美術・絵画
講座名

近鉄文化サロン阿倍野
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

絵は誰でも描けます。静物や自然の風景を楽しく描

山田 博司 基礎から学べる絵画教室
〈デッサン・水彩・油絵〉

けるよう水彩から油絵まで、人それぞれの個性を生
山田 博司

かして親切に指導します。白日会所属講師による楽
しい絵画教室です。

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

19,200円+税

■体験レッスン あり

絵画の基本を学びます。光と影、色彩の明度・彩

基礎から学ぶ 絵画教室
〜絵を楽しく描こう〜

度・色相、構図や遠近法といったことから画材の種
田中 仁三郎

類、使用方法までわかりやすく学びながら、実技と
共にいろいろな画法を体験する講座です。描くこと
から観ることまで幅が広がり面白さが倍増します。

(水)
10：30〜12：30
13：30〜15：30

月4回 3ヵ月
27,300円+税

■体験レッスン あり

絵は楽しく描くものです。モチーフをよく観て写実
的に描写する。また、自由な発想や空想的なことを

日曜日の洋画教室
〜新人とベテラン達が

田中 仁三郎

一緒に楽しく！！〜

具象・抽象的に表現するなど、自分の感性を生かし

第1・3(日)

た表現・構図や技法を学び、個性を育てる手助けを

10：30〜12：30

します。美術展出品から画廊展覧会まで初心者から

13：30〜15：30

月2回 3ヵ月
15,000円+税

プロ作家・美術講師の養成まで指導します。
■体験レッスン あり

初めての方から、経験者までお入りいただけます。
初心者の方には絵の具の使い方、構図、色彩の基礎

油絵

辰巳 晶美

などから、静物、風景が描けるように、個性豊かな

(月)

作品づくりを指導します。やさしいモチーフから気

13：00〜15：00

軽に始めていただけます。公募展に出品することが

15：15〜17：15

月4回 3ヵ月
27,300円+税

できます。
■体験レッスン あり

各自のスケッチをもとに、写真を参考にしながら風
景画を描いていきます。はじめての方のために油絵

はじめての方の風景画
〜光と陰、空気を感じる絵〜

の基本からしっかり身につくよう指導します。光と
中島 裕司

影をきちんと描き分け、写実的な空気の感じる美し
い自然の風景を描きます。また、たまには風景以外

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

15：30〜17：30

15,000円+税

も描いて絵画の技術を身に付けます。
■体験レッスン あり

毎回講師が旬のネタ(モチーフ)を用意し、各人が描き

〜魅力あるモチーフとの出会い〜
楽しい絵画サロン

たい画材で生き生きと楽しく制作できます。様々な
才村 啓

お花や静物、四季の風景画、人物クロッキーなども
行います。楽しい絵の時間が皆さんを待っていま

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

15,000円+税

す！野外スケッチも予定しています。
■体験レッスン あり

美しく水彩画を描き楽しみ、本格的に油絵をはじめ
ることも永く楽しめる世界です。そんな絵画のてほ

土曜のアトリエ
〜楽しい制作のひととき〜

どきをていねいに基礎からご指導いたします。ま
才村 啓

た、モチーフを実力アップのため多種多様に用意し
ています。絵画アートを一緒に学び、ご自身のもの

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

15：30〜17：30

15,000円+税

にしていきましょう！
■体験レッスン あり

油絵具を主にパステル・水彩などの洋画材で写実的
な絵画や抽象的表現の絵画まで幅広く学習・研究

大矢 宏の絵画教室

大矢 宏

し、あなた独自の絵画表現の確立をめざします。モ

第2・3・4(土)

月3回 3ヵ月

チーフは人物・静物・風景に限らずあらゆる物を選

13：00〜15：00

22,500円+税

第3(金)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

9,000円+税

びます。
■体験レッスン あり

中島忠(あつし)絵画教室
〜色彩がおりなすハーモニーで、
オシャレな絵を〜

初心者から経験者まで、1回の受講で1作品を仕上げ
中島 忠

ます。色と色との対比と構成によって、すてきな作
品創りを教えます。

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※消費税額は、講座実施日が9月30日(月)までは8%、10月1日(火)以降は10%となります。(フリーチケット除く)

美術・絵画
講座名

近鉄文化サロン阿倍野
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

週末に絵を描き楽しみたい方の講座。旬の花、果
物、野菜を画材にし、時には野外スケッチにも出か

水彩画を週末に描く

森下 ヒロ子

ける。絵の表現法は基礎から学べ、新画材の案内や

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

絵の裏わざも伝授します。作品は描くうちに個性的

10：15〜12：15

15,000円+税

になり、絵心、実力が身に付く。
■体験レッスン あり

小鳥や木の枝などの細かい部分をていねいに描くこ
とにより集中力を養うことができます。モチーフと

野鳥を描く

谷上 裕二

向き合い、一枚の作品をじっくり仕上げていく楽し
みを味わってみませんか。

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

13：30〜15：30

15,000円+税

■体験レッスン あり

リキテックス(アクリル絵具)を使用してカンバス・
紙・ ガラスに人物・静物・風景などを描きます。

アクリル絵具で描く 楽しい絵画教室

村岡 顕美

まったく初めての方でも一日で立派な作品が仕上が
ります。ガラスに描くと宝石の様な輝きが出ます。

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

15,000円+税

■体験レッスン あり

アクリル絵具は耐水性のため水彩画と違い重ね塗り
が楽しめます。また木や布などにも描けるのが魅力

アトリエウララ アクリル絵画教室

H@L

です。小学生は個性を育む課題で創造力の向上を目

第2・4(日)

月2回 3ヵ月

指し、大人の方は絵本作りや個人の制作に活かすテ

10：30〜12：30

15,000円+税

クニックを指導いたします。
■体験レッスン あり

楽しんで絵を描き、生活の中で絵を友と思えるよう
な教室をめざします。絵画の基礎を着実に学習し、

はじめての水彩・油絵

武田 道弘

静物・風景・人物のデッサンなどを一作毎、丁寧に
個別指導していきます。水彩から油絵まで初心者大

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

16,200円+税

歓迎です。

美術実技の基礎を学びたい社会人、学生の方、美術

デッサン
〜美術基礎 実技コース〜

大学をめざされる方にも一からていねいにご指導い
森井 宏青 ほか

たします。本格的な実技基礎を、具体的に分かりや

(火)

月4回 3ヵ月

すく教える貴重な内容です。初心者の方もまずはこ

17：00〜19：30

30,900円+税

こから。確実に実力をつけていきましょう。
■体験レッスン あり

デッサンや絵画の基本を、根本からしっかりと学べ
る環境はなかなか無いものです。本講座では誰にで

これで納得・やさしいデッサン

森井 宏青 ほか

も分かる具体的な指導で確実にデッサン力を身につ

(火)

月4回 3ヵ月

けて頂きます。初心者の方、我流を直したい方、ぜ

18：30〜21：00

30,900円+税

ひ一度お越しください。
■体験レッスン あり

絵画の基礎から制作まで個人に合わせた指導を致し
ます。まずはデッサンから水彩で静物・人物・風景

デッサン・絵画入門

平田 裕信

を個性豊かに描きます。描く楽しさを感じてみませ
んか！

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

15,000円+税

■体験レッスン あり

すべての造形美術の基本であるデッサンを主にした

デッサン・絵画全般
〈日曜集中クラス〉

筒井 勝

アクリル・水彩・パステル画などを学びます。初心

第2・4(日)

者・経験者を問わず、静物・人物デッサンから、多

13：30〜16：30

彩で密度の高い内容を楽しんでいただけます。

(フリータイム)

月2回 3ヵ月
15,000円+税

■体験レッスン あり

人物を描く基本であり、絵のモチーフに欠かせない

人体デッサン

筒井 勝

デッサンを学びます。「もの」を見る基礎である
デッ サン力、表現力、美術鑑賞力が身につきます。

第4(日)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：30

10,800円+税

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※消費税額は、講座実施日が9月30日(月)までは8%、10月1日(火)以降は10%となります。(フリーチケット除く)

美術・絵画

近鉄文化サロン阿倍野

講座名

講師

たのしく描く えんぴつ画

楠森 道剛

講座内容
楽しみながら鉛筆画を学ぶ講座です。デッサンの基
礎から細密画まで、優しく丁寧に指導しますので、
初心者の方でも安心して初めて頂けます。

曜日・時間

受講料

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

13,800円+税

パステル画または水彩画のお好きなコースをお選び
いただける教室です。パステルの軽快さと水彩の持

パステル・水彩で楽しく描く

中野 緑

つ透明感が楽しめます。それぞれの良さをご体感く
ださい。

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

13：30〜16：00

15,000円+税

■体験レッスン あり

米国の著名作家の水彩作品を模写しながら、そこに

ホルベインカラーコンシェルジュが指導
する 水彩画が上達するテクニック講座

使われている様々なテクニックを学びます。これま
小杉 弘明

で学んできた細かいテクニックがどういう部分で使

第3(水)

全4回 4ヵ月

われているのか実地で試していきます。今期はトム

13：30〜15：30

12,400円+税

リンチ模写講座をします。
(期間：4ヵ月)

初心者の方は基本を一から。経験者の方にはより上

〜初心者から経験者まで〜
基本から学べる 楽しい水彩画教室

大路 誠

達のお手伝いをいたします。なによりも「描くこと

第2・4(火)

の楽しさ、喜び」の発見を第一に、基本の構図や技

10：30〜12：30

法などを学んでいきましょう！

13：30〜15：30

月2回 3ヵ月
15,000円+税

■体験レッスン あり

季節の花や果物、人物など様々なモチーフを描きな
がら、水彩画にも油彩画に通じる絵画の基本を学ん

作品作りに挑戦！
初心者から始める絵画教室

で行きましょう。基礎的な画力を身に付けて、あな
三箇 大介

たも憧れの画家への一歩を踏み出してみませんか？
画材やモチーフは自由です。講師と相談して決めて

第2・4(日)

月2回 3ヵ月

13：30〜15：30

15,000円+税

いきましょう。
■体験レッスン あり

静物、人物、風景と幅広く水彩画を楽しむ講座で
す。季節のモチーフや人物も基本からゆっくりと。

描くことの楽しみ

増田 妃早子

初めての方も大丈夫です。春と秋はスケッチにも出

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

かけます。絵画の基礎も学びながら絵を描く豊かな

10：30〜13：00

15,300円+税

第3(金)

月1回 3ヵ月

13：00〜16：00

9,000円+税

時間を共に過ごしましょう。
■体験レッスン あり

不透明水彩絵具ガッシュを使い紙面を水に浸し湿ら
せた紙の上に絵の具を滲ませたり塗り重ねたり色を

誰でも描ける 楽しいガッシュ画

花住 美絵子

かけたりして、花、風景、またこれらを組み合わせ
て描いたりする新しいタイプの技法で自由に表現
し、楽しくファンタジックに描きます。
■体験レッスン あり

花や葉をありのままに描きます。花瓶や背景は入れ

ボタニカルアート
〜植物画〜

ず、植物だけをエンピツでスケッチし、アクリル絵
いいの かよ

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

15,000円+税

いてみたいな、という気持ちがあれば初めての方も

第2(金)

月1回 3ヵ月

大丈夫。どなたでも花の絵を描くことの楽しさを深

10：30〜12：30

8,100円+税

の具で着色します。額装して四季折々の花の肖像を
楽しみませんか。
■体験レッスン あり

透明水彩絵具の淡くやさしい色づかいで野の花や庭
の草花等を描きます。かわいいな、きれいだな、描

野の花スケッチ「花あかり」

佐野 和代

めることができます。
■体験レッスン あり

淡彩画の魅力は発色の鮮やかさと画材の手軽さで

淡彩・スケッチ

辰巳 晶美

す。スケッチの基礎からていねいに指導しますの

第2・4(金)

月4回 3ヵ月

で、初めての方も安心して始めていただけます。

13：00〜15：00

24,900円+税

■体験レッスン あり

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※消費税額は、講座実施日が9月30日(月)までは8%、10月1日(火)以降は10%となります。(フリーチケット除く)

美術・絵画
講座名

近鉄文化サロン阿倍野
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

感動を覚えた風景や花などを、すばやくスケッチで
きたらどんなに楽しいでしょう。それには構図や色

スケッチ入門

辰巳 晶美

彩の基礎をしっかり身に付けることです。絵を描く

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

のが初めてという方のために、講義や実技をまじえ

10：30〜12：30

15,000円+税

ながら描く楽しさを味わっていただけます。
■体験レッスン あり

暮らしの中の感動をスケッチで楽しみませんか。ス

暮らしの中で手軽なスケッチ

山中 たけし

ケッチすることで人生がより豊かになります。はが

第1・3(木)

き絵も言葉を添えれば絵てがみになります。旅行で

13：00〜15：00

月2回 3ヵ月

第1・3(金)

15,000円+税

もスケッチできるようにきめ細かく指導いたしま
す。

10：30〜12：30

■体験レッスン あり

心に響いた風景…その印象、要点を絞り、これらを

〜写実にこだわらない〜
初めてでも描ける自分流 水彩・風景画

ヒントに自分流で表現しましょう。要点の絞り方、
森 大策

省き方、構図の取り方、色の配し方、これらをお伝

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

えいたします。絵を描くのが初めての方も、ゆっく

13：00〜15：00

15,000円+税

り呑気に試していただきたいと思います。
■体験レッスン あり

初めて水彩画を描く方のための初級講座です。基礎

いきいきと四季折々の感動を描く 水彩画

川村 賢二

的な技術をきっちりと身につけていただきます。
■体験レッスン あり

川村賢二の楽しいスケッチ教室
〈中級〉

川村 賢二

水彩画のステップアップ中級講座です。
■体験レッスン あり

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

10：15〜12：15

12,000円+税

第4(火)

月1回 3ヵ月

10：15〜16：00

12,000円+税

誰にでも簡単に描けます。最初はお手本通りに楽し

〜大人の塗り絵〜
やさしく楽しい水彩色鉛筆

みながら、水彩色鉛筆に慣れて頂きます。上達した
溝田 恭子

ら、自分の好きなアイテムを探してどんどん描いて
自分の世界を楽しんだり、塗り絵を追求しても良

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

13：30〜15：30

15,000円+税

い。自由な教室です。
■体験レッスン あり

水で溶ける水彩色鉛筆の様々な魅力を講師独自の工
程表で風景画をレッスンします。1回1作品仕上げま

水彩色えんぴつ風景画

おかもと ゆみ

す。持ち運びも手軽なので旅先スケッチにぴった
り。描くことに自身のない方や絵画初心者におスス

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

14：00〜16：00

16,800円+税

第3(土)

月1回 3ヵ月

15：00〜17：00

8,400円+税

メです。
■体験レッスン あり

簡単なやわらかいイラストを楽しく描いていきま

透明水彩で楽しむ かわいいイラスト

黒岩 多貴子

す。水彩絵の具の鮮やかで美しい色やぼかしを作る
コツをお伝えします。
■体験レッスン あり

パース(透視画法)や色彩など絵を描く為の基礎を徹底

パース(透視画法)・色彩の基礎から学ぶ
透明水彩画教室

して学びます。パースを理解することにより風景や
兼元 和美

静物等、三次元の世界を二次元の紙上に容易に再現

第1(火)

月1回 6ヵ月

できます。透明水彩絵の具で楽しく自分の世界を描

10：30〜12：30

15,600円+税

第2(水)

月1回 3ヵ月

13：30〜16：00

9,000円+税

きましょう。
■体験レッスン あり

ご自身で描けるようになる為の「美術の基礎知識」

【新設講座】
ステップアップ 透明水彩画

や「透明水彩の基本技法」を盛り込みつつ、各自好
黒川 しづこ

きなモチーフを自由に描いていただくレッスンで
す。初心者から経験者の方まで個々のペースでス
テップアップを目指します。

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※消費税額は、講座実施日が9月30日(月)までは8%、10月1日(火)以降は10%となります。(フリーチケット除く)

美術・絵画
講座名

近鉄文化サロン阿倍野
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

ポストカードサイズの水彩画を描きながら、デッサ

ポストカードに描く はじめての水彩画

平田 有加

ンと水彩画の技法を学びます。道具の使い方から色

第3(木)

月1回 3ヵ月

の3原色の性質まで、初めてでもわかりやすく丁寧に

10：30〜12：30

10,500円+税

説明いたします。

このクラスは、初めての方から上級者までの総合講

誰でも描ける 色鉛筆画

川崎 文子

座です。特別な準備や経験は一切いりません。手軽

第2・4(月)

なのに完成度の高い作品が出来るのも色鉛筆の魅力

13：00〜15：00

です。個人の速度に合わせて、身近なものから風

第2・4(土)

景、人物へと描く楽しさを実感していただきます。

10：30〜12：30

見学歓迎。

13：00〜15：00

月2回 3ヵ月
15,000円+税

■体験レッスン あり

生活の中で身近なものをいつでもどこでも手軽に描
ける色鉛筆で楽しみませんか？野菜や果物の簡単な

やさしい色鉛筆画入門

山中 たけし

ものから風景に至るまで、ていねいに指導いたしま
す。また、水彩色鉛筆も学んでいただけます。
■体験レッスン あり

第1・3(水)
10：30〜12：30

月2回 3ヵ月

第2・4(月)

15,000円+税

10：30〜12：30

日常慣れ親しんでいるボールペンで、身近な果物や

どこでも描ける ボールペン画

溝田 恭子(みぞた たか

花などを描いて水彩で美しく着色します。また、希

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

こ)

望者にはより大きな絵に挑戦して美術展への出品も

13：00〜15：00

15,000円+税

しています。

子供の頃の楽しさで大人の絵が描ける、MIKAKOメ
ソッド色鉛筆画「こんな絵、描いてみたい！でも、
絵心ないし…」となかなか一歩を踏み出せないでい

渡辺美香子の色鉛筆画教室

渡辺 美香子 ほか

る方に色鉛筆画家・渡辺美香子が描く創作風景画の
独自技法を身につけながら6ヶ月で一枚の絵を仕上

第3(金)

全6回 6ヵ月

13：30〜15：30

33,000円+税

げ、額装することで絵を描く楽しさと達成感を提供
する初心者対象の6回完結入門講座です。

水彩画や水彩タイプの色鉛筆を使って基礎のデッサ

水彩と色鉛筆画の基礎

井上 ケイリン

ンを学びます。風景画や花、人物などの基本的な描
き方を初歩からていねいに指導します。

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

15,000円+税

■体験レッスン あり

絵を描いた事のない方や、まったく初めてパステル
画、色鉛筆画を描く人のための基礎から学べる教室

基礎から学ぶ パステル画・色鉛筆画

井上 ケイリン

です。パステル素材を色鉛筆の特性から絵の描き方
の基本を詳しく勉強できます。

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

15,000円+税

■体験レッスン あり

鉛筆による形のとり方や影のつけ方など、基礎的な
デッサンを学びます。色鉛筆(水性ライプも使用しま

基礎から学ぶ 色鉛筆画

鈴木 篤子

す。)の使い方など初めての人にも解り易く教えま
す。絵手紙や水彩画の下絵にも使えます。

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

13：30〜15：30

15,000円+税

■体験レッスン あり

色鉛筆を使って花や風景、動物等のモチーフをオリ
ジナル技法で描いていきます。基本は色を重ねて深

色鉛筆アート

さがわ ちえみ

い色合いの厚みのある作品に仕上げていきますが、

①第3(水)

鉛筆で描いた線を生かしてふわっと軽い感じに仕上

15：30〜17：30

各月1回 3ヵ月

げる事も出来ます。表現方法など、それぞれ個性に

②第2(金)

8,400円+税

合わせ相談しながら作品を完成させます。準備が簡

15：00〜17：00

単なので、初めての方でも気軽に始められます。
■体験レッスン あり

初めからしっかり学びたい方、イラスト好きな方に
花や動物など色鉛筆・パステルで描いていきます。

たのしいイラスト教室
〜色鉛筆・パステル色鉛筆〜

色の名前や紙をよく知って自分の好きな色が分かっ
木戸 英次

てきたら個性的なイラストになっていきます。ゆっ
くりあわてず落ち着いて自分の表現を教室で学んで

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

13：30〜15：30

15,000円+税

ください。
■体験レッスン あり
※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※消費税額は、講座実施日が9月30日(月)までは8%、10月1日(火)以降は10%となります。(フリーチケット除く)

美術・絵画
講座名

近鉄文化サロン阿倍野
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

色の作り方、濃淡の水加減、ボカシを学んで描いて

水彩で描く やさしいイラスト教室

木戸 英次

いきます。色んな表現で個性をのばしてイラストを
描いて一つの作品になっていきます。

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

16：00〜18：00

15,000円+税

■体験レッスン あり

大人の塗り絵を始めませんか？大人の塗り絵は子供
の時に楽しんだ塗り絵とは違います。見たままの色

【増設講座】
大人の塗り絵

を塗るだけではなく、60色の色鉛筆を使って立体感
登内 敬子

や奥行きのある作品に仕上げていきます。見本と下
絵があるのでデッサン不要。楽しく色を塗る所から
始められます。最初は講師オリジナルテキストによ
る作品製作から始めます。

〈増設〉
第1(木)
13：00〜15：00

各月1回 3ヵ月
7,800円+税

第4(木)
10：00〜12：00

エアブラシが初めての方の為の入門講座です。エア
ブラシの基本がわかります。ステンシルを使って季

【新設講座】
エアブラシで描くアート教室

岡田 希与

(入門３回コース)

節に応じた可愛いカードを作ります。基本をマス
ターされた方はフリーハンドコースに進む事ができ

第2(木)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

10,200円+税

ます。引き続き入門コースを継続する事も可能で
す。

エアブラシで描くアート教室
(フリーハンドコース)

エアブラシアート(入門3回コース)を受講後、さらに
岡田 希与

高度な技法を学び、表現豊かなエアブラシを使っ
て、色々なモチーフの絵や人物画が描けるように、

第2(木)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

10,200円+税

第3(水)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

7,800円+税

わかりやすくご指導いたします。

体験では、F4サイズのキャンバスに「秋の風景画」
を描いていただきます。2回目からの講座講習では、

オイルペインティング

阿部 まさ子

自分の描きたい絵の起こし方、構図の取り方から、
お教えします。
■体験レッスン あり

カリグラフィーは専用のペンを使ってアルファベッ
トを書く「西洋書道」。欧米では正式な招待状、認

カリグラフィー
〜美しい手描きアルファベット文字〜

定状はカリグラフィーで書くのが常識です。グリー
木作 輝代

ティングカードやカレンダーづくりを織りまぜなが
ら、優雅なイタリック体、ゴシック体などを学びま
す。

第2・4(火)
10：30〜12：30①

月2回 3ヵ月

第2・4(火)

15,000円+税

18：30〜20：30②

■体験レッスン あり

似らすとれーしょんは、似顔絵をもとに、描くだけ

似らすとれーしょん
〜似顔絵まんがアート〜

でなく、作る、表現すると言った幅広いジャンル
ラッキー植松

で、絵を描くことが苦手な方でも楽しめます。似顔

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

絵の基本から応用までを身につけて、似顔絵実習や

13：20〜14：50

13,800円+税

作品発表会にもチャレンジしてください。
■体験レッスン あり

3色ボールペンを使って、かんたん！かわいいイラス
トを描きましょう。普段使いのイラストで、日々を

かわいい！楽しい！ボールペンイラスト

田中 かよ

ちょっと楽しくかわいく。季節のイラストと簡単な

第2(火)

月1回 6ヵ月

イラストレッスン。絵が苦手と思っている方にも、

10：30〜12：30

14,400円+税

気軽にぜひチャレンジしてもらいたいです。
(期間：1年)

仏像彫刻が初めての方でも、彫刻刀の使い方から指
導いたします。一人一人のペースに応じてゆっくり

仏像彫刻

堀井 祥琳

とすすめます。仏さまのお姿を木にコリコリと写し
てゆきながら、木と向かい「とき」を刻むことが、

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

13：30〜15：30

15,600円+税

心の楽しみ安らぎとなっていきます。

絵が好きだが描いたことの無い人、版画を初めて体
験される方も大丈夫。シルクスクリーン版画の技法

シルクスクリーン版画

和田 義郎

を初歩から教えます。シルク版画は多様な表現が出

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

来ますので、版画の面白さを充分に楽しんで頂けま

13：00〜15：30

15,600円+税

す。
■体験レッスン あり
※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※消費税額は、講座実施日が9月30日(月)までは8%、10月1日(火)以降は10%となります。(フリーチケット除く)

美術・絵画
講座名

近鉄文化サロン阿倍野
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

身近な写真が視点を少々変えるだけで新たな表現、

楽しい写真教室
〜アングルの美〜

大発見が生れます。写真の初歩からデジタル・フィ
近藤 大

ルムカメラの操作を学びます。コスプレ撮影等々、
楽しく斬新な作品制作にもアタックします。

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

19：00〜21：00

18,000円+税

■体験レッスン あり

デジタルカメラ(コンパクトカメラ〜一眼レフ)の初歩
を学ぶ講座です。パソコンの基礎もお教えします。
復習することも可能です。少しの知識とテクニック

デジタルカメラの基礎

辻林 宏一

であなたの写真がワンランクアップします！カメラ
の使い方、写し方など基礎知識を学んでカメラを楽

第4(木)

月1回 6ヵ月

10：30〜12：30

15,000円+税

しみましょう。
■体験レッスン あり

シャッターを押す楽しみを、カメラの使い方から撮

はじめてのデジタルカメラ
(フォト・カルチャー)

影方法、ちょっとしたテクニックでアナタの写真も
辻林 宏一

ワンランクアップ。デジタルカメラでの作品づくり
のお手伝いをします。初心者の方も経験者の方もお

第3(金)

月1回 6ヵ月

13：30〜15：30

15,000円+税

気軽にご参加ください。

講師が名京阪神で担当する講座のひとつです。1クー
ル(3回)で撮影会(1回)と講評会(2回)を実施いたしま
す。

清水薫の鉄道写真講座in大阪阿倍野
〜魅力溢れる作品を撮ろう〜

清水 薫

カリキュラム
・関西の景勝地で撮影会

第4(日)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

9,000円+税

・撮影会時の作品講評
・関心ある被写体を題材に撮影いただいた作品を講
評

風景写真教室
〜イメージどおりの風景を撮ろう
(初級編)〜

初めてカメラを持った人、初心者を対象にカメラの
小島 誠孝

取扱い方法、風景写真の撮影実践講座です。
■体験レッスン あり

(全12回)

第4(月)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：00

6,000円+税

第4(月)

月1回 3ヵ月

13：00〜14：30

6,000円+税

風景写真教室
〜スキルアップして
風景写真をきれいに写そう

小島 誠孝

(中級編)〜

自然条件を生かした撮影テクニックを学び現地撮影
に活用しよう。

(全24回)
デジタル一眼/一眼レフカメラを初めて使う方のため

風景写真教室
〈デジタル一眼/ 一眼レフカメラ入門

の講座です。カメラと取扱説明書を持参いただき、
小島 誠孝

一つずつ確実に覚えていただきます。ご自身でカメ
ラを操作してもらうOJT(オペレーション ジョブ トレ

編〉

第4(月)

月1回 6ヵ月

15：30〜17：00

12,000円+税

ーニング)方式の講座です。

風景をよく観察するところから撮影は始まります。
有名撮影地にこだわらない本当に自分が感動した風

米谷昌浩の風景写真アカデミー

米谷 昌浩

景を作品にまで仕上げて行く。観察・撮影テクニッ
ク・繰り返し作品を見る。そしてテーマを持った撮

第1(日)

月1回 6ヵ月

15：30〜17：30

15,000円+税

影が出来るまでを指導いたします。

「カメラに全く興味がなかったけれど、カメラを持
つことで自分の魅力が開花し、人生が激変した」自

【新設講座】

身の経験から、多くの女性たちにカメラを通して、

〈女性専用講座〉
写真家＆モデル 本堂亜紀の
「カメラに興味がない
女性のためのデジカメ講座」
(全6回)

人生を楽しむ術を伝え続けて20年。カメラを持つこ
本堂 亜紀

とで、会話上手になったり、積極的な女性に変化し
たり、新たな出逢いがあったり、新しい発見があり

第2(日)

全6回 6ヵ月

14：00〜16：30

24,600円+税

ます！カメラで楽しい人生を！新しい発見がありま
す。デジカメの基礎から応用も実践で学んでいただ
く女性だけの和気藹々とした楽しい講座で大人気♪

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※消費税額は、講座実施日が9月30日(月)までは8%、10月1日(火)以降は10%となります。(フリーチケット除く)

美術・絵画
講座名

近鉄文化サロン阿倍野
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

俳画は四季折々の風物を少ない運筆で大胆に描く大

季節を描く 積穂俳画入門

本田 翔穂

人の自由画です。基本的な等法を中心に、初心者の

第2(月)

方から楽しく学べます。穂積俳画のお手本を毎回1枚

13：00〜15：00

月1回 3ヵ月

ずつ仕上げていきます。はがきや色紙にも応用がで

第2(火)

11,700円+税

きます。

13：00〜15：00

■体験レッスン あり

俳画
〈初級〉

俳画
〈上級〉

大橋 繪理穂

大橋 繪理穂

季節の花や果物など、身近な素材をあっさりと、あ

第2・4(水)

なたの感性で描いていきます。筆使い、色使いの基

10：30〜12：30

本的な技法を実技と手本から学びます。

13：00〜15：00

基本の実技を習得された方が、養われた観察力と感

第2・4(水)

性を生かし、さらに幅広い作品を自分なりの表現で

10：30〜12：30

描けるように学びます。

13：00〜15：00

月2回 3ヵ月
13,200円+税

月2回 3ヵ月
14,400円+税

慈しみの仏さまを描いてみましょう。手本の絵をな

やすらぎの仏画

久保田 聖淳

ぞり簡単に仕上げられる写仏から始めます。お守り

第2(水)

仏画・如来・観音菩薩・地蔵菩薩・不動明王など奥

10：15〜12：15

8,100円+税

深い本格伝統仏画から、さらに独創的なものへと進

第3(日)

月1回 6ヵ月

14：00〜16：00

16,200円+税

みます。手軽に描ける色鉛筆仏画も併設。

月1回 3ヵ月

■体験レッスン あり

花鳥風月、植物、風景などの自然を描きます。初心

日本画
〜自然を描く〜

者は画材の選び方、鉛筆デッサンなどの基礎から表
岩上 けい子

現方法を学べ、経験者は個性を伸ばすことができま
す。

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

15,000円+税

■体験レッスン あり

約1,200年の伝統を誇る日本画を基礎から学べます。

日本画
〈浜上クラス〉

浜上 俊和

デッサンからはじめて水絵具・粉絵具(水干)・岩絵具

(水)

月4回 3ヵ月

と段階的に進み、美しい花や風景を6ヵ月間で描ける

18：15〜20：15

27,300円+税

ようになります。グループ展や公募展への出品も指
導します。

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

15,000円+税

■体験レッスン あり

四季の花から、他に一般的な題材をモチーフに受講

日本画
〜四季の花を描く〜

生一人一人の個性を大事に伸ばしていき、日本画の
小栗 百世

技法を基礎から学んでいきます。また希望に応じて
公募展にも出品できるように指導します。

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

15,000円+税

■体験レッスン あり

基礎に写生から水干絵具、そして美しい輝きを放つ
岩絵具を用い、表現の幅を広げながら「自分の日本

日曜日の日本画教室

鳥山 武弘

画」を楽しく制作していきましょう。一筆一筆に思
いを込め描きあげた絵は、宝物になることと思いま

第1・3(日)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

18,000円+税

す。

絵を描くことは、自分だけの美しい世界を広げてい
くことです。一人一人の個性やペースを大事に指導

井上美紀の日本画教室

井上 美紀

していきます。基礎の写生から始めて、水干絵具や
岩絵具を使って、楽しく制作していきましょう。

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

13：30〜16：30

21,600円+税

■体験レッスン あり

初心者の方は色紙、小品で初歩から丁寧にご指導い
たします。経験者の方は伝統的な襖絵や屏風絵など

金箔を使った 日本画

臼井 泉

で用いられる金箔貼り・截金・野毛・砂子など高度

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

な技法を学び大作にも挑戦します。岩絵具を用いた

10：30〜12：30

15,000円+税

日本画もご指導いたします。
■体験レッスン あり

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※消費税額は、講座実施日が9月30日(月)までは8%、10月1日(火)以降は10%となります。(フリーチケット除く)

美術・絵画
講座名

近鉄文化サロン阿倍野
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

はじめて描いてみたいという方から、磨きをかけて
公募展への入選をめざす方まで、四君子といわれる
蘭、竹、梅、菊から始め、花鳥、風景などへと進ん

月曜水墨画

高橋 直人

でいき、毎回手本をもとに描いて添削します。書き

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

直しのできない水墨画は集中力を養い、心のやすら

13：00〜15：00

14,400円+税

ぎをもたらします。墨の色の幽玄な持ち味をご堪能
ください。
■体験レッスン あり

初心者にもわかりやすく、お手本を使い基本から楽

水墨画
(四季を描く)

しく学びます。墨だけのモノトーンから色彩を加え
西浦 光洋

た墨彩まで情緒と風情ある作品を描きます。4号色紙
を中心に時節の葉書や短冊等も描きます。希望者に
は展覧会指導もします。

第2・4(土)
10：30〜12：30
13：30〜15：30

月2回 3ヵ月
14,400円+税

■体験レッスン あり

猫を墨で描いてみませんか。墨絵は道具もあまり多
くいらず、白黒のみで魅力的な絵画が描けると多く
の人の関心を集めています。2000年に「淡路市立中

墨絵で楽しむ猫

中浜 稔

浜稔猫美術館」を創設された猫の墨絵の第一人者が
ていねいに指導します。初心者の方でも十分楽しめ

第2(金)

月1回 6ヵ月

14：00〜16：00

15,000円+税

ます。
■体験レッスン あり

弘法大師ゆかりの四国八十八ヶ所を舞台に、雄大で
ありながら繊細な作品の数々を描いてきた中国水墨

中国水墨山水画教室

牛 子華(にゅう しか)

山水画家の牛 子華(にゅう しか)先生と、四季折々の
風景を描いてみませんか。初めての方には基礎か
ら、経験のある方には、ご希望にあわせ、個性を生

第2(金)
10：30～12：00
13：00～14：30

月1回 3ヵ月
10,500円+税

かした作品を作りましょう！

韓国は昔、宮廷装飾画から伝わった、'民画'と言う絵
画があります。花や動物、自然の物など縁起のいい

福を呼ぶ 韓国民画

李 惠賢

ものを絵に描いて飾りました。今でも韓国では実用

第2(水)

月1回 3ヵ月

画として多くの人に愛されています。色鮮やかで福

13：30〜16：00

9,300円+税

を呼んでくれる韓国民画を描いて見ませんか？丁寧
に指導します。

日々の出来ごとを、絵と文にして届けるのが、絵手
紙です。心をこめてかいたものは、感動を伝えるこ

ぬくもり届ける 絵手紙

狩野 圭以子

とが出来ます。ハガキにはみだす位大きくかいてみ
ましょう。「ヘタでいい、ヘタがいい」

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

15,000円+税

第1(金)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：00

8,100円+税

■体験レッスン あり

日々の出来ごとを、絵と文にして届けるのが、絵手
紙です。心をこめてかいたものは、感動を伝えるこ

ぬくもり届ける 絵手紙

狩野 圭以子

とが出来ます。ハガキにはみだす位大きくかいてみ
ましょう。「ヘタでいい、ヘタがいい」
■体験レッスン あり

初心者の方の教室です。「ヘタでいい、ヘタがい

絵手紙
〈入門〉

い」は日本絵手紙協会会長の言葉です。大好きな人
平岡 葉子

に自分の気持ちを届けましょう。絵手紙はいただく

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

側も喜びは大きくなります。いろんなモチーフで、

10：30〜12：30

15,000円+税

ヘタでいい、この魅力を伝えましょう。
■体験レッスン あり

絵てがみの指導で高い評価を得ている講師「齋藤茂

幸せ運ぶ 絵てがみ
〜楽しくいやされる講座〜

庵」が御指導致します。はがきなどに花、果物、野
齋藤 茂庵

菜を描き少しの言葉を添えて出来上がり。絵てがみ
の世界の楽しさを、素敵な空間で味わってくださ

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

15,000円+税

い。毎日が輝いて感じられます。
■体験レッスン あり

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※消費税額は、講座実施日が9月30日(月)までは8%、10月1日(火)以降は10%となります。(フリーチケット除く)

美術・絵画

近鉄文化サロン阿倍野

講座名

講師

ほのぼの絵手紙教室

江村 悦子

講座内容
出会った感動を自分らしくハガキに描いて相手に届
けられたらどんなに楽しいでしょう。心のたよりを
描いてみませんか。

曜日・時間

受講料

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

14：00〜15：30

9,142円+税

水墨に彩色をした絵が彩墨画です。基本の筆使いを
学び、墨の濃炎、色の微妙な変化を楽しみましょ

楽しい彩墨画

美帆 秀映

う。花鳥、風景、子供の遊びなどハガキ、色紙、半

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

切、画帳、実用的な物へも描きます。希望者には公

10：30〜12：30

15,000円+税

募展用の絵もOKです。
■体験レッスン あり

自分で描いた絵を友人に送ってみましょう。旬の野

趣味のはがき書画

堂本 小百合

菜、果物、四季行事等の絵と人生前向きの言葉をそ
えて…暑中見舞い・年賀状等実用的で心を送り伝え
られます。ご入会心よりお待ち致しております。

第1(月)
10：30〜12：30
13：00〜15：00
第3(月)

月1回 3ヵ月
6,000円+税

13：30〜15：30

はじめての一歩〜本格的水墨画・色をのせた墨彩画
の教室です。独自の世界観で、描いて嬉しい贈って

ほっこり書画

森永 彩愁

嬉しい作品を、縁起物・花鳥画・動物・風景を入門

第1(火)

月1回 3ヵ月

コースから学んでいただけます。楽しむを第1に共に

13：30〜15：30

7,500円+税

す。心がなごみ、元気の出る作品づくりを楽しみま

第4(金)

月1回 3ヵ月

しょう。作品のまとめ方もゆっくり説明していきま

10：30〜12：30

7,500円+税

友と筆遊びで日々是好日を。
■体験レッスン あり

季節を肌で感じ、あふれ出す言葉にほのぼのとした
絵を添えて、一枚の作品を色紙等に仕上げていきま

楽しみの書画

森重 陽子

す。初めての方もご安心ください。
■体験レッスン あり

四季折々のモチーフや風景などをわりばしでデッサ
ンをし、顔彩で色をつけてはがきや色紙に表現しま

わりばしで描く はがき絵

井上 裕子

す。「絵を描くのは初めて」という方でも、簡単で

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

素晴らしい作品に仕上がります。さあ、ご一緒にオ

13：00〜15：00

14,400円+税

リジナル作品を描いてみましょう。
■体験レッスン あり

ハガキの片隅や、贈り物の熨斗紙などに、一光流一
筆画で手描きの草花を描いてみましょう。一足先の

一光流 心を伝える一筆画

梅田 佳良

季節を感じ、少しばかりの心をそえて・・・顔彩絵
具、筆を使い心なごむひとときをご一緒しません

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

13：30〜15：30

13,200円+税

か。
■体験レッスン あり

ハガキの片隅や、贈り物の熨斗紙などに、一光流一
筆画で手描きの草花を描いてみましょう。一足先の

一光流 初めての一筆画

大島 彩苑

季節を感じ、少しばかりの心をそえて・・・顔彩絵
具、筆を使い心なごむひとときをご一緒しません
か。
■体験レッスン あり

第1(月)
10：30〜12：30①
第2(木)
10：30〜12：30②

月1回 6ヵ月
13,200円+税

13：30〜15：30②

花に出会い、心ときめかせる…。そんな思いを絵筆
で表現してみませんか？レッスンでは、筆運びや色
使い、隠し技にいたるまで、ていねいにお教えしま

楽しい花の一筆画

南 季世子

す。画材は、はがき、色紙、桐箱、扇子など幅広
く、お祝儀袋やお箸袋は、贈り物にもぴったり。花

第3(水)

月1回 3ヵ月

13：30〜15：30

6,600円+税

好きの仲間たちがお持ちしていますよ。
■体験レッスン あり

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※消費税額は、講座実施日が9月30日(月)までは8%、10月1日(火)以降は10%となります。(フリーチケット除く)

美術・絵画
講座名

近鉄文化サロン阿倍野
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

あっさり少ない筆遣いでホッとするやさしい雰囲気

〜はがきに描く〜
和のイラスト講座

の「和のイラスト」を「はがき」に描きます。四季
鮎裕(あゆゆう)

折々の植物やかわいい動物、風物などがていねいな

第1(水)

月1回 6ヵ月

指導をもとに楽しく描けます。顔彩、画仙紙はがき

14：00〜16：00

15,000円+税

みのある気持ちが伝わる一枚を描き、センスあふれ

第2(水)

月1回 3ヵ月

る暮らしを楽しみましょう。お手本を用意し初心者

13：00〜15：00

6,600円+税

を使用。
■体験レッスン あり

季節の風物を描き、言葉を添えて友達に便りを送り

四季の絵文
〜和紙に書く和の絵だより〜

ませんか。顔彩や墨を使って和紙に描く絵文。温か
中井 悠美子

の方にもとりくみやすい内容です。
■体験レッスン あり

今までに無いはがき絵です。顔彩絵の具でさらりと

12の暦絵はがき絵と消しゴムはんこ

澤田 ひとみ

描いて消しゴムはんこで彩ります。毎回、はがきの

第3(火)

ほかにアイデアいっぱいのオマケつき。また画題に

10：30〜12：30

沿ったプチ情報も大好評です。

13：30〜15：30

月1回 3ヵ月
6,300円+税

■体験レッスン あり

江戸時代からの木版技術を受け継ぐ京都の竹笹堂が
教える木版画教室です。はがき、お箸袋など生活を

生活を彩る 簡単な木版画

森嶋 典子

彩る小物を月1回で一作品仕上げていきます。とても
かわいい作品をお手軽に木版画で楽しんでいただけ

第2(木)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：00

9,000円+税

ます。
■体験レッスン あり

木版画の味わいのある線やマチエールと淡い色の重

初めての木版画
〜季節の作品をつくる〜

なりを楽しみましょう。初めての方でもゆっくり、
田村 洋子

それぞれのペースで制作していただけます。はがき
や便箋などにして、プレゼントにしてみてもいいで

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

15,600円+税

すね。

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※消費税額は、講座実施日が9月30日(月)までは8%、10月1日(火)以降は10%となります。(フリーチケット除く)

