洋楽
講座名

ギター歌唱教室

〜みんなで歌おう
！
懐かしのフォークソング、
歌謡曲etc〜

楽しく合唱♪
童謡・唱歌
たのしい
歌唱教室

H30．
2 発行

近鉄文化サロン上本町
講師名
舞台俳優

道野 学
ヨッシー原本

関西二期会会員

欄 和美

声楽家
関西合唱連盟理事

鈴木 捺香子

新設

グループ
ヴォーカルレッスン

ヴォーカルトレーナー

kazuyo

新設

ヴォーカル
プライベートレッスン
〜ヴォイストレーニング
から始める〜

日本の歌
世界の歌

ボイストレーニング

〜楽しく歌う発声健康法〜

〜笑って歌って健康を〜

腹式呼吸と
ボイストレーニング

木下 ゆき子の
こころの歌

奧田 真 美
愛をうたう
シャンソン

関西二期会会員
ソプラノ

馬場 恵子

声楽家
ボイストレーナー

中野 陽子

声楽家
関西二期会会員

岡﨑 恵子

ピアニスト＆ボーカリスト
薔薇のサロン主宰

木下 ゆき子

シャンソン歌手

奧田 真 美

講座内容

曜日・時間

受講料

ギターの伴奏に合わせて、皆で楽しく歌う歌唱教室
です。昔懐かしいフォークソング、歌謡曲、
グループ
サウンズ等を歌いましょう。上手、下手は関係ありま
せん、
リクエストもしてください。

第3
（日）
15：30〜17：00

月1回
3ヵ月 6,804円

子どもの頃に歌ったことのある馴染みある童謡や
唱歌、時には旬の話題の曲を毎月数曲みんなで楽
しく歌います。

第1・3
（月）
13：00〜14：30

月2回
3ヵ月 12,960円

童謡や歌曲など、
昔歌ったことのあるなつかしい曲
を今一度楽しく歌いませんか？まずは発声の基本か
ら始め、歌う喜びを共に味わいましょう。数々の合唱
団の指揮者として長年に渡って活躍中の講師から
楽しく学びます。

第1･3
（月）
15：30〜17：00

月2回
3ヵ月 12,960円

歌うために必要な呼吸や発声から表現までみんな
で楽しく歌いながらワンランクアップをめざします。講
座では、流行りの歌から懐かしのスタンダード曲を
中心に人前で自信をもって披露できるようレッスン
していきます。

第2・4
（火）
14：50〜16：00

月2回
3ヵ月 11,664円

結婚式で自信をもって歌いたい、
苦手な曲に挑戦し
たい、
さらに音域を広げたいなどそれぞれの方のご
希望に合わせてレッスンいたします。
プライベートレ
ッスンなので回りに気がねなくレッスンをご堪能いた
だけます。

第2・4
（火）
16：05〜16：30
16：35〜17：00

月2回
1ヵ月 6,480円

あなたの声を良くするには、年齢や性別は関係ありませ
ん。正しい発声と呼吸法が理解出来れば、歌うことが
楽しくなります。個人レッスンも取り入れながら、
日本の
歌や世界の名曲を歌って、
あなたの声を磨きましょう
！
■体験レッスン 受講料＝2,268円

第2･4
（水）
13：00〜15：00

月2回
3ヵ月 19,440円

楽しく歌って健康に！若々しい美声を、心地良い歌
体操やブレストレーニングで引き出します。腹式呼
吸など声楽の基礎も学びましょう。笑顔と良い姿勢
で体を楽器に整えたら・
・
・山田耕筰の孫弟子が、貴
方の歌心をナビゲートいたします。
■体験レッスン 受講料＝2,268円

第1・3
（水）
10：30〜11：30

月2回
3ヵ月 12,960円

歌うのが苦痛、
すぐ声がかすれ、喉が疲れるとお悩
みの方、過度な緊張を取り、深い呼吸を行い、喉に
負担をかけないことが大切です。
そのためには体幹
を知ること、笑うボイストレーニングで、心と体を解放
し、思いっきり歌ってみませんか。
■体験レッスン 受講料＝2,268円

第1・3
（日）
10：30〜11：30

月2回
3ヵ月 12,960円

身体と心をリラックスする発声体操から始め健康と
美容にもよいボイストレーニングを習得します。講師
のピアノ伴奏で楽しく歌うことを目標に唱歌、抒情
歌、
クラシックやポピュラー等、名曲を初歩から指導
します。
きっと歌うことが好きになりますよ。
■体験レッスン 受講料＝2,268円

第2・4
（金）
15：30〜17：00

月2回
3ヵ月 19,440円

譜面の読めない方でも、今まで歌ったことのない方
でも大丈夫、誰でも歌えるようになります。歌は心の
叫び、人それぞれの思いを言葉（日本語）
とメロディ
を通して表現するのがシャンソンの魅力です。各人
の個性に合わせた細やかな指導が好評。感性が磨
かれ、生きる喜びを味わうことでしょう。
■体験レッスン 受講料＝2,268円

第2･4
（火）
13：00〜14：30

月2回
3ヵ月 19,440円

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。

…女性のみ受講できる講座です。
※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。

洋楽
講座名

H30．
2 発行

近鉄文化サロン上本町
講師名

カンツォーネを
歌おう
！
新設

みんなのオペラ
〜学校教科書曲から
コマーシャル曲まで〜

関西二期会会員

欄 和美

新設

充実！
歌のパーソナル
レッスン
タカラヅカソング
を歌う

カラオケ教室

関西二期会会員

古屋 博美

歌謡教室主宰

櫻井 美智子

すぐに歌える
あなたのための
カラオケ入門

講座内容

曜日・時間

「カンツォーネ」
とはイタリア語で
「歌」のこと。帰れソ
レントへ・オーソレミオ・アルディラ・マンマ…など。ナ
ポリ民謡からサンレモ音楽祭で有名な曲までの
数々を自由に歌いましょう。発音から発声まで個性
に合せて指導します。

第3
（金）
15：00〜16：15

月1回
3ヵ月 7,452円

コマーシャル、
ドラマ、映画で挿入曲として使われて
いる馴染みのあるオペラを、気軽に気づくと口ずさ
んでしまう貴方のスタンダード曲にしてみませんか。

第1
（金）
15：00〜16：15

月1回
3ヵ月 7,452円

得意の曲のレパートリーを増やしたい、声域を広げた
い、結婚式やイベントで上手く歌いたい、将来プロを
目指したい方などお一人お一人、
目標は様々です。
そんなご要望に合わせてレッスンいたします。個人指
導ですので充実したレッスンをご受講いただけます。

第1・3
（金）
16：25〜16：55
17：00〜17：30

月1回
1ヵ月 4,428円

歌う準備のためのストレッチと、
正しい発声のためのボ
イストレーニングを毎回繰り返し行い、
その回を重ねる
毎にレパートリーも増え、
楽しさも増します。

第1・3
（水）
13：30〜15：00

月2回
3ヵ月 19,440円

カラオケにうまく合せて楽しく歌いましょう。上手に
歌えるポイントはたくさんあります。言葉、発声、呼吸
など基本を大切に、楽しみ乍ら学びましょう。月に2
〜3曲のペースでのレッスンです。

第2・4
（月）
13：00〜15：00

月2回
3ヵ月 16,848円

プロ歌手で現役の実戦を生かし歌の好きな人、歌え
ない人、男女年齢を問わずピアノとカラオケで基本を
勉強して、美しい声作りをして歌う事が楽しくなる教
室です。たくさんの仲間がお越しをお待ちしています。
■体験レッスン 受講料＝2,268円

第1・3
（金）
10：15〜12：15
月2回
3ヵ月 16,200円

ホリデージャパン 歌手

川口 哲也

受講料

お勤めの休みの日に歌を通して皆さんとおもしろい
心にうるおいと栄養を与え楽しい時間を私達と一緒
に過ごしませんか。良い仲間があなたのお越しをお待
ちしています。男女共学月に一曲のペースで楽しくレ
ッスンをしています。
■体験レッスン 受講料＝2,268円

第1・3
（日）
13：00〜15：00

演歌を唄うのがちょっと苦手な人、親切ていねいにお
教えいたします。楽しく歌う
「コシ」等カラオケで上手
に歌うことが出来るようにレッスンいたします。女性だ
けではなく男性の方もいらっしゃいます。男女とわずお
待ちしています。月2曲のペースです。

第1・3
（土）
10：10〜11：40

月2回
3ヵ月 16,848円

玉田ピアノ ギター講師
ギター教室
〈個人レッスン〉 喜多 亮介

ビギナーからもう一度習ってみたい方まで各自のペ
ースに合わせて丁寧にご指導いたします。
■体験レッスン 受講料＝3,348円

第2・4
（水）
16：00〜20：30
※30分個人レッスン

月2回
3ヵ月 20,088円

楽しいマンドリン
〈シルバークラス〉

仲間と会話しながら、
日本のうた、童謡他懐かしのメ
ロディを弾いてみませんか！マンドリンの美しいトレモ
ロのメロディと音楽で心豊かに若さを保ちましょう。
指を使って素晴らしいメロディに触れることは最高
のサプリメントです。

第1・3
（月）
11：20〜12：20

月2回
3ヵ月 15,228円

イタリア生まれのマンドリンに挑戦してみませんか。
楽器に触れたことのない方や苦手な方にも基礎か
ら丁寧にわかりやすくご指導いたします。約2,3カ月
でポピュラー音楽を楽しめ発表会や有名ゲストによ
るコンサートにご参加いただけます。

第1・3
（月）
10：20〜11：20

月2回
3ヵ月 14,580円

すぐに歌える
日曜
カラオケ入門

美咲ゆうこ
演歌教室

日本クラウン歌手

美咲 ゆうこ

カワイ音楽教室

福井 敏子

マンドリンを楽しむ

〈入門〜初級〉

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。）
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

洋楽
講座名

H30．
2 発行

近鉄文化サロン上本町
講師名

講座内容

曜日・時間

受講料

講座は初めての方を対象。心を癒してくれるハワイ
アンソングをウクレレを弾いて、歌ってみませんか。ゆ
っくりと弾き方の基本からはじめて、
みんなでワイワイ
楽しく学んでいます。一度、体験してみて下さい。

第2・4
（月）
13：00〜14：00

月2回
3ヵ月 12,960円

今一番オシャレで手軽に出来る楽器、
それはウクレレ
です。ポロロ〜ンと優しい音色は弾く人の心を癒して
くれます。色々なジャンルの曲にチャレンジしてメロデ
ィを弾いたりフラソングをお仲間とコーラスして楽しく
レッスンを進めて参ります。楽譜の読めない方もOK！

第2・4
（月）
10：30〜12：00

月2回
3ヵ月 19,764円

コカリナはハンガリーで生まれ、
日本の音楽家、黒
坂黒太郎が改良して作りあげた木の笛です。8cm
ほどの小さな木の笛ですが、木の特有のやわらかな
音が出せ、音楽初心者でも簡単に童謡からクラシッ
クまで演奏が可能です。

第2・4
（月）
15：00〜16：30

月2回
3ヵ月 16,200円

楽しいオカリナ オカリナ奏者
〈個人レッスン〉 永澤 学

癒しの音色が魅力の土笛
“オカリナ”
。講座では、初
めての方へ向けて楽器の持ち方から、
吹き方、
指使
いなど順を追ってレッスンしていきます。楽譜の読め
ない方も是非挑戦してください。
■体験レッスン 受講料＝3,348円

第1・3
（水）
11：00〜12：30
※30分個人レッスン

月2回
3ヵ月 20,088円

楽しいクロマチック ハーモニカあすなろ会
主宰
ハーモニカ
鈴木 達也
（入門・初級）

クロマチックハーモニカは一本で＃や♭のついた曲
を演奏できます。ポップス、
歌謡曲から童謡まで幅広
く取り組みます。和気あいあいとグループレッスンを
楽しみましょう。
■体験レッスン 受講料＝2,268円

第2・4
（火）
13：30〜15：00

月2回
3ヵ月 16,200円

はじめての
ウクレレ教室

Bors Kinugawa
Hawaiann Ha Lau

ミキ モモタ

元ビクタープロデューサー
ハワイアンスクール代表

ウクレレを弾こうよ 衣川 祐三
副講師

井筒 俊郎

コカリナ

日本コカリナ協会公認講師

平岡 妙子

〜中国の民族楽器〜

二胡講座

〈中級Ⅲ〉

専任講師

古 月美

〈中級Ⅰ〉

1,000年以上もの歴史をもつ中国の民族楽器、
二
胡は哀愁のあるアジア的な調べが魅力です。2本
の弦と弓を擦り合わせ情感たっぷりの音を出す二
胡の弾き方を学びます。上達すれば「さくら」
など日
本の名曲や中国の曲などが弾けるようになります。

第2・4
（日）
10：30〜12：00
第2・4
（日）
13：00〜14：30

月2回
3ヵ月 19,440円
※二胡は最初レンタルも
あります。

お申込み 電話
（06）
6775-3545

ヤマハ「大人の音楽教室」
大人のピアノ教室

〈個人レッスン〉

教室：ヤマハ音楽教室
近鉄上本町教室
（近鉄百貨店上本町店
11階）

ヤマハ音楽教室

〈はじめてピアノコース〉
弾きたい曲を弾けるようにす
るために、
ピアノ演奏に必要な様々な要素を初歩か
らバランスよく学べます。演奏だけでなく、楽譜を読
む力もつけられるような勉強も取り入れ、
ヤマハが
長年の経験と研究で開発した独自のテキスト
「ピア
チェーレ」
を使い、
自然に弾く力がついていきます。
大人に適したカリキュラムに連動したレパートリー
は、幅広いジャンルの曲がいっぱいです。

〈はじめてピアノコース〉
月3回 1ヵ月 10,800円
〈大人のピアノコース①〉
月3回 1ヵ月 11,880円〜
〈ポピュラーピアノコース①〉
月3回 1ヵ月 11,880円〜
※曜日・時間については、別途お問い合わせください。
（1レッスンは30分で月3回です。）
※ご入会時のみ別途「登録手数料5,400円」が必要です。
※見学不可

お申込み 電話
（06）
6775-1461

※ヤマハ「大人の音楽教室」
ご入会の会員さまには別途、音楽教室会則がございます。
※ヤマハ「子供の音楽教室」
もございます。
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。

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。

