こども
講座名

H30．
2 発行

近鉄文化サロン上本町
講師名

講座内容

ベビーリトミック

曜日・時間
第1・3
（木）
第2・4
（土）
10：10〜10：50

〈平成29年4月1日〜
平成29年9月30日生〉

幼児リトミック
（1歳児） 国立音楽院

〈平成28年4月1日〜
認定講師
平成29年3月31日生〉

年齢別のクラスでピアノの生の音に合わせてリズ
ムや音楽を感じ、
自然な形で集中力や、協調性など
を養っていきます。こどもの感覚の全てを活性化し
ながら1年のカリキュラムで情操の芽を育みます。

※見学不可
※お子さまおひとりにつき保護者1名さまの参加とさせていただきます。

第1・3
（木）
第2・4
（土）
11：00〜11：40

第1・3
（木）
第2・4
（土）
11：50〜12：30

〈平成27年4月1日〜
平成28年3月31日生〉

絵本を通して、
ことばや情緒を育みます。手遊びや
リズム遊びを通して全身の発達を促します。
シール
遊びや親子いっしょの製作を通して手先の巧緻性
と脳の発達を促します。お子さまの心身の成長をバ
ランスよくサポートします。

学研教室 幼児コース

ほっぺんくらぶ
「ママベビ」コース

第1・3
（水）
10：10〜11：10

※見学不可
※お子さまおひとりにつき保護者1名さまの参加とさせていただきます。

〈4ヵ月〜1歳3ヵ月まで〉

■体験レッスン 受講料＝2,268円

〈1歳3ヵ月〜2歳〉

3ヵ月 11,016円
※教材費 1ヵ月
200円別途

■体験レッスン 受講料＝1,188円

幼児リトミック
（2歳児）

「ママキッズ」コース

受講料

学研専任講師

のり、
はさみ、
クレヨンを使った製作を通して、手先の巧
緻性を育みを育み、絵本教材でことばの発達を促しま
す。学研のオリジナル教材を通して、語彙力、創造力を
伸ばします。

※見学不可
※お子さまおひとりにつき保護者1名さまの参加とさせていただきます。

月2回
1ヵ月 4,719円
※初回のみ道具代別途
第1・3
（水）
11：15〜12：15
12：45〜14：05

■体験レッスン 受講料＝2,268円

話の内容を理解し行動に移せる指示行動の力を
伸ばし、入園後も自信を持って園活動に参加出来
るように指導します。
もじ・かずを学び学習の土台を
身につけます。オリジナルのユニークな教材で知恵
を伸ばします。※見学不可

「入園準備」コース

〈2歳〜就園前〉

（金）
10：10〜11：10

※お子さまおひとりにつき保護者1名さまの参加とさせていただきます。

年間44回
1ヵ月 7,658円
※初回のみ道具代別途

■体験レッスン 受講料＝2,268円

学研ほっぺんくらぶ
「フェリーチェ
2歳」
コース

〈2歳〜就園前〉 学研専任講師

学研ほっぺんくらぶ
「フェリーチェ
年少・園児」コース
学研ほっぺんくらぶ
学研専任講師
「フェリーチェ
年中・年長」コース
学研ほっぺんくらぶ
「園児」
コース

〈3歳〜6歳〉

学研教室
幼児専任指導員

お子さまだけをお預かりし、
モンテソーリの教育法を
土台としたプログラムで生活力・観察力を伸ばす指
導をします。オリジナルの脳育教材を使用し、楽しみ
ながら応用力のある知識が身につきます。

（金）
11：15〜12：35

年間44回
1ヵ月 13,246円
※初回のみ教具代別途

（金）
15：20〜16：40

音読や書写、計算など脳を刺激し学習する力を身に
つける時間とパズルやボードなど思考力を伸ばす時間
など充実した活動で集中力と確かな学力を高めます。

（金）
16：40〜18：00

年間44回
1ヵ月 13,246円
※初回のみ教具代別途

ひらがな清音46文字読みから、長いお話読みまでス
テップアップします。数は数系列、順序数、合成、分
解など数の理解を深めます。
また知恵の分野が伸び
るユニークな教具と問題を通して発想力を養います。

（火）
16：00〜17：00

年間44回
1ヵ月 7,657円
※初回のみ教材費別途

お申込み 電話
（06）
6775-3545
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。
※受講料の他に材料費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。

こども
講座名

H30．
2 発行

近鉄文化サロン上本町
講師名

講座内容

学研専任講師

子ども達の「なぜ？」
「どうして？」
を大切にしながら、
年間100を超える実験を体験します。考える力・自ら
学ぶ力・解決する力を育みます。※見学不可
■体験レッスン 受講料＝2,484円 ※教材費込み

第1・3
（火）
16：30〜18：00
第2・4
（土）
10：30〜12：00

月2回
3ヵ月 14,904円
※振替不可

学研もののしくみ
研究室専任講師

2020年度から小学校で、
プログラミング教育が必
修になります。将来、新技術を駆使する創造力あふ
れた人材が求められていきます。講座では、
ブロック
の組立とパソコンを使ったプログラミングの両方を
おこないます。モノづくりとプログラミング的思考の
基礎を身につけながら、
ロボットをはじめとする
「もの
のしくみ」
を学びます。

第2・4
（土）
14：00〜15：30

月2回
1ヵ月 8,640円
※材料費別途

学研・城戸真亜子
アートスクール
専任講師

絵画や工作をバランスよく取り入れた独自のカリキュ
ラムで、才能を引き出し、感性を磨きます。豊富な画材
を使って本格的な作品を作ります。筆や画用紙など
画材の持参は不要です。お気軽にご参加ください。

第2・4
（日）
10：30〜12：00

月2回
1ヵ月 8,640円
※教材費込み

第2
（木）
〈幼稚園年長〜
小学2年生〉
16：30〜17：20
〈小学3年生〜
小学4年生〉
17：30〜18：20

月1回
3ヵ月 10,044円
※教材費込み

美しい文字を書くための正しい姿勢・筆
（鉛筆）
の持
ち方・書き順などをお子様の年令・レベルに合わせ
てご指導致します。段・級の取得も出来、
字を書くの
が楽しくて好きになるようおけいこします。

第1・3
（木）
16：00〜17：00
17：00〜18：00

月2回
3ヵ月 11,016円

文字を正しく美しく書けるように、鉛筆や筆の持ち
方、線の引き方など基本から学びます。一人ひとり
にあった進め方や指導により、個性を伸ばしながら
バランスのとれた美しい文字を習得していきます。
●小学校低学年までのお子さまは硬筆から始め、
上達に応じて毛筆も学んでいきます。
「学生書の教室」）
●級・段の資格取得可能（テキスト：
■体験レッスン 受講料＝2,268円

第2･4
（土）
10：10〜11：10
11：10〜12：10
第2･4
（水）
16：00〜17：00
17：00〜18：00

月2回
3ヵ月 11,016円
※テキスト代込み

小学生、中学生を対象に、美しい文字の書き方を
各自のレベルに合わせて個別指導いたします。の
びのびと字を書いていく中で集中力を養い、礼儀
作法も身につきます。
（小学1年〜3年生は硬筆のみ）

第1・3
（日）
10：10〜11：10
11：10〜12：10

月2回
3ヵ月 11,016円
※テキスト代込み

ネイティブスピーカの講師がフラレッスンを英語と日
本語でレッスンいたします。体を動かしながらの英語
を聞き取りますので無理なく自然に英語のリズムと
言葉が身についていきます。

第1・3
（金）
17：00〜18：00

月2回
3ヵ月 10,368円

〜なぜ？どうして？
を大切に〜

学研科学実験教室

〈幼稚園年長〜
小学6年生〉

学研ロボット
プログラミング
『もののしくみ
研究室』

新設

学研・
城戸真亜子
アートスクール

創造力を育てる、
フリーアナウンサー
こどものための
坂下 和也
アクティブ
ラーニング

「声は人格」、表現する楽しさは五感を刺激し、子供
の豊かな感情、知性を育てます。ゲームや朗読劇を
通して、他人との協調性や積極性、
そして創造力を
学びましょう。Let'sアクティブトレーニング！
4/12
（木） 大きな声を出してみよう
！大喜利
5/10
（木） セリフのある音読。創造ゲーム
6/14
（木） インタビューゲーム

日本書芸院一科審査会員
こども習字
（4歳〜中学生） 小野 樟苑

日本書芸院一科審査会員
こども習字
日展作家
「文字を正しく 小田 大拙
美しく書く教室」 日本書芸院二科審査員

〈4歳〜中学生〉 大田 香雨 ほか

こども習字

日本書芸院一科審査会員

〈小学生〜中学生〉 岩井 清雲

（硬筆・毛筆）

コニー先生の
英語でレッスン
ハワイアンフラ

Ha lau hula O
kamelealoha
インストラクター

大西コニー

曜日・時間

受講料

お申込み 電話
（06）
6775-3545
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

…4月から新設の講座です。

※受講料の他に材料費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。

こども
講座名

H30．
2 発行

近鉄文化サロン上本町
講師名

講座内容
感受性が豊かになり、好奇心、吸収力が高まる幼
児期にバレエレッスンで更に伸ばしてみませんか。
バレエの音楽を聴くことで感性が豊かになり、
レッス
ンを続けることでやる気が生まれ達成感も得ていた
だけます。
また音楽に合わせて体を動かす事でリズ
ム感や美しい姿勢を身につけていただけます。

新設

幼児バレエ

〈3歳児・4歳児〉

こどもバレエ

〈幼児〜小学1年生〉

プルミエールバレエスクール
つかさ瑠美ダンスワーク 主宰

基本レッスンにより美しく健康な身体をつくり、柔軟
性やリズム感を養います。
またクラシック音楽に触
れることで情緒豊かな心と感性を育みます。
■体験レッスン 受講料＝2,268円

こどもバレエ

〈幼児〜小学2年生〉
法村・友井バレエ団

第2・4
（木）
16：10〜17：00

受講料

月2回
3ヵ月 11,664円

（火）
16：30〜17：30

つかさ 瑠美

〈小学2年〜
6年生〉

曜日・時間

（火）
17：30〜18：45
（木）
17：15〜18：30

月4回
3ヵ月 20,088円

子供の頃から気をつけないといけない正しい姿勢、
まっすぐな脚をレッスンを通じて身につくように指導
しております。初めての方でもゆっくりわかりやすく行
っております。
かわいい衣装を着て発表会で思い出
作りしましょう。
■体験レッスン 受講料＝2,268円

（土）
14：00〜15：00

月4回
3ヵ月 20,088円
※月会費別途

正しいレッスンを行うことによって身につく、姿勢、足
の強さ、
それが備わって初めてあこがれのトゥシューズ
をはいて踊ることができます。基本をしっかり学んで楽
しいレッスンを行っております。
■体験レッスン 受講料＝2,268円

（土）
15：15〜16：45

月4回
3ヵ月 20,736円
※月会費別途

今井 沙耶
〈小学3年〜高校生〉

こどもバレエ

〈3才〜小学1年生〉

ミィバレエスタジオ主宰
宝塚音楽学校講師

うえの みさお
担当

〈小学2年生〜
浅井 花名子
6年生〉
リニューアル

こども合氣道

〈年長〜3年生〉

こども合氣道

合氣道和心会

野村 和夫
北田 良一
中川 勇二

〈小学4年生〜
中学生〉

クラシックバレエの基本をレッスンします。柔軟で姿
勢がよく健康で美しい身体をつくり、情緒豊かな心
と音楽性を育んでいく講座です。男の子も受講で
き、発表会にも出演していただけます。
■体験レッスン 受講料＝2,268円

基本動作の中に礼儀や和の精神が生かされてい
るので、
自然に人格形成にプラスになります。体力
を鍛えると共に、正座黙想をすることで心の落ち着
きを、気合いを出すことで積極性を養います。
■体験レッスン 受講料＝2,268円
※スポーツ保険加入のため
必ず5日前までにご入金手続きをお済ませください。

1日・短期講習会〈入会金不要〉
保護者のための
ヒラメキ！キラメキ！子ども塾

（日）
10：40〜11：40
（日）
11：40〜12：40

月4回
3ヵ月 20,088円

（土）
15：00〜16：00
月4回
3ヵ月 16,200円
（土）
16：30〜17：30

グローバル化社会に適応した学習力とは、2020年度大学改革に合わせた生
活習慣、学習法などを具体的な事例を交え、
すぐに日常生活にも取り入れてい
ただける子どもを伸ばす子育て法などをお話しさせていただきます。

【講

師】NPO法人育プロ理事長・教育コンサルタント
栢原 義則
（水・祝）13：00〜14：10
【日 時】3月21日
【受講料】1,080円 ※テキスト冊子付き

お申込み 電話
（06）
6775-3545
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

…4月から新設の講座です。

リニューアル …4月からリニューアルの講座です。
※受講料の他に材料費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。

