大丈夫！五七五と指折りな
がら楽しく句作していただけます。十七文字という
世界最短詩型だからこそ表現できる歯切れよい面
白さをラジオでもお馴染みの講師と一緒に学んでい
きましょう。
■体験レッスン 受講料＝2,592円

第2
（木）
14：00〜16：00

月1回 3ヵ月
7,776円

万葉集に関する基本的な知識の確認から始めま
す。歌に即しながら、多様な観点からお話しします。
10/26（金）歌の詠出の場と方法
11/23（金・祝）中国文学の受容と表現の深化および拡大

万葉集の
世界と歌人

同志社女子大学名誉教授

寺川 眞知夫

12/28（金）万葉集のもつ古代性－天皇周辺の儀礼歌
（1、2、3・4、17・18・19）
1/25（金） 行幸の宴における官人の歌（5・6、7、8、9、10〜15）
2/22（金） 行幸従駕の宴の歌の諸相
（16、20、21、36・37、38・39）
3/22（金） 天皇御製の背景
（25、27、28、76）
・
荒れた旧都を詠む歌（29〜31、32・33、51）

■体験レッスン 受講料＝2,268円

俳句を楽しむ

（社）
俳人協会評議員
日本文藝家協会会員
「遠矢」主宰

檜 紀代

美しい日本語を正しく使って折々の感動を17文字
で表現します。四季を詠み自然界を知り、
また日常
の身近な事を見逃さず、
自分の軌跡を詠んでみませ
んか。初心者にもわかりやすくご指導いたします。
※見学不可

■体験レッスン 受講料＝2,052円

俳句

（社）
俳人協会会員
産経新聞奈良俳壇選者
大阪俳人クラブ理事
奈良県俳句協会理事
「ひいらぎ」全国同人会幹事

坂元 軒二

やさしい短歌

大西泰世の
らくらく川柳

「山繭の会」編集委員

森岡 千賀子

川柳作家

大西 泰世

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。
※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。）
※カリキュラムは変更する場合がございます。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

文学・文芸
講座名

漢詩作詩教室

文章から随筆へ

たのしい童話の
書き方

講師名

優游会主宰

山本 東甌

エッセイスト

川上 恵

童話作家

中島 和子

H30．
8 発行

講座内容

曜日・時間

近鉄文化サロン奈良
受講料

七言絶句を作ります。
その批正
（添削）
を解説し、作
詩の技法をわかりやすく指導します。初めての方に
も漢詩のしくみを一からかみ砕いてお話し、作詩の
手ほどきをします。
■体験レッスン 受講料＝2,700円（材料費込）

第1
（月）
13：00〜15：00

月1回 6ヵ月
13,608円

下手だけど書くことが好き。書くことで自分を見つけた
い。エッセー募集に応募してみたい。何となく書いて
みたい・
・
・。書く理由は人それぞれです。楽しい雰囲
気の教室で、講義と実作指導が中心です。年に数
回合評も行っています。
■体験レッスン 受講料＝2,052円

第2・4
（月）
13：00〜15：00

月2回 3ヵ月
11,664円

童話は、
子どもだけのものではありません。勇気や信
じる心、生きる力を与えてくれる文学です。初めて童
話を書く方も、
ずっと書き続けている方も、和やかな
雰囲気の中で一緒に学び合いませんか。同人誌を
発行いたします。

第4
（金）
10：00〜12：15

月1回 6ヵ月
11,664円

語学
かんたん
英会話
〈STEP1〉

my English school
my 留学センター主宰

原 真由美

〈STEP2〉

いきいき英会話

オリンピック開催に伴い、英会話の需要が高まって
います。英会話ゼロから楽しく始めるレッスンです。
中学のテキストを基に簡単なフレーズを使って表現
しましょう。文字と発音の関係も学んでいきます。
STEP1は中学1年生、STEP2は中学2年生の教
科書を使用します。
■体験レッスン 受講料＝2,268円
※15：00〜16：15 STEP1のみ可

講師

北村 妙

「会話上達のコツ、
それは発音にあり！」上手な発音が、
リスニング力、
スピーキング力の向上へとつながります。
あせらず、
ゆっくり、楽しく進めます。旅行英会話も取り
入れます。一緒にどんどんしゃべってみませんか？
■体験レッスン 受講料＝1,836円

第1・3
（木）
15：00〜16：15
月2回 3ヵ月
16,848円
第1・3
（木）
13：30〜14：45

（火）
13：00〜14：30

月4回 3ヵ月
22,032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。
※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。

