美容

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

第3(金)

全5回 5ヵ月

10：10〜12：10

17,050円

メイクで見違えるほど美しく…秘密は1万人と美人を

【女性限定講座】
受講生1万人突破！美人を目指すメイク

目指した元CAで人気講師の「十人十顔の丁寧な個別
吉村 薫子 ほか

指導！」心も輝く上品なナチュラルメイクを体感・
実習。驚きのプロの技は感動の連続！
(期間：6ヵ月)

メークの悩みは十人十色。マスク時のとれにくい

オトナのお化粧教室
〜個人オーダーレッスン〜

オカモト マドカ

第2(木)

メーク、まゆの形でのお悩み、目元だけでも華やか

15：00〜16：15

にみえるメーク、マスクで隠れている部分のSOS...

16：30〜17：45

女性に限らずさわやかにイメージアップしたい男性

18：00〜19：15

各月1回 3ヵ月

第3(火)

17,160円

もご参加できます。
初回はカウンセリングをしながら2回目・3回目の

15：00〜16：15

レッスン内容を計画します。3ヵ月でキレイが続く！

16：30〜17：45

イメージアップ！を体感してください。

18：00〜19：15

表情筋は顔の下にある約30種類の筋肉です。使わな

〜お顔の美容体操〜
表情筋トレーニング

い表情筋は年齢に関わらず衰えます。瞼、頬のたる
香川 奈々子

み、法令線のお悩みを器具も化粧品も使わず改善し

第2・4(水)

月2回 2ヵ月

ていきます。エクササイズによって肌の柔軟性や潤

15：30〜16：30

7,480円

いを取り戻し、表情を豊かにしていきましょう。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

実用

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

〜免疫力と足裏〜

曜日・時間

受講料

足ツボは体の弱った部分の反射区ほど揉めば痛みが

足つぼ健康法で元気な毎日を！！〈応用
編〉

講座内容

講師

はしります。揉みほぐせば肩こり、浮腫み、臓器な
八馬 尚子

どにも効果が期待できます。揉み方を覚えてご自
身、お子さん、介護に役立てましょう！

〈全6回〉

第2(金)

全6回 6ヵ月

13：00〜14：00

17,160円

(期間：6ヵ月)

歩く事が健康に良いことは皆様がご承知の事でしょ
う。しかし膝が痛ければ歩きたくても歩く事ができ
ません。楢林式アロマ膝ケアはあなたの膝をよくし

【女性限定講座】
楢林式アロマ膝ケア(セルフ編)

ようという思いから考案されました。アロマオイル
田垣内 佐知子

第3(木)

全3回 3ヵ月

10：30〜12：00

13,860円

らげる膝ケア方法を学びます。アロマオイルを使っ

第3(木)

全3回 3ヵ月

た膝のトリートメントで痛みを変化させ、関節の可

10：30〜12：00

13,860円

精油(大学や企業の実験で、記憶力を高まる、脳萎縮

第2(土)

全3回 3ヵ月

に関係する酵素を阻害する結果を得ている精油)と植

13：00〜15：00

17,160円

離れてゆきましょう。断捨離の基本の概念をお伝え

第1(火)

全6回 6ヵ月

したあとは、キッチン、洋服と具体的に場所やモノ

10：30～12：30

17,160円

チャーケア・コーディネーター資格取得をめざす講

第3(水)

全6回 6ヵ月

座です。介護の基礎知識と介護職現場ですぐに役立

13：30〜15：00

31,020円

を使った膝のセルフケア方法を学び実践することで
痛みを変化させ、さらに関節の可動域が広がること

〈全3回〉

で痛みから解放され歩くことが苦にならなくなって
いきます。セルフケアを実践して毎日を楽しく明る
くしませんか。
楢林式アロマ膝ケアは日本人の膝をよくしようとい
う思いから考案されました。相モデル編はホームケ
アとしてご家族の慢性的な膝痛や運動後の膝痛を和

【女性限定講座】
楢林式アロマ膝ケア(相モデル編)

田垣内 佐知子

〈全3回〉

動域が広がることで痛みから解放されていきます。
膝ケア(相モデル編)を実践してご家族の毎日を楽しく
明るくしませんか。

誰もが気になる認知症予防を、アロマのトリートメ
ントで行う講座です。アルツハイマー予防に役立つ

認知症予防のためのアロマヘッドトリー
トメント検定講座

田垣内 佐知子

〈全3回〉

物油を使った、セルフヘッドトリートメントを学び
ます。

断捨離ですっきり生活を始めませんか？入ってくる
不要なモノを断って、ガラクタを捨てて、執着から

【女性限定講座】
断捨離講座

丸山 ゆり

〈全6回〉

を決めて、断捨離をしてゆきましょう。
(期間：6ヵ月)

あなたの趣味や特技を介護に活かす、アートカル

アートカルチャーケア・コーディネー
ター養成講座

馬渕 弘子

〈初級〉

つプログラムを習得していただきます。

今後、日本の高齢化はますます進みます。それに伴
い、一人暮らしの高齢者いわゆる「おひとりさま老

【新設講座】
おひとりさまの私らしいシニアライフ
〜介護の備えと老人ホームの選び方〜

後」も増加します。「介護が必要になったらどうし
佐々木 さやか

よう」と不安な方、介護が必要になっても自分らし

第3(月)

い暮らしを大切にしたい方、老人ホームの選び方を

13：30〜15：30

知りたい方におすすめの講座です。シニアサポート

〈全3回〉

(全3回)
月1回 3ヵ月
9,900円

に携わる講師がわかりやすく、介護の備えについて
お伝えします。

アロマセラピー(芳香療法)で使用する天然精油の心

天然の香りに癒されるアロマセラピー活
用法
〈全3回〉

身に与える作用について学びながら、スキンケアア
てらうち 佳奈子

イテムや、心が和む癒しの香水を創ります。教室で
作製したアイテムでほっと安らぐいやしのアロマセ

第4(日)
10：30〜12：30

(全3回)
月1回 3ヵ月
10,230円

ラピーを自宅でもお楽しみください。

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

実用

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

ハーブアロマテラピーには、自然の豊かさで優しい

ハーブとアロマテラピー はじめからいろ

月1回 3ヵ月

香りと効果効能を応用する活用方法が幅広く奥深く

〜美容と健康〜
辰巳 惠子

いろ学ぶ6回講座

あります。講座では、ハーブクラフトからアロマテ
ラピーコスメティックなどなどを作って楽しみま

第3(木)

13,530円

10：30〜12：30

月1回 6ヵ月
27,060円

す。植物の力で心と体を癒して生活を豊かにする方
法を6つ選んでお伝えします。

香草ハーブの香りに触れ自然を感じ生活を豊かにし

〜美容と健康〜
ハーブとアロマテラピー

ませんか。心身の癒し、美と健康に役立つハーブア
辰巳 惠子 ほか

ロマテラピー。ハーブを育て、お茶や入浴剤をブレ
ンド、自然コスメを作る等広く深く学びます。自然

〈上級〉

の香りに包まれた素敵な時間を楽しみましょう。

第3(水)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

8,910円

第3(木)

月1回 6ヵ月

13：30〜15：30

17,820円

初めてさんでも簡単に石けんを手作りできます。
(コードプロセス製法)自分の目で見た安心・安全な
材料で作った石けんは、いわゆる市販の石けんとは
使用感が全く異なるため、高級で贅沢と言われてい

お肌が喜ぶ手作り石けん

内野 しのぶ

ます。当講座では、石けん作りを楽しむだけでなく
工程を始めオイルや香りの知識も基礎から丁寧に説
明します。作った時の感動！熟成期間のワクワクす

第3(土)
11：00〜13：30〈増設〉
14：00〜16：30

月1回 3ヵ月
8,580円

る気持ち、石けんを使った時の満足感、一度体験す
ればきっとやみつきに！不器用さんでも安心して石
けん作りをお楽しみください。
日本人にはお馴染みでも実は知らないことも多い和

癒しの手づくりお香
〜天然香原料で調合する和の香り〜

のお香。古来伝来の天然香原料を調合して自分だけ
みちおか きみこ

の香りを作りましょう。歴史や各種原料、調合の基
本を本物の香りに癒されながら学んでいきましょ

第1(火)

月1回 3ヵ月

13：30〜15：30

11,880円

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

13：30〜15：30

28,380円

う。
■体験レッスン あり
パソコンを毎日の生活にもっと身近に楽しく役立つ
ように、少人数クラスによるアットホームな雰囲気
の中で講師と一緒に学びませんか？定評のあるオリ
ジナルテキストを使用します。長く楽しく学べるよ
うなカリキュラムと環境が整っています。

Windowsを活用しよう

可部田 ゆかり

・Windowsの便利な操作や設定を学ぼう
・デジカメ写真の編集やアルバム作成
・インターネットクラウドを知ろう
・Wordで申込書や旅行記を作ろう
・GoogleやGoogle Earthで世界旅行を楽しもう
・ラベルマイティで名前シールやカレンダー作成
・Excelでグラフや健康管理表を作ろう

仕事と日々の生活に役立つWord・
Excel・PowerPointマスターコース

池中 伸幸

仕事や毎日の生活でパソコンを役立たせるために必

第1・3(金)

須のWord・Excel・PowerPointを初歩から実践まで

18：30〜20：30

マイペースで無理なく習得することができます。

(フリータイム 1時間30分制)

月2回 3ヵ月
13,860円

新聞や本、映画を見たり、電話で顔を合わせたり…
…。そんなiPhone＆iPadの基本操作から一人ひとり
に合った楽しみ方を経験豊富な講師のもとで学びま
しょう。定評のあるオリジナルテキストを使用して
講習します。

iPhone/iPadをはじめよう

有限会社ICTエデュ講
師

・iPhone＆iPadの基本操作をマスター
・アドレス帳、メール、テレビ電話、カレンダーの

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

27,720円

使い方をマスター
・iPhone＆iPadを使いやすくしよう
・自分好みのアプリを追加して楽しもう
・写真を楽しもう(撮影、メール送信、スタンプ作
成、アルバム作成)
・iPhone＆iPadでプリンターをつなげよう

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

実用

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

基礎の包み方、リボンの掛け方、結び方を学べま
す。基礎の包み方にアレンジを加え、プレゼントを

暮らしに役立つ！ギフトラッピング

橋本 郁子

かわいく華やかに、お仕事にも役立つ内容です。ご
希望の方は、ラッピング協会認定のギフトラッピン
グコーディネーター資格習得試験を受験できます。

曜日・時間

受講料

第1(土)
〈初級クラス〉
10：30～12：30

月1回 3ヵ月
10,230円

〈中上級クラス〉
13：30～15：30

パーソナルカラー診断でお肌に似合う色を見つけセ
ンスアップを、色の効用を使って心を元気に、漢

お肌と心と身体のカラーセラピー

キム ヨシコ

方・薬膳の色の力で身体を元気にするカラーセラ
ピーを学びます。

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

13：00〜14：30

17,160円

第2(木)

月1回 6ヵ月

18：30〜20：00

17,160円

■体験レッスン あり

色の効用を使って、お肌や、心や、身体を健やかに
元気により魅力的に！！お肌に似合う色を見つけ

お肌も心も身体も元気になる カラーセラ
ピー

て、センスアップします。色鉛筆を使い、今の心境
キム ヨシコ

に必要な色を見つけて、ポジティブに！体質に合う
漢方養生の色を見つけて、健やかに！！色の持つ力
で、アンチエイジングを目指します。
■体験レッスン あり

〜何を着たら良いかわからない、と思う方へ〜年齢
を重ねるにつれ、何を選んだらよいか迷ってしま

【女性限定講座】
4名様限定！大人のおしゃれレッスン

う、おしゃれすることに苦手を感じる方が増えてい
三好 さよ子

きます。でも、実はおしゃれはとっても簡単！「自
分の特徴」に沿うだけで、垢抜けて綺麗に見えるよ

(全3回)

うになります。パーソナルカラー診断で、素敵な貴

第2(木)
10：00〜12：00

各全3回 3ヵ月

第2(木)

15,510円

12：30〜14：30

女に導きます。

大人世代が人から好感を持たれる決め手は、装いや
髪型・姿勢などの見た目と話し方です。好感度を高

【新設講座】
好印象を与える大人のマナー講座

北 優子

〈全6回〉

める会話のコツや貴方の魅力を引き出す着こなしテ

第3(火)

クニックを学んでみませんか。ちょっとした習慣を

13：00〜14：30

変えることで印象は大きく変わります。もう一度会

(全6回)
月1回 6ヵ月
22,420円

いたいと思わせる魅力を身につけましょう。

【新設講座】

現在ブームのパーソナルカラーに、話題の顔型パー

〈女性限定講座〉
二宮恵理子監修
パーソナルカラー＋顔型パーツ診断®で

ツ診断®を同時に学べる講座です。ファッションに色
とおみね きよみ

を使えなくなった方、顔型パーツ診断®に興味のある

第2(木)

方、自分に「似合う」がわからなくなった方、問題

10：30〜12：00

解決に向けてアドバイスをいたします。貴女に似合

センスアップ

(全3回)
月1回 3ヵ月
12,210円

うスタイルを、楽しみながら見つけてきましょう。

〈全3回〉

室礼(しつらい)とは行事や季節に合わせた床(とこ)や
部屋の荘(かざ)り方を言います。この講座では毎
月、皆さんで道具を出し、床荘(とこかざ)りをして、
室礼の式を学んでいただきます。鎌倉時代の始め、
仁和寺(にんなじ)の法親王(ほっしんのう)様が、月毎
(つきごと)の花鳥の組み合わせを御定めになられ、
藤原定家 卿(ふじわらのていか きょう)が24首の和歌
を詠(よ)みました。これを月次花鳥(つきなみかちょ
う)といい、江戸時代の末まで皇室公家社会で重んじ

日本の伝統美の秘密
室礼(しつらい)で楽しむ花鳥の12ヵ月の
組み合わせ

西際 好譽

られてきました。月次花鳥にはいくつもの不思議な
秘密があり、熟考すれば、お正月に柳を活けるこ

第1(日)

月1回 6ヵ月

13：00〜15：00

24,420円

と、日本の国花『桜』、国鳥『雉』の意味や、日本
の美意識の謎が解読できます。狩野探幽(かのうたん
ゆう)をはじめ、多くの画家がこれを描いただけでな
く、尾形乾山(おがたけんざん)は優れた焼き物を残
し、茶人でもあった幕末の井伊(いい)大老が八代宗
哲(そうてつ)に作らせた12の棗(なつめ)は、茶道具の
名品とされ現存しています。今期は月次花鳥(つきな
みかちょう)を主題とします。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

実用

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

いる自信が心の余裕となり好印象を生みます。長年

第4(火)

全6回 6ヵ月

トップモデルとして活躍した経験をベースに美しい

13：00〜14：30

27,720円

女性の美しさは無限です。内面からにじみ出るオー
ラには人を惹きつける存在感や説得力があります。
外面の美しさだけでなく、内面にも磨きをかけ魅力

【女性限定講座】
〜延べ15万人に美とマナーを伝授〜
「人を惹きつけるエレガントマナー」

的に輝くエレガンスを目指します。マナーを知って
横田 仁美

立ち居振る舞いやマナーだけでなく、若さの秘訣や

(全6回)

美容法などトータルでプロデュース。5つ星ホテルや
一流企業等においても講師として招かれる美とマ
ナー術を余すとことなく伝授いたします。
私たちは生きていく上で、様々な悩みにぶつかりま
す。心を痛ませる悩みを、自分自身で解決するため
の自己発見と成長を促すセミナーです。どうすれば

くらしに役立つ心理学

畠中 ひとみ

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：00

17,160円

話す聴くトレーニングを繰り返すことで、感情に振

第1(木)

月1回 3ヵ月

り回されたりせずスムーズな対人関係を紡げるよう

10：00～12：00

8,580円

自分として楽しく生きられるか、子育てを迷わずに
できるか、人間関係を上手くやっていけるかなどを
学びます。
■体験レッスン あり

聴く技術を習得し、仕事や日常生活での活用方法を
学びます。聴く姿勢や技術は、習慣によって身につ

コーチングの具体的活用講座
〜聴く力を養い日常生活の質を上げる〜

きます。この講座では、月に一度日常を振り返り、
平野 未花

になります。コミュニケーション力を上げ人間関係
のストレスを減らし、毎日の生活をもっと豊かで楽
しいものしましょう。

嫌われる勇気で有名なアドラー心理学を体験を通じ
て学べる楽しい講座です。今期のプログラムEGGで

アドラー心理学体験型講座
〈全8回〉

は勇気付けを学びます。難しい講義は一切なく、体
中島 美恵子

験を通じて、親子・夫婦・会社などあらゆる人間関
係に悩みを持たれている方に大きな気づきを得てい

第3(土)
10：30〜12：00

(全8回)
月1回 4ヵ月
11,000円

ただける内容です。お気軽にご参加ください。
【カリキュラム：EGG】

【新設講座】
[関西初]香りと色の心理学 レベル1〈全3
回〉

AEAJインストラク
ター ほか

普段何気なく選んでいる香りや色には、ご自身の心
理状態が表れています。香りと色を使った心理ワー
クで今の気持ちを見つめてみましょう

第2(土)
10：30〜11：40

(全3回)
月1回 3ヵ月
15,180円

“ほめ言葉”には、自分だけではなく、周りをどんど
ん輝かせる力があります。…とはいえ、「周りの人
をほめたいけど、どうやってほめていいのか分から
ない」「ほめ言葉がお世辞やイヤミに感じられてし
まって、言うのも言われるのも苦手」「自分にもっ

ほめる達人講座
〈全6回〉

と自信を持ちたい」「人間関係を上手に築きたい」
香山 真希

…そんなお悩みはありませんか？今、メディアでも

第4(月)

話題の【ほめる達人(ほめ達)講座】には、コミュニ

13：30〜15：00

ケーションが豊かになるヒントがいっぱい！「ほめ

(全6回)
月1回 6ヵ月
14,520円

る」とは、お世辞を言うことではなく、『価値を発
見して伝えること』。ついついマイナスの部分を見
てしまう脳のクセを知り、価値発見力を磨いて、周
りをどんどん元気にしていきましょう。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

実用

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

がら、一緒に記憶したり思い出したりすることで一

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

人ではなかなか集中できないものも頑張れる、とい

10：30〜12：00

17,820円

脳活性化について、何が衰えているか、脳のどの部
分で違うのか、ということを知り、プロジェクター
を使って脳の様々な分野を刺激するトレーニングを
行います。人の名前記憶・瞬間記憶・位置記憶・昔
の記憶思い起こしゲーム・連想ゲーム・計算ゲー
ム・デュータスクに挑戦・手先を使うゲーム・聞き
取り能力UPゲーム等を楽しみます。皆さんと笑いな

シニアのための楽しい脳トレ講座

浦部 順子

うお声をいただいています。今期はこれまでのト
レーニング内容を刷新し、動画を見て、記憶して、
再現する、といった作業を、手先を使うゲームを取
り入れて行います。
(例)あやとり・和紙を使ったのし袋作り・折り紙・
風呂 敷つつみ・水引など。
■体験レッスン あり
予防医学って聞いたことありますか？
ここ数年はコロナ禍で、あちこちで聞く機会があっ
たかもしれませんね。人それぞれ、置かれた環境は
異なりますが、社会生活を送るうえで、様々な食生
活の乱れやストレスなど、いろんな問題を抱えてい
ます。最初は、たいしたことないと放っておいてし
まうことで、取り返しのつかないことになってし
まった方をどれだけ見てきたことか。
ストレスでも軽いものなら良いですが、過度のスト
レスは、様々な病気の原因になります。現代医療で

【新設講座】

は、ガンは治せると言うものの、全ての病気を治せ

【オンライン】
予防医学に基づいた病気になってから後

南部 貴子

悔しないための予防ケア

るわけではありません。やはり、ご自身の意識を変

第3(月)

えて、生活習慣を変えていくことが、病気にご自身

13：30〜14：45

を近づけないことになります。疾患が表に出てくる

〈全3回〉

(全3回)
月1回 3ヵ月
17,160円

までには、かなりの時間を要しますから、少しでも
若い時からやっておくことが一番重要です。
皆さんもご存じの通り、ガンは一日に多い方だと何
千個もできています。ご自身の免疫細胞がしっかり
働いていたら問題ないのですが、そうでもない場
合、どんどん進行して、ガンとして発見されるまで
にかなりの時間を要します。少しでも早い行動が、
病気の予防につながり、健康を維持することができ
ます。40代以降の方はもちろんですが、20代30代の
方にも学んでいただきたい内容です。一人では、な
かなか難しいことも

この機会に一度見直してみま

「みんな違ってみんないい」と頭では分かっていて
も、目の前の他人の言動を受け入れ難かったり、な
かなか許せないという経験はありませんか？

【新設講座】
SPトランプを使って、自分の性格の特徴
(強み・弱み)を知ろう

私たちは、長所・短所と呼ばれるように、状況に
てらお ゆみ

よって表れる特徴が異なります。私たちの特性は多

第3(金)

面的なんです。どんな特徴も、自分の愛おしい一部

10：30〜12：00

なんだと気づき、受け入れられると、他者との関係

〈全3回〉

(全3回)
月1回 3ヵ月
10,560円

性にも変化が出てきます。
人間の特性を記したかわいいトランプカードを楽し
く学びます。
きものを手軽に着られるようにお手持ちの小物で練

【女性限定講座】
市田ひろみきもの着付
〈本科〉

習していただきます。自分の着付けと太鼓結び、晴
市田ひろみ日本和装師
会理事

着に対応できる二重太鼓を、きものの簡単な手入
れ、帯との合わせ方等の講義とともに学んでいただ
きます。
(期間：6ヵ月)
■体験レッスン あり

(水)
10：15〜12：15
12：30〜14：30

月4回 3ヵ月

(木)

22,110円

12：30〜14：30
18：30〜20：30

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

実用

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

(木)
18：30〜20：30

【女性限定講座】
市田ひろみきもの着付
〈専科〉

重ね着でテクニックが必要な留袖の着付け、訪問
市田ひろみ日本和装師
会理事

着、女子袴などの着せ付け方を学びます。また、き
もの検定の受験にも十分対応できます。
(期間：3ヵ月)

(金)
10：15〜12：15
(水)
10：15～12：15

月4回 3ヵ月
26,730円

12：30～14：30
(木)
12：30～14：30
(木)
18：30〜20：30

【女性限定講座】
市田ひろみきもの着付
〈専攻科〉

振り袖の着付けと変わり結びを中心に男子紋服留袖
市田ひろみ日本和装師
会理事

の着付けを学べます。修了時には日本和装師会資格
認定書が受けられます。
(期間：6ヵ月)

(金)
10：15〜12：15
(水)
10：15～12：15

月4回 3ヵ月
28,710円

12：30～14：30
(木)
12：30～14：30
(木)
10：15〜12：15
18：30〜20：30

【女性限定講座】
市田ひろみきもの着付
〈研究科および復習科〉

市田ひろみ日本和装師
会理事

すべてのコースを修了された方を対象に、自分で納

(金)

得出来なかった分野や不得意分野を総復習し、また

10：15〜12：15

プロの着付けを目指して結婚式、成人式等の着付け

12：30〜14：30

ができるように学んでいただきます。ご希望の方に

(水)

は花嫁衣裳、芸妓の着付けも学べます。

10：15～12：15
12：30～14：30

月4回 3ヵ月
26,730円
フリーチケット
(発行日から6ヵ月間有効)
10回 23,535円

(木)
12：30～14：30

【女性限定講座】
市田ひろみきもの着付
〈実技コース〉

初めての方でもひとりで気軽にきものが着られるよ
市田ひろみ日本和装師
会理事

うに実技を中心に学んでいきます。手早く苦しくな
い着くずれしにくい着付けと、太鼓結び・二重太鼓
などが結べるようになります。
(期間：3ヵ月)

(木)
10：15〜12：15

月4回 3ヵ月

(金)

24,750円

12：30〜14：30

(水)
10：15〜12：15
12：30〜14：30

【女性限定講座】
市田ひろみきもの着付
〈きもの着付お好み4回コース〉

市田ひろみ日本和装師
会理事

自分で着る、振袖や留袖を着せる、半巾帯・なごや

(木)

帯・袋帯など結びたい帯結びなどあなたの目的に合

10：15〜12：15

わせて指導します。すべてのリクエストに応じま

12：30〜14：30

す。

18：30〜20：30

フリーチケット
(発行日から2ヵ月間有効)
全4回 8,360円

(金)
10：15〜12：15
12：30〜14：30

【女性限定講座】
市田ひろみきもの着付
〈着せ付け専科〉

「着せ付け」のみを習得したい方のための講座で
市田ひろみ日本和装師
会理事

〈本科〉

が学べます。カラオケ等の発表会の着付けにも対応
できます。

(金)

月4回 3ヵ月

12：30〜14：30

28,710円

(期間：3ヵ月)

【女性限定講座】
大内きもの着付

す。振袖、留袖等の着せ付け方や、多くの変り結び

藤本 禮子 ほか

着付のことを何もご存じない方を対象に一から丁寧

(土)

に解りやすくお教え致します。鏡を見ないで1日着て

10：15〜12：15

ても苦しくない着付けを実技を中心にマンツーマン

12：45〜14：45

で学びます。浴衣からおしゃれ着、帯も半巾、名古

14：45〜16：45

22,110円

屋、袋帯と順を追ってゆっくりと時間を掛けて学ん

第1・3(土) 第2・4(土)

月2回 3ヵ月

でいただきます。

10：15〜12：15

11,880円

(期間：3ヵ月〜6ヵ月)

12：45〜14：45

■体験レッスン あり

14：45〜16：45

月4回 3ヵ月

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

実用

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

体型別(背の高い方、低い方、細い方、ふくよかな
方)、四季別(春、夏、秋、冬)、T.P.Oに合わせて、カ
ジュアルに、粋に、フォーマルに、とその場の雰囲

【女性限定講座】
大内きもの着付

気にふさわしい着方やご自身で着る技術を身に付け
藤本 禮子 ほか

ていただきます。着物と帯の取合せ、帯揚げ、帯〆
の色の合わせ方も学びます。帯結びはご自身で結べ

〈師範科〉

るものを中心に粋な矢の字、みやこ結びなどを学び
ます。
(期間：3ヵ月〜6ヵ月)

曜日・時間

受講料

(土)
10：15〜12：15
12：45〜14：45
14：45〜16：45

月4回 3ヵ月

第1・3(土) 第2・4(土)

26,730円

10：15〜12：15
12：45〜14：45
14：45〜16：45

(土)

【女性限定講座】
大内きもの着付

藤本 禮子 ほか

〈研究科〉

着せ付けを学びます(ご自身で着るのと交互に)。帯

10：15〜12：15

結びも人様に結ぶ帯が多くなり、手早く美しく着ら

12：45〜14：45

れるコツ、また、日常のマナーやお作法を身につ

14：45〜16：45

26,730円

け、そして、ご希望の方には、小唄、端唄(2、3分の

第1・3(土) 第2・4(土)

月2回 3ヵ月

曲)を踊り、より美しい所作、着物姿を目指します。

10：15〜12：15

14,520円

(期間：3ヵ月〜6ヵ月)

12：45〜14：45

月4回 3ヵ月

14：45〜16：45

【女性限定講座】
大内きもの着付

藤本 禮子 ほか

〈特別専科〉

より高度なミス(振袖)、ミセス(留袖、訪問着)の帯結

(土)

びに加えて学院長直々の指導(年1回)による花嫁姿に

10：15〜12：15

も挑戦していただきます。お化粧、かつら、打掛、

12：45〜14：45

最後の仕上げは、ご自身の花嫁姿をお写真で残しま

14：45〜16：45

28,710円

す。着物は世界の女性の憧れ、貴女が着物をお召し

第1・3(土) 第2・4(土)

月2回 3ヵ月

に成ると大きな意味で日本の伝統文化を継承してい

10：15〜12：15

15,840円

ることにもつながります。お免状も習得出来ます。

12：45〜14：45

(期間：3ヵ月〜6ヵ月)

14：45〜16：45

着物の知識をひと通り身につけた方にも一度本科か
ら学び直します。解らなかったところ、不得意なと
ころに重点を置き、納得いくまで何年でもO.Kです。

【女性限定講座】
大内きもの着付

お一人お一人の事情やライフワークに合わせてラン
藤本 禮子 ほか

ダムにまた、教科書にはない帯結びも取り入れてい
ます。プロに成りたい方には学院の花嫁科、時代衣

〈復習科〉

装科に入学できます。看板を取り生徒さんに教える
ことも出来ます。一生の貴女の技術として残りま
す。

月4回 3ヵ月

(土)
10：15〜12：15
12：45〜14：45

月4回 3ヵ月

14：45〜16：45

16,830円

第1・3(土) 第2・4(土)

月2回 3ヵ月

10：15〜12：15

9,240円

12：45〜14：45
14：45〜16：45

お茶会、観劇などお出かけの目的に応じて着付けの
初歩から帯結びまで学べます。二重太鼓から角出し

【女性限定講座】
前結び着付教室
〜前で結んで後ろにクルッ！！ 楽に楽し
く着付けましょ〜

又ゆかたに結ぶ細帯など素敵な変わり結びも一人で
加藤 玲子 ほか

結ぶ事ができます。四十肩でお困りの方も楽しく帯
結びができるように指導します。
(期間：6ヵ月)

月2回 3ヵ月
第2・4(月)

13,200円

12：30〜14：30

月2回 6ヵ月
26,400円

■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

表現

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

をした後で無声化鼻濁音についても学びます。作品

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

は時代に限らず作家を選び、朗読をする喜びとその

10：30〜12：30

17,160円

か。基本の発声・呼吸法で安定した声作りの手助け

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

をします。各々の個性を生かして磨かれた声で深く

12：30〜14：00

17,160円

か。基本の発声・呼吸法で安定した声作りの手助け

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

をします。各々の個性を生かして磨かれた声で深く

13：30〜15：00

17,160円

軽く効果的な体操をして肺によく息が入るように、
よく吐けるように練習します。発声発音滑舌の練習

基礎からの朗読

南部 陽子

奥深さを味わいましょう。
■体験レッスン あり

楽しく朗読
〈初級コース〉

楽しく朗読
〈中級コース〉

声を出して語ることの楽しさを味わってみません
西野 孝子

読み込んで朗読に仕上げていきます。

声を出して語ることの楽しさを味わってみません
西野 孝子

読み込んで朗読に仕上げていきます。

『あなたの心が、明るくなります。』美しい発声、
発音を学び、楽しい童話や詩を、声に出して読みま

【女性専用講座】
〜女性のための〜

松田 咏子

話し方も学べる朗読

す。自然と心が開かれ、朗読表現が上手になり、し
かも人とのコミュニケーションが、とても楽しくな
りますよ！！

第2・4(水)
10：15〜12：15
13：00〜15：00

月2回 3ヵ月
17,160円

■体験レッスン あり

声に出して読むのは楽しそうなのに、なかなか一歩
が踏み出せない。そんな方のための音読の最初から

はじめて学ぶ 朗読教室

齋藤 秋子

のコースです。気持ちのよい声の出し方、短い平易

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

な文章から始めて、「私の世界づくり」を体験しま

13：30〜15：30

17,160円

す。
■体験レッスン あり

声も筋トレと同じように、鍛えることで、美しく響
く声を出せるようになります。さらに、早口言葉や

【オンライン】
〜コロナ禍でもおうちで気分転換〜

発声練習を行うことで、コミュニケーションに役立
藤並 亜紀

第4(金)

月1回 3ヵ月

13：00〜14：30

9,570円

できるように、一緒に朗読を始めましょう。やさし

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

く、分かりやすく、基礎から取り組みます。朗読す

10：30〜12：30

16,500円

どにもチャレンジ。和気あいあい気楽に声を出す心

第2(火)

月1回 3ヵ月

地良さを味わい、活舌の鍛錬やのどの筋肉を鍛えて

10：30〜11：45

8,580円

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

13：30〜14：45

17,160円

ち、ストレス発散など、メンタルヘルスの効果も期
待できます。声は世界にひとつしかない、あなただ

おうちでできる朗読を楽しもう

けの宝物。その宝物に磨きをかけて、さらに毎日を
生き生きと楽しく暮らしましょう。

お話を聞き返される、声や言葉が出にくいなど心当
たりはありませんか。いつまでも若々しくお話しが

脳活々(いきいき) やさしい朗読

おうえ さちこ

ることで脳を活性化させる効果も期待できます。
■体験レッスン あり
声は体と心の健康を保つ要です！みんなで一緒に大
きな声を出して小説や俳句・古典を読み、爽快感を
体験してみませんか？脳に刺激を与えて、いつまで
も若々しく元気でいられるように指先遊びや合唱な

元気を引き寄せる！「いろは音読」

北 優子

いきます。講座後、お時間のある方はランチをご一
緒にいかがですか。実は、雑談は脳の活性化に役立
つそうですよ。
■体験レッスン あり
マスク生活で声を出す機会を無くしていませんか。
声は元気のバロメーターです。腹式呼吸で声帯を鍛
えて生き生きした張りのある声が出せるように気楽

心が軽くなる！「いろは朗読＆音読」

北 優子

に楽しみながら文章を読み上げてみませんか。脳ト
レや手遊び、速音読など内容は盛りだくさん！笑顔
が溢れる講座です。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

表現

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

会話に詰まる、滑舌が悪い、自分の声がキライな
ど、声の悩みを解消します。発声に必要な姿勢のゆ
がみを矯正し、スッキリと声が出るように身体を整
えましょう。声でお悩みの方は、是非お越し下さ

声そのものを良くする 声のトレーニング

蔭山 理司

第1(火)

月1回 3ヵ月

10：15〜11：45

9,240円

刺激し想像力を高め表現力豊かな演じる朗読力を身

第3(木)

月1回 6ヵ月

に付けて頂きます。発声や口の体操、早口言葉も楽

10：30〜12：30

17,820円

「平林」などの初歩的な噺から、「時うどん」「青

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

菜」など、あなたのお望みのネタまで個人指導しま

18：00〜19：30

17,160円

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

10：30～12：00

17,160円

い。
・声そのものが良くなる仕組みとは
・声をよくするための呼吸法の練習
・地声づくりと響きづくり
■体験レッスン あり
昔から耳で聞き口で伝えられて来た民話を、声に出

〜語り部に挑戦〜
民話に親しむ

して読むことで、脳細胞に喝！！側頭葉・前頭葉を
福原 浩代

しく身も心も元気回復！！
■体験レッスン あり

あなたも落語に挑戦してみませんか。「寿限無」

桂文太の落語教室

桂 文太

す。

舞台やテレビのチャンバラを現役殺陣師が本格的な
殺陣を基本から実演まで指導。初心者からプロまで

殺陣(たて)「チャンバラ武塾」

野内 花峰 ほか

男女年齢問わずお気軽にご参加ください。チャンバ
ラの世界を味わう講座です。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

趣味

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

シニアのマジック教室
〈入門〉

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

ボランティア活動、宴会芸、お孫さんと楽しんでい
岸本 道明

ただくためにマジックを習得されてはいかがです
か。この講座は、初めての方を対象とした簡単なマ

第1(月)

月1回 3ヵ月

16：00〜17：30

7,590円

ジックを中心に講座を進めていきます。

頭のトレーニングに、生きる楽しみに人に喜ばれる

『頭のトレーニング』
楽しいマジック教室

手品を始めてみませんか！不器用な方でも司会とマ
サミー河合

ジックの道52年の先生が演技と見せ方をプロタッチ
で楽しく教えてくれますよ！

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

18：30〜20：00

15,840円

■体験レッスン あり

目の前で不可能を可能にするマジック、少しの練習

マジック入門
〜あなたもマジシャン〜

でパーティーや宴会などですぐに披露することがで
横木 ジョージ ほか

第2(水)

月1回 6ヵ月

18：30〜20：00

15,840円

外でも玉すだれ一本であなたも人気者です。初心者

第3(月)

月1回 6ヵ月

からわかりやすく指導します。各種パレードに参加

13：00〜15：00

17,820円

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

15：30〜17：30

17,160円

きます。初歩から本格的なマジックまで指導しま
す。
■体験レッスン あり

大道芸の花「南京玉すだれ」をマスターしません
か。誰でも簡単に覚えられます。国内はもとより海

南京玉すだれ

八房 美都香

できます。
■体験レッスン あり

キャラクターに人格を与える腹話術のテクニックを
指導します。周りの人を笑わせたい、ボランティア

ニュースタイルの腹話術

チャタリック

活動をしたいなど、ユーモア大好きな方歓迎、恥ず
かしがりの貴方も人前でやれるようになります。
■体験レッスン あり

頭脳と指先を同時に使うマージャンを覚えて、健康
づくり・生きがいづくり・友達づくりにお役立てく

頭脳スポーツ 健康マージャン

仲内 豊

ださい。全国健康福祉祭(ねんりんピック)にも正式
採用され、認知症予防としても注目されています。
初心者の方も大歓迎です
■体験レッスン あり

第1・3(水)
13：30〜15：30
第2・4(金)
10：30〜12：30

月2回 3ヵ月
15,180円

13：00〜15：00

四柱推命学とは、生まれた年、月、日時で先天的な
素質を知ることができるものです。別名(占)の王様

四柱推命学 入門

安東 照燿

とも言われている程の確率の高さがあります。自分

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

の人生を明るく切りひらいていくことが出来る講座

13：00〜15：00

20,460円

となっております。
(期間：6ヵ月)

「よくわかる手相の見方」の著者が、基礎から実践
的な手相の見方までを、実例をまじえて直接伝授し

基礎から学ぶ 実践手相学

山田 凰聖

ます。イラストではない、実際の手相を見ること
で、本当の鑑定力が身に付きます。

月2回 3ヵ月
第1・3(木)

20,460円

18：30〜20：00

月2回 6ヵ月
40,920円

(期間：6ヵ月)

鑑定士を目指す方のための
「四柱推命プロコース」

占い初心者でも、初級6ヵ月、高等科1年、研究科
山田 凰聖

6ヵ月と月2回のペースで全48回を2年間学べば、将

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

来プロの鑑定士や講師になれるだけの知識が身に付

10：30〜12：00

33,660円

生の歩みを今年から始めましょう。実践鑑定暦20年

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

を迎え、いろいろな例題とレクチャーで楽しくゆっ

12：45〜14：45

20,460円

く講座です。あとは貴方の努力次第ですよ！

自分の未来を楽しく読み解きませんか？運命の糸を
一つ一つほどきながら、笑顔で迎える自分らしい人

よくわかる 四柱推命占い

甲月 あさ美

くり生年月日の不思議を伝授していきます。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

趣味

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

西洋タロットとは、ひと味違う68枚のカード。日本
古来の帝王学の一種でお姫様教育にも学ばれる知識
の一つ。迷った時など可愛い現代風のイラストで貴
方の強い味方。ウィズコロナ禍、自分の未来を楽し

イメージで覚える 易タロット

甲月 あさ美

く生き抜く開運法をゆっくりと学ぶ実用的な講座で
す。

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

15：15〜17：15

20,460円

上巻6ヵ月、下巻6ヵ月と1年間で学んでいただきま
す。(全24回コース)
■体験レッスン あり

手相学は幸せ学。誰一人同じ手相の人はいません。

楽しくわかりやすい 手相学入門
「生き方発見講座」

わかりやすい東明手相でご自分の才能や性格を知
君島 晴美

か。楽しい鑑定事例を交えやさしく解説しますの

〈全6回〉

四柱推命
〜中級〜

り、自分らしい幸せな生き方を見つけてみません

第3(水)

全6回 6ヵ月

13：00〜14：30

17,820円

で、初心者の方も大歓迎です。

太田 匡香

四柱推命初級コースの基本を学んだ方、または基本

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

15：00〜16：30

20,460円

個の星の配置や角度でその人の性格や運命を知る占

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

法です。この教室では初心者のために一から星座や

13：00〜14：30

18,810円

学、タロットを使って実占方法を学びます。ワンラ

第1(土)

月1回 6ヵ月

ンク上を目指す方へお勧めです。(実占科目：四柱推

17：00〜18：30

20,460円

知識のある方が対象です。

西洋占星術とは個人が生まれた瞬間に天空にある10

西洋占星学 初級

太田 匡香

惑星の意味を学び未来を観ていきます。

四柱推命・西洋占星学の基本をマスターした方が対

実占塾(四柱推命、西洋占星学、気学な
ど)

象です。この東西トップを誇る統計学や気学や姓名
太田 匡香

命・西洋占星学・気学・タロット・ 手相・易など)
(期間：6ヵ月)

生年月日から導き出す四柱推命により、まず自分自
身を知り、生き方、幸せになれる道へと自分で導い

学んで使える四柱推命

小山 華穂

ていけるように、初めての方にもわかりやすく学ん
でいただけます。

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

19：00〜20：30

18,480円

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

15：00〜16：30

17,820円

初級6ヶ月、中級6ヶ月と1年間で学んで頂く講座で
す。

西に黄色、東に赤というように、各方位にさまざま
な意味合いがあります。金運や健康運などが上昇す

初めての風水気学

萬代 衣南

るインテリアの吉方位や家相なども取り入れ分かり
やすく学んでいきます。いっしょに運気アップしま
しょう！

カードを見てどう読み解くのかを知るための講座で
す。カードの基本的な取り扱い方法から、リーディ
ング方法の一つである逆位置を学び、より深く理解

はじめての日本の神様カード

二埜り音

していきます。必要な知識はその都度お話しします

第3(土)

〈全9回〉

(にのりおん)

ので、神様の名前がわからない(読めない）とか、神

13：00〜16：00

話を知らないという方でも大丈夫です。その他、神

(全9回)
月1回 3ヵ月
17,160円

社の参拝方法や神社にかかわる豆知識のようなお話
も随時させて頂きます。

世界中で親しまれているチェス。日本でも楽しむ方
が次第に増えてきました。楽しみながら脳の活性化

チェス入門講座

辻本 二朗

も期待できます。映画の1シーンのようにあなたも楽
しんでみませんか。

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

11：00〜12：30

13,860円

(小学生は原則不可)
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

趣味

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

コントラクトブリッジは、世界選手権大会が開かれ
ているほど奥の深いゲームです。4人でプレイし2人

コントラクトブリッジ入門

清水 誠也 ほか

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

13,860円

ら順に学びます。基礎をマスターすれば申請により

第3(日)

月1回 6ヵ月

認定証が取得でき創作へと進みます。主として実用

13：00〜16：00

15,180円

1組で競う、推理力や判断力などが試される知的ゲー
ム、コントラクトブリッジを基本から学びます。
■体験レッスン あり

伝承文化である折紙も今や創作折紙として国際的な
広がりを持つに至りました。日本文化の紹介にもよ
く使用されるテキスト(四ヵ国語)で折り方の基本か

たのしい折紙

梅本 吉広 ほか

の折紙・飾り折紙など新しい作品を紹介・折り方を
指導します。
(期間：6ヵ月)

楽しいおりがみ
〈初級編〉

たかが「おりがみ」されど「おりがみ」。簡単な作
松原 ちえ

品を中心に折り紙を楽しみながら勉強(？)してみませ
んか。

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

15：30〜17：00

10,716円

プラモデル作ってみたいけど、どうすれば良いか判
らない、塗装をしたいが塗装方法が判らない、今更

〜基礎の基礎から学べる！！〜
とってもやさしい模型教室

聞けない模型の基礎知識など、親切、丁寧に判りや
大木 浩行

第3(日)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

10,230円

室内の練習で、個々のレベルに合わせた分かりやす

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

いレッスンを行います。また、ラウンドに欠かせな

12：30〜14：45

20,460円

いアプローチやパターの練習にゴルフマナー、エチ

(月)

月4回 3ヵ月

15：00〜21：00

40,920円

すくお教えいたします。繰り返し基礎を学べますの
で、必ず上達出来ます。初心者にも使えるエアブラ
シで塗装してみましょう。作りたい模型ご相談くだ
さい。プラモデルならジャンルは問いません。

ゴルフスクール

袋 慶広

ケットの学習なども行います。

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

料理

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

【男性限定講座】
メンズクッキング倶楽部

講座内容

講師

曜日・時間

お酒に合う料理を中心に、ご家庭でも再現しやすい
辻 庸子

月1回 3ヵ月

レシピで実習していきます。試食はビールとともに

第1(木)

14,850円

楽しく乾杯！(お酒またはノンアルコール付き)初心

11：30〜13：30

月1回 6ヵ月

者の方も安心してご参加いただけます。

28,380円

料理は簡単に済ませたいけど、栄養バランスも気に

カラダが喜ぶ！毎日ご飯

辻 庸子

受講料

月1回 3ヵ月

なるところ。楽しく毎日を過ごすためには食事でカ

第2(月)

14,850円

ラダを整えることも大切です。旬の食材、身近な食

11：30〜13：30

月1回 6ヵ月

材を使って心とカラダに優しいごはんを作ります。

28,380円

ガンや認知症予防の権威である南雲吉則先生や白澤

【新設講座】
時短でつくる簡単美味しい元気な食卓

卓二先生に師事した講師が、食事で健康を保った
島田 雅子

り、アンチエイジングに役立てるための食材の選び

第2(木)

月1回 3ヵ月

方や料理術をお伝えします。料理をご試食いただき

13：30〜15：30

15,510円

ながら、元気を保つ食材と簡単時短メニューを学び
ましょう。一部簡単な調理実習もあります。

【新設講座】
こんにゃく専門店和田家のこんにゃくレ
シピ

季節に合わせた簡単でおいしい蒟蒻料理をお伝えし
和田 久美

ます。蒟蒻をさらに美味しく食べる調理法、和食以
外のこんにゃく料理、デザートもお伝えします。

〈12ヵ月〉

第4(火)
10：30〜12：30

(全12回)
月1回 3ヵ月
14,850円

シェフより学ぶ美味しい料理に舌鼓。わかりやすく

シェフ直伝 イタリア料理の魅力

増川 穂多佳

楽しいデモンストレーションを中心に、学んで、食
べて、イタリア料理の魅力を味わいましょう。

第4(月)

月1回 3ヵ月

10：30～12：00

14,520円

(グラスワイン又はソフトドリンク付)

冬に向けて美味しさが増す白菜や大根をはじめ、季

【新設講座】
発酵甘酒キムチ作り

中川 奈央

〈全3回〉

節の果物やメインにもなる秋刀魚や鮭などの魚介も

第3(火)

漬け込みます。手作りならではの添加物ゼロの甘酒

13：30〜15：30

を使った発酵キムチ床を作りましょう。

(全3回)
月1回 3ヵ月
20,460円

デコ巻きずし1本と、デコもち1本を作る講座です。
お食事にデコ巻きずし、デザートにデコもち！1講座

デコ巻きずし＆デコもち講座

飾巻子

で両方作れる。初の講座です。家族が笑顔になるこ
と間違いなしですね。

第1(日)

月1回 3ヵ月

13：30〜15：30

15,510円

■体験レッスン あり

基本の蕎麦打ちや、10割蕎麦、茶蕎麦、挽きぐるみ
蕎麦、胡麻切り蕎麦、梅蕎麦、紫蘇蕎麦、へぎ蕎

蕎麦打ち講座
〜先生がデモンストレーションで打つ蕎

西 龍治

麦の試食付〜

第3(月)

月1回 3ヵ月

13：30〜15：30

10,230円

いはガラリと異なります。まずは飲んでみなくちゃ

第1(火)

月1回 3ヵ月

わかりません！同じお酒でも温度やグラスで印象が

14：00〜16：00

16,170円

麦、更科蕎麦などの色々な蕎麦の打ち方を学びま
す。先生がデモンストレーションで打つ蕎麦の試食
付。自分で打った4人前の手打ち蕎麦を毎回お土産で
お持ち帰りいただきます。

米と麹と水から造られる日本酒ですが、じつに驚く
ほど種類が多く、味わいも様々です。原料米の違

〜日本酒美人講座〜
日本酒の愉しみ方と発酵おつまみ教室

い、醸造方法の違い、添加物のあるなしなどで味わ
中川 奈央

ガラッとかわります。ワインの８倍もある豊富なア
ミノ酸の美容効果も嬉しい日本酒を、簡単美味しい
発酵おつまみと共に愉しみながら学べる講座です。

ワインを家やレストランで気軽に楽しめるよう、基

ワイン講座
〜イタリアから世界のワインへ〜

本をまなびます。ワインの種類は？国によってちが
青山 祐子

う？格付けは？など、さまざまな疑問を解消しま
しょう。授業内でカンタンなおつまみをつくること
があります。

第3(金)
19：00〜20：30
第2(土)
15：30〜17：00〈増設〉

各月1回 6ヵ月
28,380円

■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

料理

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

たくさん並んだワインの中から自分好みのワインを
見つけるのって難しいですよね。オススメワインと

【新設講座】
初心者のための
『自分に合ったワインの選び方』〈全3

書かれていても自分に合うかわからず、結局、選べ
福井 ともこ

ないということもあると思います。この講座では、
ワインの基本のお話から、自分に合ったワイン選び

回〉

第2(金)
14：00〜15：30

(全3回)
月1回 3ヵ月
15,840円

までワインをテイスティングしながら愉しくお話し
ていきます。
世界三大貴腐ワイン(トカイワイン)で知られるハンガ
リーは19世紀においてフランス、イタリアに次ぐワ
イン産地でした。「ワインの国ハンガリー～トカイ
を巡りて」という本があるほど、ハンガリーはワイ

【新設講座】
〜バイヤーが教える〜
ワインの国・ハンガリー

ン好きな国として知られ、トカイワインのほか、赤
飯塚 隆志

白ロゼともに世界で高く評価され始めています。こ

第2(火)

れから注目のハンガリーワインをペアリングするお

13：30〜15：00

つまみと共に味わってみませんか。バイヤーである

〈全6回〉

(全6回)
月1回 3ヵ月
16,500円

講師が現地で得たワインの知識やハンガリーの文化
についてもお話します。
5月は現地講座としてハンガリー領事館を見学しま
す。
今やヨーロッパの本家を凌駕するまでになったアメ

【リニューアル講座】
WHISKY・WHISKEY・ウイスキー
〜「世界のウイスキー探訪」編〜

リカ、アジア、オセアニアのウイスキー。様々な国
小林 立也

で作られるウイスキーを味わいながら、それらを生
み出した風土や文化、歴史を体感していただきま

第4(日)
13：30〜15：00

(全3回)
月1回 3ヵ月
13,530円

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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

健康促進
講座名

近鉄文化サロン阿倍野
講座内容

講師

私どもでも、高齢者の方が増えております。その中
でも、膝が痛い、腕が痛い、腰が痛い方が多くおら
れます。長年、私もヨガを指導してきて必ず原因が

健康ヨガ

谷村 多香 ほか

あります。同じ所が痛くても原因は個人それぞれ違
います。その原因をつきとめて良くなっている人が
多くいます。その動きをして、原因をつきとめてみ
ませんか。
■体験レッスン あり

曜日・時間

受講料

(水)
10：30〜12：00
(月) (水) (土)
12：30〜14：00
14：15〜15：45
(水) (土)

フリーチケット
( 発行日から3ヵ月間有効)
10回 22,218円
15回 30,360円

16：00〜17：30

私どもでも、高齢者の方が増えております。その中
でも、膝が痛い、腕が痛い、腰が痛い方が多くおら

【女性限定講座】
日曜日の健康ヨガ

れます。長年、私もヨガを指導してきて必ず原因が
谷村 多香 ほか

あります。同じ所が痛くても原因は個人それぞれ違

第1・3(日)

月2回 3ヵ月

います。その原因をつきとめて良くなっている人が

13：00〜14：30

10,560円

使い方を理解してゆきます。心身の相関関係を理解

(木)

( 発行日から3ヵ月間有効)

することを通してより快適な生き方を見つけること

18：30〜20：00

多くいます。その動きをして、原因をつきとめてみ
ませんか。
■体験レッスン あり

自己の日ごろからの意識のあり方とからだに対する

アレクサンダー・テクニーク
〜正しい体の使い方〜

フリーチケット

とらえ方を見直すことを通して、より良いからだの
谷村 英司

10回 22,218円
15回 30,360円

が出来るでしょう。
■体験レッスン あり

ゆっくり楽しむヨガライフ
〜太陽礼拝〜

とめかわ みか

太陽礼拝は体の伸びる、縮む、バランスの10〜12個

(月)

のポーズです。ヨガ式呼吸に合わせ連続して行うこ

10：15〜11：15

とで体のクセを取り除き、集中力は高まります。ヨ

第1・3(月)

21,120円

ガ初心者の方も経験者の方も一緒に呼吸を合わせ心

10：15〜11：15

月2回 3ヵ月

第2・4(月)

10,560円

も体も目覚めさせましょう！
■体験レッスン あり

月4回 3ヵ月

10：15〜11：15

欧米各国で人気のアシュタンガヨガ。流れるような

心と身体のクレンジングアシュタンガ ヨ
ガ

谷口 優佳

呼吸に合わせてポーズを取ります。決まった順番で

第1・3(水)

行うことで徐々に身体が開いていくことを実感でき

19：00〜20：20

月2回 3ヵ月

ます。太陽礼拝から少しずつスタートするので初心

第1・3(土)

14,520円

者の方にもおすすめです。

18：30〜19：50

■体験レッスン あり

ボディラインの乱れは加齢や運動不足に伴う筋力の

アフターファイブのボディ・リセット か
らだ・トータルエクササイズ
〜ストレッチ＆ヨガピラティス＆筋コン

低下が原因です。それに加え仕事などでの長時間の
高木 道代

同じ姿勢が、肩こりや腰痛を引き起こします。しな

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

やかな筋肉を作り、理想の動きや体型を作りましょ

18：30〜19：40

14,520円

う。それがボディリセット！

ディショニング〜

■体験レッスン あり

椅子を使ってご自分のペースを尊重し無理なく動い
ていただく安全なYogaです。何歳からでもカラダや
気持ちを変えることはできます。ご自分の呼吸を大
切にし、前向きさを養って本当のリラックスや心地

心と体を呼吸で整えるチェアヨガ

福智 晃子

よさを感じていただきます。マットに横になって動
いていただくこともあります。無理な場合はその方

(火)

月4回 3ヵ月

18：30〜19：40

26,070円

(木)

月4回 3ヵ月

13：00〜14：30

24,090円

にあった動きをしていただきますので安心してご参
加ください。
■体験レッスン あり

初めての方やあまり無理をしたくない方、ゆったり
と楽しく身体を動かしたい方のための、ソフトなヨ

ヨグマタ相川圭子のソフトヨガ

専任インストラクター

ガです。インドヨガと相川圭子のオリジナルヨガ
で、自然に深いやすらぎへと導き自然治癒力を高め
るのに効果的です。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

健康促進
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

年齢問わず、どのような方でも安心して参加できま

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

す。レッスンが終わった後は体がスッキリ軽くなり

15：30〜16：30

14,520円

の方もゆっくりと始められます。自分の心とからだ

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

に意識を向けて、自分の為だけの時間を過ごしてみ

10：30〜11：45

13,200円

ヨガの呼吸法と優雅なバレエの動きを使ってバレエ

〜体スッキリ〜
バレリーナヨガ®

気分を味わいながら、ゆっくりと体を動かします。
祖父江 千春

ます。
■体験レッスン あり

ヨガに下半身の筋力アップを取り入れ、身体の歪み

元気アップヨガ
〜Restart！からだエイジングケア〜

を整えて、呼吸法で心の安定を目指します。初めて
立花 裕美子

ませんか。元気に健康で美しく！
■体験レッスン あり

いつでも、どこでも、手軽に出来る！龍村式指ヨガ
＆耳ヨガ健康法は、「部分即全体」という考え方を

龍村式指ヨガ＆耳ヨガ呼吸健康法

神園 愛子 ほか

ベースにしたヨガのメソッドです。人生のあらゆる
シーンで役立つユニークで即効性の高い健康法で

第3(金)

月1回 6ヵ月

10：30〜12：00

15,180円

す。
■体験レッスン あり

体がかたくてヨガは無理と諦めていた方必見！無理
なく骨盤を立てるグッズを使って、ヨガを楽しみま

体が硬い人のためのヨガ

武田 明子

第4(金)

月1回 3ヵ月

13：00〜14：00

10,230円

視、ドライアイ、乱視、老眼、飛蚊症、眼精疲労な

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

どの症状を和らげ、気分もすっきりします。肩コリ

10：30〜12：00

13,860円

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

12：45〜14：00

13,200円

しょう。少しずつ体の変化を感じてもらえる体がか
たい人向けのヨガメソッドです。
■体験レッスン あり

眼の筋肉を鍛える眼球運動と、眼に栄養を送り込む
ヨガポーズを組み合わせた「視力向上ヨガ」。近

視力向上ヨガ

皆己 雅美

や首のコリに悩む人におすすめです。
■体験レッスン あり

年齢に関係なく、自分にちょうど良いくらい、無理
のない範囲でスタートできます。みんなで楽しく心
も身体も健やかに。正しい呼吸やポーズをくり返し

健美☆RAKU YOGA

白井 琴絵

実践することで心身の調和や安定が得られ、肩こ
り・頭痛・腰痛の解消、生理痛の緩和、気持ちも
スッキリ前向きに。
■体験レッスン あり

体・呼吸・心を三位一体にする伝統的なヨーガを、

リラクゼーション・ヨーガ

竹川 裕子

指導歴35年のベテラン講師が丁寧にお伝えします。

第4(水)

年齢、性別、体の硬さは関係ありません。ご自身と

13：00〜14：30①

向き合い、心身の安定、爽快感を味わう癒しの時間

15：10〜16：10②

です。

18：30〜19：30③

月1回 3ヵ月
8,250円① 月1回 3ヵ月
7,590円②③

■体験レッスン あり

知らず知らずのうちに積み重ねたゆがみやこりに気

〜心と体をすっきり〜
やさしいヨガ・呼吸法

付き、無理なく一人一人にちょうどよい動きと呼吸
岡橋 悦子

で整えてゆきます。楽しみながら、心も身体も健や
かに保ちましょう。

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

14：30〜15：50

13,860円

■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

健康促進
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

首・肩・腰を中心にゆったりと体をほぐします。ス
トレスや緊張から解放された一日の終わりに心身と
脳を休めて自身の充電をしましょう。
【効果】

〜心地いい眠りを〜
ゆったりYOGA

・肩こり腰痛改善
KAZU

・質のいい睡眠

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

18：45〜20：00

17,820円

定愁訴、小さな不快症状、季節不調…、未来の身体

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

に不安をお持ちの方は、ゆるり身体ほぐしで改善す

10：30〜12：00

17,160円

ストレーニングツールを使用し、リズムに乗っての

(金)

月4回 3ヵ月

ステップやデュアルタスクを取り入れたオリジナル

10：15〜11：45

22,440円

効果が実証されたプログラム)運動と脳の二重課題を

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

取り入れたトレーニングを行います。音楽を使って

13：30〜14：30

10,560円

・自律神経が整う
・免疫機能アップ
・消化器系やホルモン系のバランス
・社会的プレッシャーの緩和
・ストレスに動じない心身
・ポジティブシンキング
■体験レッスン あり
～自律神経を整えてやさしく不調改善～
月2回自分の身体と向き合う時間をもちませんか？不

【女性限定講座】
ゆる・リラ・からだほぐし

Junko ほか

〜自律神経リラックスさせましょう〜

るチャンスです。
■体験レッスン あり

毎日の生活を「いきいき」とお過ごしになりたい方
におすすめのプログラムです。ミズノ製コアバラン

〈ミズノ〉シニアのための健康体操
〜楽しく続ける体幹トレーニングでロコ

藤川 光世

モ撃退！〜

メニューを御一緒にどうぞ！
■体験レッスン あり

60歳以上の方を対象として、転倒・認知症予防を目

〈ティップネス〉脳とカラダの若返り体 ティップネス介護予防
運動指導員
操

的としたクラスです。(大阪市立大学との共同研究で

楽しくカラダと脳を動かしましょう。
■体験レッスン あり

60歳以上の方を対象として、転倒予防を目的とした
クラスです。(大阪市立大学との共同研究で効果が実

〈ティップネス〉足腰しっかりロコモ体 ティップネス介護予防
運動指導員
操

証されたプログラム)自分の足でいつまでも元気に生

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

10：30〜11：30

10,560円

動かしながら、お腹や上腕の引き締め・姿勢改善・

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

ヒップアップができます。運動が苦手な人でも大丈

10：15〜11：45

15,840円

り奥深い効果を実感します。ゆるゆる歩きなど中級

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

独自の内容も加わります。さらにゆるんだ心と身体

10：15〜11：45

17,160円

第1・2・3(火)

月3回 3ヵ月

19：10〜20：20

20,790円

活できるよう足腰を支える筋力の機能向上を目指し
ます。椅子を使用して運動しますので、立位が不安
な方も安心してご参加ください。
■体験レッスン あり

リラックスした雰囲気で全身のコリを気持ちよくほ
ぐし、無理なく筋力をつけていきます。快適に体を

ゆる体操＆ゆる筋トレ

中田 ひろこ

夫です。
■体験レッスン あり

ゆる体操 中級
〜よりゆるんでしなやかに〜

ゆる体操のメカニズムに基づいた詳しい指導で、よ
中田 ひろこ

を目指しましょう。

ゆるウォークとは、コリやムダな力を取り除き、
もって生まれた自然の力を取り戻し快適に歩くこ

ゆるウォーク 初級
〜体をゆるめて快適な歩きへ〜

と。効果がすぐにわかる！と好評のゆる体操を中心
中田 ひろこ

としたメソッドで、その場で起こる体の変化を楽し
みながら進めます。毎日の一歩一歩をより快適に変
えましょう！
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

健康促進
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

日本最初の健康体操です。呼吸法をともなった三十

自彊術(じきょうじゅつ)
〜健康体操〜

一の動作で、1回15分の全身運動です。体の内、外
高橋 典子

からイキイキさせます。生活習慣病、ストレス解
消・腰痛などに効果的です。

(土)

月4回 3ヵ月

10：30〜12：00

22,770円

■体験レッスン あり

「どんなに体がかたい人でもベターッと開脚できる

開脚の女王Eiko直伝 開脚ストレッチレッ
スン

ようになるすごい方法」の著者による開脚ストレッ
Eiko

チレッスン。股関節を柔らかくすることで、血行を
よくし、冷え性やむくみ改善効果が期待できます。

第4(金)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：00

10,560円

(木) (土)

月4回 3ヵ月

10：15〜11：45

24,090円

■体験レッスン あり

4種類の基本動作を中心に要の腰、股関節、骨盤の歪

〜股関節のチカラ〜
真向法体操

みを少しずつ整えながらリンパの流れもよくなり全
中津海 キク ほか

体を柔軟にする体操です。どなたでも気軽にできま
す。
■体験レッスン あり

シニア男性で体のかたい方のための講座です。筋肉

【男性限定講座】
〈シニア男性限定〉伸ばして力をつけよ

月4回 3ヵ月

が伸びないのに筋トレをしても、痛みのない健康な
かくたに ふさえ

う ストレッチ＆筋トレ

体は作れません。ひとりひとりに合ったフォーム
で、筋肉をほぐして伸ばし、そして筋持久力をつけ

21,120円
(金)
16：00〜17：10

ます。
■体験レッスン あり

10回 19,796円

骨盤底筋を鍛えて女子力アップ。リンパや血流も良

【女性限定講座】
女性の身体を整える骨盤底筋エクササイ

フリーチケット
(発行日から3ヵ月間有効)

くしながら女性特有の不調や悩みを整えます。人生
木下 友恵

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

15：00〜16：15

17,820円

の部分を十分に動かす事でコリや痛みを解消し、セ

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

ルフケアを身につけ、生涯介護のいらない体を目指

10：30〜11：20

11,220円

100年時代、しなやかで美しい身体づくりを目指し
ます。

ズ

■体験レッスン あり

ゆったりとした呼吸に合わせて無理なく、無駄な

〜若返り体操〜
ラフィーラ

く、全身をケアする体操です。日常使う事のない体
内海 孝子

します。
■体験レッスン あり

正しい姿勢を意識しながら痛みのでない身体作りを
目指します。腰痛・膝痛・尿モレ・お腹のタルミな

【女性限定講座】
整体師の猫背・姿勢・骨盤調整

ど毎回テーマを決め気になる部分をトータルにサ
山内 よしこ

第2(金)

月1回 3ヵ月

14：30〜15：45

10,230円

レーニングをベースに伝えます。カラダを本来ある

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

べき状態に戻す体幹トレーニングは、美しいスタイ

10：30〜11：30

17,820円

事により身体の歪みを取り自分で治す健康法です。

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

足元からバランスの取れた身体を作り健康の回復・

10：30〜11：45

15,180円

ポートしていきます。体のかたい方、運動が苦手な
方も安心してご受講いただけます。(個別骨盤チェッ
クあり)
■体験レッスン あり

「忙しくても疲れないカラダ作り」をテーマに、今
人気のひめトレ(骨盤底筋群エクササイズ)と体幹ト

【女性限定講座】
やさしく始める 骨盤底筋群＆体幹トレー

佐野 薫

ニング

ルを獲得・維持するのに効果的です。
■体験レッスン あり

仙台の医師橋本敬三博士が考案した健康法肩こり腰
痛膝痛などの不調を気持ちの良い方向に体を動かす

身体の「歪み」を正す操体法

岡嶋 邦士 ほか

予防を目指します。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

健康促進
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

しい動きを思いださせることにより、骨格を正しい

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

位置に導き、体のゆがみを解消。その結果、痛みか

10：30〜11：45

15,180円

第3(月)

月1回 3ヵ月

10：30〜11：30

10,560円

ひざ、腰、肩、首の痛みから顎関節症、外反母趾ま
で痛みやゆがみの解消に効果ある簡単体操です。日
常で使われなくなった筋肉を目覚めさせ、本来の正

痛み解消！エゴスキュー体操

田村 摩由里

ら解放されていきます。アメリカで40年の実績があ
るエクササイズです。
■体験レッスン あり
若々しい身体づくりで最も重要なことは、よく動く
関節を維持することにあります。体が硬いとせっか
くの筋力がうまく使えずに身体は老けこんで痛みや
姿勢不良の原因に。筋肉をほぐして鍛えて関節の動

【新設講座】
理学療法士が教える 50歳からのエイジ

きを拡大するのに最適な3輪式トレーニングバンド
戸田 直子

「モビバン」を使って、年齢なんか気にしないエイ
ジレスな身体づくりを始めましょう。のべ1万3000

レス体操

人の介護が必要な高齢者とリハビリをしてきた理学
療法士だからこそ考案できた"老けない身体づくり"
のための運動プログラムで、何歳になっても自由に
羽ばたいていたいあなたの未来をサポートします。
美しく健康であるための、カイロプラクティック療
法による講座＆運動教室です。講座では、まずなぜ

【新設講座】
体の悩みリセット講座＆簡単ゴムバンド
運動

猫背やポッコリお腹、肩こり、腰痛、頭痛、膝関節
西村 和美

痛などの症状が起こるのか、原因について解りやす
くお話いたします。その後、毎回姿勢チェックを

〈全6回〉

第1・3(月)
14：30〜15：40

(全6回)
月2回 3ヵ月
16,500円

し、正しい骨格の位置に整えるゴムバンド(3種類)を
使った運動をする充実した全6回レッスンです。

運動しても、食事制限しても凹まないぽっこりお

【女性限定講座】
ぽっこりお腹解消教室

腹！凹まないのは正しくダイエット出来ていないか
奥村 智恵

らではありません。ぜい肉を収納できていないか
ら！本来あるべき姿に戻し、不具合の根本解決を目

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

15：00〜16：30

21,120円

指します。

古武術の理論を元にした、筋力に頼らない効率的な
動き方を身に付けましょう。肩甲骨や膝の柔らかい

暮らしに活きる身体操作術

石田 泰史

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

12：30〜14：00

15,180円

体温を高めます。自然治癒力、免疫力アップを目指

第2・4(日)

月2回 3ヵ月

します。冷え、むくみ、更年期症状、肩こり腰痛、

10：00〜11：30

21,120円

ら血行を良くさせます。矢を打った時の爽快感がス

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

トレスを解消させ、また競技としての楽しさも味わ

10：30〜12：00

12,540円

使い方で日常動作が楽になり、介護、スポーツ、護
身術などにも幅広く応用が利きます。
■体験レッスン あり

カラダが固い方、体力の無い方でも無理なく出来る
セルフケアです。カラダをさする、揉む、流す、伸
ばす事によって、血流をアップし、リンパを流し、

からだ巡りケア体操

Katochan

慢性疲労にお悩みの方にオススメです。ぜひ、全身
の細胞が生き返る感じを体感してみてください。
■体験レッスン あり

スポーツ吹矢は、今、中高年の間でも親しまれてい
るスポーツです。矢を吹くことで集中力をつけなが

スポーツウエルネス吹矢

中川 桂子

えます。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

健康促進
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

第1・2・3・4(金)

月4回 3ヵ月

18：00～20：00

30,360円

オリンピックでも金メダル獲得で注目を浴びた卓球
がリニューアル、新しく2時間の教室になりました。

楽しい大人の卓球教室
(月4回 金曜クラス)

まったくの初心者の方でも、経験豊富なコーチが基
梅屋 拓

礎から丁寧にご指導させて頂きます。経験者の方も
それぞれレベルにあった内容で、楽しく健康な身体
作りにも最適です。是非ご参加ください。
■体験レッスン あり

生涯スポーツとして注目を浴びている卓球は健康な

楽しい大人の卓球教室
(入門)月2回コース

体づくり、仲間づくりに最適です。経験豊富なコー
梅屋 拓

チがラケットの持ち方など基礎から丁寧に指導しま
す。みんなで楽しく卓球をしましょう。
ウェアとシューズだけご準備ください。

第2・4(月)
12：15～13：45
14：00～15：30

各月2回 3ヵ月
13,860円

■体験レッスン あり

生涯スポーツとして注目を浴びている卓球は健康な

朝から楽しむ大人の卓球教室
(入門)

体づくり、仲間づくりにも最適です。経験豊富な
梅屋 拓

コーチがラケットの持ち方など基礎から丁寧に指導
します。朝から卓球で楽しく身体を動かしましょ

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

9：00〜10：00

11,880円

う。60分のクラスです。
■体験レッスン あり

講師とマンツーマンで行う個人レッスンのクラスで

楽しい大人の卓球教室
(個人レッスン)

す。初心者の方は団体レッスンに入る前の集中講座
梅屋 拓

として、経験者の方は苦手克服やレベルアップの集
中練習に、また試合前の特訓にと、様々な目的でご
受講いただけます。

第2・4(月)
15：40〜16：05
16：10〜16：35

各月2回 3ヵ月
20,460円

■体験レッスン あり

アロマテラピーで癒しを、東洋の知恵で気血水の巡

〜健・美・脳・活〜
アロマツボ押しマッサージ ヘッドマッ
サージ

りを改善。頭皮とお顔のたるみを予防する整肌効果
辰巳 惠子

も。頭・顎・肩のこり、目の疲れ、髪や頭皮の不調
を感じていませんか。ハーブの香りで癒され、頭部

〈全6回〉

第2(木)
10：00〜11：30

(全6回)
月1回 6ヵ月
17,160円

にも多いツボを刺激します。
足を揉んで足踏みをして健康になるこの概念は1982
年に来日した官有謀先生(官足法)によって紹介され
現代に至って居ります。“自分の健康は自分で守る”
をモットーに足(脚)を揉むこと、足踏みすることに
よって血液循環を良くし日々を健康にすごしていく
健康法です。

〜足揉み足踏み健康法〜
実践！官足法

官足法とは…血液に頼る健康法（血液循環療法）下
濱崎 ふく子

肢全体を揉んで血流を整え蓄積した老廃物を促す血

第1(月)

月1回 3ヵ月

液循環療法的効果と数千年の歴史を持つ反射区療法

12：30〜14：00

10,560円

体をフラットな状態へと導き、リラックスした身体

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

を使って発声を行うことで、大小・高低・音色・響

12：00〜13：00

14,520円

的効果との相乗効果により不調を含めた多くの生活
習慣病の予防と根治をめざす根本療法。
○内臓の疾患だけでなく 首、肩、腰、股関節、膝な
ど骨格 等
○自分で出来る どんな病気にでも対応できる
○副作用がない
■体験レッスン あり
健康発声トレーニングは「健康」を目的とした60分
のボイストレーニングです。演劇や歌唱で行う様々
なエクササイズを取り入れ楽しく呼吸法を習得し、
普段使っていない筋肉に緊張と緩和を促す体操で身

健康発声トレーニング

三浦 真智子

きなど声の持つ可能性を最大限に引き出していきま
す。道具は何もいりません。手軽で楽しいボイスト
レーニングで健康を目指しましょう。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

健康促進
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

「思うような声がでない」「気持よく歌えない」な

〜BODY＆ボイストレーニング〜
スポーツボイス

どのお悩みの方、今、話題のスポーツボイスで「自
東 麻美

由な声」と歌える身体を同時に手に入れてみません
か。美しい声とシェイプUPを楽しくトレーニング。

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

15：30〜16：30

15,180円

第3(火)

全6回 6ヵ月

12：30〜14：00

28,380円

■体験レッスン あり

ストレスケアや脳トレとして話題のマインドフルネ
スを体感的に分かりやすく学べます。続けることで

はじめようマインドフルネス！

山崎 恵美子

心身共に健やかになるだけでなく、今後必要となる
「いつどんな状況にあっても余裕を持ち、人生を楽
しむ心」を養います。
リアライン・トレーニングとは、関節疾病の治療法
から開発された、関節のゆがみや骨の配列を整える
最新トレーニングメソッドです。体のゆがみが気に
なりませんか？関節のゆがみに気づいていますか？

リアライン・トレーニング
〜鍛える前に整える〜
関節のゆがみ

関節の歪みが整うと可動域が広がり、動作が快適に
栗田 興司

なることを実感できます。多くの場合、関節のゆが

第3(火)

みは、日常の動作、関節の不適切な使い方から起こ

10：30〜12：00

ります。なんと自分で歪ませているのです。この講

〈全3回〉

(全3回)
月1回 3ヵ月
10,230円

座は①ゆがみのセルフチェック②ゆがみを整える運
動方法③再発を予防する正しい関節の使い方を習得
する講座です。①骨盤②胸郭③ヒザの全3回シリーズ
です。自分のカラダ、自分で直しませんか？
「背骨コンディショニング」とは背骨の歪みを整え

〜腰痛・肩こり・姿勢を改善する〜
背骨コンディショニング

ることにより、腰痛、肩こりをはじめ関節痛、手足
大谷 慎二

のしびれ、偏頭痛、内蔵疾患などの不調改善・緩和

第3(月)

月1回 3ヵ月

を目指していく運動プログラムです。自分のペース

13：00〜14：15

8,580円

節、股関節、脊椎の関節、肩関節など体の関節をス

第3(木)

月1回 3ヵ月

ムーズに動かすためのストレッチ・体操をします。

14：00〜15：30

8,580円

で出来るので運動経験がなくても大丈夫です。
■体験レッスン あり
ZOOMを使用してオンラインで講座を実施します。
人生100年時代、自分らしくいるためには、脚が元
気でいることが必須です。まず始めに大腿と膝にオ
イルを塗ります。アロマトリートメントをして、筋
肉・腱を柔らかくした後に足関節、仙腸関節、膝関

【女性限定講座】
【オンライン講座】

田垣内 佐知子

アロマ膝ケア体操

アロマ膝ケア体操を続けることで、膝痛み・不具合
の緩和、健康維持（免疫力UPや体液循環促進）、運
動不足の解消、転倒の予防、関節可動域が広がるな
どの効果が期待できます。
■体験レッスン あり

【女性限定講座】

アロマフットケアはQOLの向上を叶えます。しかも

【オンライン講座】
外反母趾・浮指・むくみ改善！

お膝や足は自分の手の届く部位ですのでセルフケア
田垣内 佐知子

フットケアを行った後にテニスボールを使って脚に

アロマセルフマッサージZoom講座

足腰元気改善メソッド

13：00〜14：10

(全4回)
月1回 4ヵ月
17,600円

元気な足腰で動けばキレイな姿勢、疲れにくい体が

【新設講座】
〜5年後の自分のために〜

第3(水)

刺激を与えることで、更なる効果を狙います。

〈全4回〉

〈女性限定講座〉

が可能な部位です。この講座ではセルフでアロマ

手に入ります。体がかたい、運動が苦手、足腰に不
Junko ほか

安がある、そんな方にぜひおすすめの講座です。健
康寿命は足腰を整えることが大切です。

第3(火)

月1回 6ヵ月

13：15〜14：15

13,860円

■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

健康促進
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

第3(木)

月1回 3ヵ月

13：30〜15：00

10,560円

身体の機能をしっかりと使いながら声を出している
方は多くいらっしゃいません。声が出にくくなっ
た、活舌が悪くなった、声の高低差が付けづらく
なった、声のトラブルを感じる方も増えています。

健康コーラス
〜若々しくハリのある声を手に入れま
しょう！〜

しっかりとした声を出すことは体の多くの機能を使
久保 啓子

うものです。肺、横隔膜、声帯、口腔だけでなく、
腹筋・背筋・足などの周りの筋肉や骨も使われてい
るのです。身体を意識することで、声に響きが生ま
れ、聞き取りやすい声になります。声を出すことか
ら健康につなげていきましょう！
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

フィットネス＆武術
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

バレエは身体を柔軟にして体幹を鍛え、姿勢を良く

【女性限定講座】
ロコモ予防バレエ

する動きが盛り込まれています。ロコモ予防には、
花美

バレエの動きが効果的です。どなたでもご参加いた
だける内容です。

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

10：30〜11：30

15,180円

■体験レッスン あり

女性らしさを保つ美容ストレッチエクササイズ、
beauty stretch ビストレ。背骨にアプローチしなが

【女性限定講座】
ビストレ

ら、優しい動きで体を整え、美しく引き上げます。
sayuri

第1(金)

月1回 3ヵ月

10：30〜11：30

8,910円

に自信のない方にも行って頂ける、椅子を使って安

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

全に運動できるプログラムです。クラシック音楽に

15：10〜16：10

20,790円

フロアーエクササイズを組み合わせた美しさと健康

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

を目指す講座です。この講座では最初に個別姿勢ア

19：00〜20：00

20,790円

大人の女性は頑張らないエクササイズを。明日の、1
年後の、10年後の自分を一緒に作り上げて行きませ

〜美しく健康な体を手に入れる〜

んか。
■体験レッスン あり

バレエの雰囲気を感じながら座って行う【チェアバ
レエ・エクササイズ®】。動きに制限のある方、体力

【女性限定講座】
チェアバレエ・エクササイズ®

稲垣 領子 ほか

〜人生100年を楽しく、美しく〜

合わせて楽しく運動致しましょう！
■体験レッスン あり

東京から毎回講師がご指導に伺います！年齢・経験

【女性限定講座】
〜東京女子医科大学病院 坂本明子先生推
薦のバレエ・エクササイズ〜

を問わず全く初めての方にもできる、バレエ基礎と
稲垣 領子 ほか

ドバイスの時間を設けて丁寧にご指導致します。

美と健康のバレエ・ワークアウト

■体験レッスン あり

ストレッチで体も心も緩めて伸ばして引き上げ、弱

【女性限定講座】
かんたんバレエ＆ストレッチ

い箇所は程よく鍛える。身体のバランスを整え引き
阪田 万美子

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：00

12,870円

す。美しい姿勢、綺麗なボディラインを身につけま

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

しょう！バレエの経験の無い方も安心してご参加し

9：15〜10：15

15,180円

締めていきます。ダンス経験者には柔軟性、引き上
げ強化に。簡単ステップでスタイリッシュボディ
に。

リフレッシュバレエは、ストレッチやバレエのバー

【女性限定講座】
朝のリフレッシュバレエ

を使って、ゆっくりとしたテンポで行なっていきま
花美

ていただける内容です。
■体験レッスン あり

ダンベルエクササイズは、継続的に筋肉に刺激を与
えることにより、身体を引き締める効果がありま

【オンライン】
お家でダンベルエクササイズ＆バレエス

す。それに合わせてバレエの動きを取り入れたスト
花美

レッチを行う事で、正しい姿勢を身に付けましょ
う！画面通して正しいフォームで行うことでより効

トレッチ

第1(木)

月1回 3ヵ月

12：00〜13：00

7,260円

果が期待されます。
※Zoomを使用するオンライン講座です。

ベーシックなピラティスのクラスです。呼吸から
じっくり動いていきますので、初めての方でも安心
です。正しい位置に骨を導き、美しい姿勢、しなや

やさしい基本のピラティス

齊藤 静香

かな身体を目指します。歪みからくる肩や首のコ
リ、腰や膝の痛みがある方や、普段立ちっぱなしお

第1・3(日)

月2回 3ヵ月

11：00〜12：00

14,520円

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

12：30〜13：30

14,520円

仕事の方、デスクワークの方にもオススメです。
■体験レッスン あり

弾んだり、転がったりするボールの特性を活かして

はじめてのバランスボール 体幹トレーニ
ング

動くことで、体の余分な力が抜きやすくなり、バラ
新間 節子

ンスのよい体幹が作れます！肩や腰の硬さが気にな
る方、運動不足の方にもおすすめのレッスンです。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

フィットネス＆武術
講座名

近鉄文化サロン阿倍野
講座内容

講師

三洋電機(株)井植敏元会長考案。シニア世代にピッ
タリ！足首・太腿を中心に、無理なく下半身全体 の

腰掛タップダンス®

鷹 悠貴 ほか

筋肉を鍛えます。目指せ寝たきりゼロ！おしゃれな
タップで安全に楽しく筋力向上を目指しましょう。
■体験レッスン あり

曜日・時間

受講料

第1・3(金)
14：30〜15：30
第2・4(金)

月2回 3ヵ月

14：30〜15：30

15,180円

第1・3(火)
10：30〜11：30

「セプテンバー」や「ヴィーナス」など70～80年代
にヒットした懐かしのディスコサウンドで楽しく踊
る、ダンスエクササイズです。簡単な振り付けなの

ディスコダンスエクササイズ

友金 ミカ

で初めての方もお気軽にご参加ください。思いっき
り楽しく踊れば、運動不足の解消、ダイエット、ス
トレス解消に。一緒に楽しみましょう！

第1・3(金)
13：45～14：45

各月2回 3ヵ月

第1・3(金)

15,180円

15：00～16：00

■体験レッスン あり

月4回 3ヵ月

ボクシングのトレーニングを女性向けにアレンジし

【女性限定講座】
ボクシングフィットネス

た内容で、体力増強、シェイプアップに効果的で
瀬田 まゆみ

す。ま た、サンドバッグやミットをたたくことでス
トレス解消にもなります。

24,090円
(火)
18：50～19：50

フリーチケット
(発行日から3ヵ月間有効)

■体験レッスン あり

10回 23,096円

元気の出る明るい曲・美しい曲など、音楽を楽しみ
ながら無理なく運動します。日常のストレスやコ

【女性限定講座】
楽しいリズム体操

池田 明子 ほか

〜enjoy！ミュージック〜

リ、運動不足を解消して、健康で若々しい身体をつ

(月)

月4回 3ヵ月

くりましょう。初心者、運動の苦手な方も安心して

14：35〜15：35

24,090円

ご参加いただけます。
■体験レッスン あり

リズム体操の経験者が対象です。楽しみや健康維持

【女性限定講座】
楽しいリズム体操
〜enjoy！ミュージック〜

のための運動だけではなく、質の高い動きやパ
池田 明子 ほか

(月)

月4回 3ヵ月

13：20〜14：30

24,750円

ほぐし、緊張を和らげることで凝りや運動不足を解

(水)

月4回 3ヵ月

消し、新陳代謝を活性化します。初心者でも安心し

13：30〜14：30

24,090円

ます。体のゆがみも解消！疲れにくいしなやかな体

(月)

月4回 3ヵ月

を目指します。大事なのはダイエットではなく、筋

10：30〜11：45

24,090円

み」の原因となります。筋力をつけて、引き締まっ

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

たボディ・腰痛防止・太りにくい体を目指していき

10：30〜11：45

13,200円

フォーマンスなど、リズム体操により深く取り組み
ます。指導者やリーダーを目指す方にもお勧めの

〈中・上級〉

コースです。

楽しい音楽で汗を流したあと、ゆったりと動く体操
やストレッチングで心も身体もリラックス。筋肉を

【女性限定講座】
やさしいリズム体操

池田 実和

〜ゆったりリラックス〜

てご参加いただけます。
■体験レッスン あり

加齢と共に新陳代謝は下がります。適度な負荷をか

ボディメイクエクササイズ
〜筋肉を鍛えて10歳若返る〜

けて筋肉を鍛える事で基礎代謝が上がり脂肪が燃え
中東 真理

肉刺激運動です。
■体験レッスン あり

筋トレ＝ムキムキになりそうと思っていませんか。

はじめてのボディメイクエクササイズ
〜筋力アップで脂肪燃焼〜

年齢とともに筋肉は減少していき、それが「たる
中東 真理

ましょう。
■体験レッスン あり

筋肉が衰えてくると老けた印象になります。スト

健康いきいきエクササイズ
〜健康寿命をのばし、免疫力を高める〜

月4回 3ヵ月

レッチでほぐし、簡単筋トレで刺激して足腰の筋肉
中東 真理

24,090円

をレベルアップ！肩・膝・腰痛を軽減し機能低下を

(月)

防止していきましょう。バランスボールを使用し、

12：00〜13：00

楽しみながら、心も体も健康に！
■体験レッスン あり

フリーチケット
(発行日から3ヵ月間有効)
10回 23,096円

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

フィットネス＆武術
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

第2・4(土)

月2回 6ヵ月

10：30〜12：00

30,360円

歩きながらウエストやヒップの引き締め、姿勢改善
エクササイズを行います。丁寧に行うことで普段使

【女性限定講座】
eXa(エクサ)ダンスウォーキング

いにくい部分も効かせやすく音楽にのって楽しさ
松村 明日香

アップ。理想のボディラインはウォーキングで手に
入れましょう。
(期間：6ヵ月)
■体験レッスン あり

正しい歩き方は、まず歪みや痛みのない身体、そし

月4回 3ヵ月

て正しい姿勢からです。バランス体操など簡単で誰

正しい姿勢と歩き方

Miki

24,750円

にでも出来ることから始めましょう。効果的な歩き

(土)

方で楽しくゆっくり歩いていきましょう。知らない

15：30〜16：45

と損です。

フリーチケット
(発行日から3ヵ月間有効)

■体験レッスン あり

10回 24,198円

100歳まで自分の足で歩ける喜びをテーマに、背筋
を「ぴん」と伸ばし、気持ちを「しゃん」とする健

ぴんしゃんウォーキング

西田 ゑ美
( ルミ )

康ウォーキングレッスンです。どれだけ歩くかの量
や時間ではなく、どう歩くかの「質」を大切にし
た、簡単でユニークなウォーキング理論とエクササ

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

10：30〜11：30

19,140円

イズでお伝えします。正しい姿勢で、自分にあった
歩き方を身につけていただけます。

【新設講座】
実年齢よりずっと若く！正しい歩き
「型」

人生百年時代。いつまでも自分の足で元気に歩き続
澤野 ともえ

けるために。ご自身の歩き方を見直して、正しい
「歩き型」を身につけましょう！

〈全8回〉

第4(金)
13：00〜15：00

(全8回)
月1回 4ヵ月
11,880円

(火)
16：00〜17：30 ①

上手に体をメンテナンス

北田 和美

『運動の必要性を感じながらも、初めの一歩が踏み

第1・3(木)

出せない』そんな運動と縁のなかった方のための講

17：00〜18：30 ②

座です。気づかずに良くない動きや間違った体の使

第2・4(木)

い方をしていることが痛みやコリなどの原因になっ

17：00〜18：30 ②

ていることがあります。
■体験レッスン あり

第1・3(木)

月4回 3ヵ月
30,360円 ① 月2回 3ヵ月
15,180円 ②③

19：00〜20：30 ②
第2・4(木)
19：00〜20：30 ③

からだの内側・内臓を温め、免疫力、自己治癒力を

お勤め帰りの気功
〜免疫力up・自己治癒力up〜

高める気功です。心地良い音楽が流れる中、ゆっく
湊川 友宣

り動いていくと脳が深く休息し、疲労が回復してい

第2(水)

月1回 6ヵ月

きます。体力に自信のない方でも、無理なくできま

19：00〜20：30

13,200円

す。
■体験レッスン あり

人生百年の時代になりました。喜ばしいことでもあ

【女性限定講座】
シルバー・エイジの気功法

月4回 3ヵ月

り、大変でもあります。備えあれば憂いなしの諺通
石見 哲子 ほか

〜ようこそほぐし屋へ〜

24,090円

り、日頃から体をまめに動かしていると、たとえ入

(金)

院しても回復が速いのです。その為に筋力と呼吸力

12：45〜14：15

をしっかり身につけましょう。
■体験レッスン あり

10回 21,997円

調身・調息・調心を基本に、健康のための八つの宝

月4回 3ヵ月

物、気功八段錦と、全身に気を流して動く気功太極

楊名時太極拳 気功八段錦

伊東 明美

24,090円

拳をレッスンします。体と心を柔らかくし、健康と

(月)

若さ、病後のリハビリテーションにお役立てくださ

13：15〜14：45

い。

10回 21,997円

健康はみんなの願い。呼吸でゆったり無理なく動き

〜心と身体のくつろぎタイム〜

月4回 3ヵ月

ます。心と身体の緊張をゆるめ血液の流れをよくす
市川 設代

24,090円

ることで、内臓の働きを整えることを目指します。

(土)

年齢に関わらず、どなたでも楽しめます。身体の弱

13：00〜14：45

い方、運動が苦手な方にもおすすめです。
■体験レッスン あり

フリーチケット
(発行日から3ヵ月間有効)

■体験レッスン あり

楊名時 健康太極拳

フリーチケット
(発行日から3ヵ月間有効)

フリーチケット
(発行日から3ヵ月間有効)
10回 21,997円

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

フィットネス＆武術
講座名

やさしい太極拳

近鉄文化サロン阿倍野
講座内容

講師

七堂 利幸 ほか

曜日・時間

受講料

中国雲南省の沙国政老師、太極拳発祥地・河南省温

(月)

県陳家溝の王西安老師、および安徽大学武術科の蒋

10：15〜11：45①

浩泉教授の太極拳を健康法として学べます。体に無

(火)

24,090円

理なく、覚えるのも楽しくやさしく工夫した太極拳

18：20〜19：50①

月2回 3ヵ月

第1・3(火)

12,210円

です。
■体験レッスン あり

月4回 3ヵ月

14：00〜15：30②

八極拳は中国河北省滄州の少数民族である回族に伝
わる拳法で、近距離での攻防を得意としています。

基礎から始める 八極拳

清末 敏生

七世宗家・呉連枝の技を楽しく練習していきます。

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

年齢・性別を問わず、運動不足やストレス発散に、

19：15〜20：45

12,210円

あるいは護身法として優れています。
■体験レッスン あり

太極拳の基礎を年齢を問わず学習できます。身体バ

太極拳
〈初級〉

ランスを整え、体力を強化し、免疫を高める効果が
徐 桂英 ほか

期待できます。気功体操を取り入れ、血液循環を良
くし、自然治癒力を高めましょう。

(木)

月4回 3ヵ月

13：00〜14：15

24,090円

■体験レッスン あり

太極拳
〈上級〉

推手、総合太極拳、剣等、より深く武術を体験でき
徐 桂英 ほか

ます。体力増強、免疫力、自然治癒力のUPなどに
も、とても効果的です。

(木)

月4回 3ヵ月

15：30〜16：45

24,090円

太極剣とは剣を使う中国武術です。太極拳に慣れて
きた方で、さらにステップアップを目指す方に最適

太極剣

徐 桂英 ほか

(木)

月4回 3ヵ月

14：15〜15：30

24,090円

解し、体得します。年齢・性別・体力を問わないの

(金)

月4回 3ヵ月

で、初心者も安心して護身と健康を兼ねた稽古をし

19：00〜20：30

23,100円

です。剣の基本を学びながら、優美で力あふれる武
術を楽しみましょう。
■体験レッスン あり

日本古来の柔術です。基本動作を繰り返し稽古する
ことで、先達の残された合理的な形・技を正しく理

大東流 合氣柔術と護身術

中嶋 聖

ましょう。
■体験レッスン あり

女性や年配の方にも無理なくでき、心身の柔軟性を

合気道

細川 博永

(土)

高めます。初めての方は合気道体操・基本技・護

15：00〜16：45

身・杖・剣・多人数取りなど各種基本技や健康法を

17：00〜18：45

学びます。
■体験レッスン あり

(日)

月4回 3ヵ月
24,090円

13：00〜14：45

柳生新陰流は徳川家康など歴代将軍も学んだ江戸時

柳生新陰流
〜柔らかく美しき古武術〜

代を代表する古武術です。スポーツとは一線を画す
池之側 浩

柔らかい体の使い方で身体意識や感性を磨きます。

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

素振りを中心に稽古しますので年齢や体力に関係な

19：45〜21：00

17,820円

く武術が初めての方でも無理なく始められます。
■体験レッスン あり

「杖術（じょうじゅつ）」とは、一本の丸棒を操る

柔らかいカラダと動きを作る「杖術基礎
講座」

古武術です。この講座では杖術の基礎的な型を通し
石田 泰史

て、柔らかいカラダ遣いと無駄のない動き方を身に
付けます。年齢・性別・体力不問！健康法や護身術

第2(火) 9：00〜10：00

月1回 3ヵ月
6,930円

としても役立つ楽しい武術です。
■体験レッスン あり

一本の棒を自在に操る武術である「杖術（じょう
じゅつ）」の、型を主とした稽古です。様々な場面

楽しく学べる！杖術入門

武術操身法・遊武会
主宰 石田 泰史

に応用できる体遣いが身に付き、健康法としても役
立ちます。年齢、性別、体力に関わらず取り組め

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

15：00～16：30

15,180円

る、楽しい武術です！
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

フィットネス＆武術
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

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

14：30～16：00

11,220円

棒を使う中国武術(鞭杆＝ベンガン)です。初心者の
方向けに、太極拳を取り入れた太極鞭杆を主に稽古

棒を使う中国棒術(太極ベンガン)

玉森 幸一

します。武術の実用性に加え、棒を使った運動やス
トレッチで、楽しく運動不足を解消しましょう！
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

洋舞

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

健康や楽しみのために気軽にバレエを始めたい方を
対象としたクラスです。発表会に出演しませんの

【女性限定講座】
楽しいリラックスバレエ

寺崎 陽子

〈入門クラス〉

第2・4(金)

で、ご自分のペースで気軽に続けていただけます。

13：00〜14：00

月2回 3ヵ月

上達された方にはトウシューズレッスンもございま

第1・3(火)

10,560円

す。(レギュラークラスのみ)

12：30〜13：30

■体験レッスン あり

月4回 3ヵ月

健康や楽しみのために気軽にバレエを始めたい方を

楽しいリラックスバレエ

23,430円

対象としたクラスです。発表会に出演しませんの

【女性限定講座】
寺崎 陽子

〈ビギナーズクラス〉

で、ご自分のペースで気軽に続けていただけます。

(土)

ビギナーズは年齢にこだわらずどなたでも楽しくバ

17：30〜19：00

レエを始めていただけるクラスです。

フリーチケット
(発行日から3ヵ月間有効)
5回 13,747円

■体験レッスン あり

10回 22,548円

月4回 3ヵ月
健康や楽しみのために気軽にバレエを始めたい方を

楽しいリラックスバレエ

23,430円

対象としたクラスです。発表会に出演しませんの

【女性限定講座】
寺崎 陽子

〈レギュラークラス〉

で、ご自分のペースで気軽に続けていただけます。

(金)

フリーチケット

上達された方にはトウシューズレッスンもございま

10：30〜12：00

(発行日から3ヵ月間有効)

す。(レギュラークラスのみ)

5回 13,747円

■体験レッスン あり

10回 22,548円
15回 31,350円
(月)

【女性限定講座】
大人のバレエ

寺崎 陽子 ほか

ミセスや成人になってからバレエを始めたい方を対

11：00〜12：30①

象とした美容と健康のためのクラスです。優雅な身

19：30〜21：00①

のこなしや美しいプロポーション作りが、楽しみな

(火)

がら自然にできます。上達された方のためのトウ

12：30〜14：00②

シューズレッスンもございます。発表会で日頃の成

14：15〜15：45②

果を発揮していただくこともできます。

(木)
18：00〜19：30②

(タイム別の担当講師：①寺崎 ②浅井 ③杉崎)
■体験レッスン あり

19：30〜21：00②
(土)

月4回 3ヵ月
23,430円
フリーチケット
(発行日から3ヵ月間有効)
5回 13,747円
10回 22,548円
15回 31,350円

19：00〜20：30①
クラシックバレエを、バー練習やステップ練習など

【女性限定講座】
大人のバレエ

の基本から学びます。レッスンを重ねるうちに、自
春木 友里沙

(日)

月4回 3ヵ月

10：30〜12：00

23,430円

でき、その練習を通して協調性、達成感等、普段の

(水)

月4回 3ヵ月

生活では体験出来ないような素晴らしい経験が出来

19：10〜20：40

23,430円

(日)

月4回 3ヵ月

15：20〜16：50

23,430円

然に美しい姿勢や動き、クラシック音楽の素養など
が身につきます。
■体験レッスン あり

美しい動きを目指し、しなやかで引き締まった体と

【女性限定講座】
大人のバレエ

美しい姿勢が身に付いていきます。発表会にも出演
川本 優貴

ます。
■体験レッスン あり

全く初めての方から経験者まで、各々のレベルに

【女性限定講座】
大人のバレエ

そって丁寧に指導します。バレエの基本レッスンを
辻本 芳子

楽しく続けることで、全身の伸びやかで引き締まっ
た身体作りにもなり、練習の成果でトウシューズ
レッスンや舞台にもチャレンジしていただけます。
■体験レッスン あり

月4回 3ヵ月

入門初級から経験者まで幅広いクラスです。スキル

お勤め帰りにもう一度始めるバレエ

松下 秋実

アップや美容にもお勧めです。週末のお勤め帰りな

(金)

どに一緒に楽しい一汗をかけるクラスとなっており

18：00〜19：30

ます。

19：30〜21：00

■体験レッスン あり

23,430円
フリーチケット
(発行日から3ヵ月間有効)
10回 21,997円

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

洋舞

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

月4回 3ヵ月

ゆっくり解りやすく丁寧にクラシックバレエの基礎
学ぶ内容をグレード別に分けご指導致します。美し

今から始める クラシックバレエ

松坂 笑理子

い姿勢引き締まった体でクラシック音楽にのり優雅
に表現する事で喜びや楽しさを学ぶ事が出来ます。

受講料

23,430円
(土)
10：30〜12：00

フリーチケット
(発行日から3ヵ月間有効)

■体験レッスン あり

10回 21,997円

「もういちどバレエ」「はじめてバレエ」をテーマ
に心と身体が喜ぶバレエ経験のない大人のための入

大人からはじめるバレエ入門

稲垣 領子 ほか

門講座です。楽しみながらバレエ基礎となる美しい

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

姿勢からご指導いたします。何歳からでも初めてい

16：30〜17：30

20,790円

ご指導します。単純な動作の繰り返しでしっかり身

(水)

月4回 3ヵ月

体を使いシェイプアップしていきます。クラシック

10：30〜11：45

22,770円

第1・3(日)

月2回 3ヵ月

14：10〜15：20

13,860円

ただけます。
■体験レッスン あり

バレエ経験がない方、運動不足の方、ストレスがた

【女性限定講座】
エイジングケアバレエ

まっている方などを対象に、バーレッスンを中心に
つかさ 瑠美

音楽に合わせて優雅な気分でレッスンできます。
■体験レッスン あり

身体の動きをスムーズにすることで、代謝がよくな
り美しい姿勢へと変化してゆきます。本格的バレエ

美姿勢バレエストレッチ

森 眞美

メソッドにより、バレエの早い上達にもつながりま
す。
■体験レッスン あり

【女性限定講座】
ミセスのためのボディコンディショニン

で、美しい体型つくりを目指します。ジャズダンス
五十田 淳

の軽やかなステップで、心身ともに解放されリフ
レッシュしましょう。

グ＆ジャズ

26,070円
(水)
13：15〜14：45

10回 24,198円

月2回 3ヵ月

女性らしく・・・大人の女性のフィーリングを育む
ダンスクラスです。柔軟性と引きしめたボディづく
五十田 淳

りをするエクササイズを重ね、楽しく踊ることか
ら、より美しい身体と感性を磨きます。

〈初級〜中級〉

14,520円
第1・3(土)
17：30〜19：00

5回 13,196円

初心者からキャリアのある方まで、受講される方の

月4回 3ヵ月

レベルに合わせた指導のオープンクラスです。ジャ

M'sフリースタイルジャズ

中川 誠

取り入れたダンスを楽しめます。感性とノリを生か
したステップから高度なテクニックまで幅広く習得

フリーチケット
(発行日から3ヵ月間有効)

■体験レッスン あり

ズを基本にロック、ファンクなどさまざまな要素を

フリーチケット
(発行日から3ヵ月間有効)

■体験レッスン あり

【女性限定講座】
ジャズダンス

月4回 3ヵ月

ストレッチと簡単なエクササイズを積み重ねること

27,060円
(金)
19：00〜20：30

フリーチケット
(発行日から3ヵ月間有効)

するにはオススメです。

10回 25,297円

■体験レッスン あり

ストレッチや筋トレ、基礎トレーニングを中心に、
HIPHOPのノリやステップもゆっくり、ていねいに

JAZZ HIP-HOP

春名 由紀子

指導していきます。JAZZDANCEのかっこいいポージ
ングや動きも入れて、楽しみながら、リフレッ

第1・2・4(土)

月3回 3ヵ月

18：30～20：00

18,810円

シュ！
■体験レッスン あり

音楽を楽しみながら足を踏み鳴らしてストレス解

月4回 3ヵ月

消！！初めての方でも楽しんでいただけます。ダン

はじめてのタップダンス

土井 優貴香

19,470円

スに慣れていないという方もゆっくりの指導なので

(月)

大丈夫です。元気な体は足元から！体力・健康づく

16：00〜16：50

りにもお役立てください。
■体験レッスン あり

フリーチケット
(発行日から3ヵ月間有効)
10回 18,698円

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

洋舞

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料
月4回 3ヵ月

タップダンス
〜Yukiko The Dance〜

初めての方でも基礎から指導します。少人数で周り
土井 優貴香

を気にせず、音楽を楽しみながら、それぞれのペー
スですすめていきますので安心です。

26,070円
(月)
17：10〜18：10

■体験レッスン あり

フリーチケット
(発行日から3ヵ月間有効)
10回 24,198円

いつもは観ている側のミュージカル、今度は演る側
になってみませんか？大人になってから始めた方ば
かり。有名な作品から知る人ぞ知るレアな作品ま

大人からはじめるミュージカル♪

市川 浩子 ほか

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

13：30〜15：00

23,760円

な踊り。体に無理のない自然な動きで、安産のため

(火)

①月4回 3ヵ月

に始まったとも言われています。おなかや腰を回す

18：20〜19：20①

27,720円

独特の動きは内臓を強化させると共に、おなかまわ

(木)

②月4回 3ヵ月

15：30〜16：45②

31,020円

に始まったとも言われています。おなかや腰を回す

(木)

月4回 3ヵ月

独特の動きは内臓を強化させると共に、おなかまわ

18：30〜20：00

34,320円

考えている貴方。安心して挑戦してみてください。

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

ゆっくりとていねいにしなやかなフラメンコの世界

16：00〜17：00

16,500円

で、毎回楽しく元気に、歌って踊って演じていま
す。まずは踊れる体作りから。スタジオに入ればあ
なたもミュージカル俳優に！
■体験レッスン あり

アラビアンナイトで有名な古代オリエントの魅惑的

【女性限定講座】
魅惑のベリーダンス

YUMA

〈入門〜初級〉

りを鍛え、シェイプアップにも効果的です。
■体験レッスン あり

アラビアンナイトで有名な古代オリエントの魅惑的
な踊り。体に無理のない自然な動きで、安産のため

【女性限定講座】
魅惑のベリーダンス

YUMA

〈初級〜中級〉

りを鍛え、シェイプアップにも効果的です。
■体験レッスン あり

いつしか憧れていたフラメンコ。でも…とためらっ

しなやかに踊る 50歳からの情熱のフラ
メンコ

ていらっしゃる貴方。昔少し経験があるけど…、と
森 久美子 ほか

におさそいいたします。
■体験レッスン あり

情熱の踊りフラメンコを基礎からていねいに楽しく
学べるクラスです。リズムに合わせながら体を動か

情熱のフラメンコ
〈入門・初級〉

森 久美子 ほか

している内に、どなたでも無理なく踊れるようにご

(木)

指導しています。全く初めてでと迷われている方、

15：00〜16：00

少し経験してあきらめてしまった方、安心してご参

19：00〜20：00

月4回 3ヵ月
30,360円

加ください。
■体験レッスン あり

情熱のフラメンコ
〈中級・上級〉

本格的にフラメンコを情熱的に踊っていけるよう、
森 久美子 ほか

様々なフラメンコの代表的な曲に挑戦していきま
しょう。カスタネットや帽子、扇子などでも格好よ
く踊れるように指導します。

(木)
14：00〜15：00
20：00〜21：00

月4回 3ヵ月
35,640円

常にスペインとの交流を持ち、リアルタイムに変化

情熱のフラメンコ
〈上級〉

していくフラメンコを体感していただけるクラスで
森 久美子 ほか

す。 フラメンコの高度なテクニックを習得しつつ、

(木)

月4回 3ヵ月

フラメンコ舞踊に大切なすべてのことを学べるクラ

18：00〜19：00

39,600円

スです。発表会を始め、イベントや公演、ライブな
どで仲間たちと一緒に活躍できます。

情熱のフラメンコ
〈個人レッスン〉

初心者からプロを目指す方までご希望の曲をマン
森 久美子 ほか

(木)

フリーチケット

ツーマンで丁寧に指導いたします。オフィス帰りに

17：00〜18：00

(発行日から3ヵ月間有効)

ご都合に合わせて、フラメンコを楽しみませんか？

(1人1回30分)

10回 34,098円

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

洋舞

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

ち方、腕、指、足運びなどを基本からていねいに指

(土)

月4回 3ヵ月

導します。ルンバ、春祭りの曲セビジャーナスを振

15：15〜16：30

30,360円

情熱の国、スペインの舞踊「フラメンコ」は、年齢
に関係なく、誰にでも楽しめる踊りです。美しい立

【女性限定講座】
はじめて踊る やさしいフラメンコ

伯井 祥子

〈入門〉

付します。
■体験レッスン あり

カスタネットを付け、セビジャーナスの踊り込みや
レベルアップの為のバリエーション豊富な基礎や、

【女性限定講座】
楽しく踊る フラメンコ

フラメンコの代表的な曲、アレグリアス、帽子を
市川 惠子 監修 ほか

使ったガロティン、扇を使ったグアヒーラ、情熱的
なタンゴなどの振付をし、イベントや発表会で披露

〈初級〉

(土)

月4回 3ヵ月

15：45〜17：00

30,360円

できるように指導します。
■体験レッスン あり

フラは年齢に関係なく、誰でも楽しく始められるダ

【女性限定講座】
はじめよう！ゆっくり、ゆったりハワイ

中口 みゆき

アンフラ入門

ンスです。筋肉を使うことで、楽しみながらアンチ
エイジングを目指しましょう！

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

12：30〜14：00

13,860円

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

10：15〜11：45

13,860円

■体験レッスン あり

フラを踊るにはまず、曲の持つ意味を理解していた

【女性限定講座】
中高年の素敵にハワイアンフラ

だきます。いやし効果のあるハワイアン音楽に合わ
田村 小枝子

せてゆっくり身体を動かし、ていねいに1曲ずつ時間
をかけて踊ります。
■体験レッスン あり

第2・4(水)
フラを踊るにはまず、曲の持つ意味を理解していた

【女性限定講座】
〜ハワイ語を理解して踊る〜

中口 みゆき ほか

はじめてのハワイアンフラ

だきます。1つ1つの動きの意味を理解して気持ちを

10：30〜12：00(Ⅱ)③
第2・4(日)

月2回 3ヵ月

こめて踊っていただき、1曲を完成させます。

10：30〜12：00(Ⅲ)①

13,860円

■体験レッスン あり

13：00〜14：30(Ⅱ)②
15：15〜16：45(Ⅰ)③

【女性限定講座】
今すぐ始めよう 癒しのハワイアンフラ

【女性限定講座】
スッキリ！！ 健康！ハワイアンフラ

これからフラを始めたい方、心地良い音楽に合わせ
田村 小枝子

身体を動かしゆっくり楽しみながら健康を保ちま
す。いつまでも若々しく過ごしませんか。

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

10：15〜11：45

13,860円

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

11：00〜12：00

10,560円

■体験レッスン あり

覚えられなくても大丈夫！ハワイアンミュージック
中口 みゆき

に癒されながら、筋肉を使い、楽しみながら健康
に！
■体験レッスン あり

第2・4(月)
19：15〜20：45②⑤
第1・3(火)

【女性限定講座】
はじめての本格ハワイアンフラ
〈入門〉

村野アロヒラニ貴子
ほか

ハワイのクム カウイカマナオ氏に師事。ハワイの伝

10：30〜12：00②

統文化であるフラを、本格的に解りやすく教えてお

第2・4(火)

13,860円

19：30〜21：00①

月4回 3ヵ月

(火)

25,080円

ります。美と健康にも優れた踊りです。
■体験レッスン あり

月2回 3ヵ月

13：30〜15：00②④
(金)
10：30〜12：00①

【女性限定講座】
はじめての本格ハワイアンフラ
〈入門・初級〉

【女性限定講座】
はじめての本格ハワイアンフラ
〈初級〉

村野アロヒラニ貴子
ほか

ハワイのクム カウイカマナオ氏に師事。ハワイの伝

第1・3(火)

統文化であるフラを、本格的に解りやすく教えてお

19：30〜21：00①

13,860円

第1・3(日)

月4回 3ヵ月

11：00〜12：30③

25,080円

(火)

月4回 3ヵ月

15：15〜16：45②

25,080円

ります。美と健康にも優れた踊りです。
■体験レッスン あり

月2回 3ヵ月

アウアナ(現代フラ)の他、カヒコ(古典フラ)や楽器 を
村野アロヒラニ貴子
ほか

使って踊る等々、多彩なレッスンを行っています。
年に数回、ハワイの有名ハラウのコンサートに出演
しています。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

洋舞

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

【女性限定講座】
はじめての本格ハワイアンフラ
〈中級〉

曜日・時間

受講料

アウアナ(現代フラ)の他、カヒコ(古典フラ)や楽器 を
村野アロヒラニ貴子

使って踊る等々、多彩なレッスンを行っています。

(月)

月4回 3ヵ月

ほか

年に数回、ハワイの有名ハラウのコンサートに出演

19：30〜21：00①

27,720円

しています。

ゆっくりとしたステップで優雅にハワイアンフラを

【女性限定講座】
〜ゆったり優雅に〜

講座内容

講師

楽しみましょう。美しいメロディーで身体を動か
小林ロケラニ温子

し、健康な身体を保ちましょう。いつまでも若々し
く、いつまでも健やかに。

シニアのためのハワイアンフラ

■体験レッスン あり

第1・3(火)
13：30〜15：00

月2回 3ヵ月

第2・4(火)

13,860円

13：30〜15：00

足が痛くて運動不足や姿勢が悪くなった方に座って
できるハワイアンフラを楽しく指導します。爽やか
なリズムに合わせて足踏みからステップを始めま

イスに座って健康ハワイアン

小林ロケラニ温子

す。歌詞を指で絵を描くように表現することで脳の
刺激にもつながります。無理なく身体を動かし表現

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

12：00〜13：00

13,860円

することで心身ともに癒されましょう。
■体験レッスン あり

【男性限定講座】
ハワイアンフラ〈カネ(男性)クラス〉

楽しいハワイアンフラ

ハワイの伝統文化であるフラを基礎から解りやすく
村野アロヒラニ貴子

指導致します。男性ならではの力強い踊りを仲間と
踊りましょう。

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

18：00〜19：30

13,860円

■体験レッスン あり

中沢 千枝子

楽しい曲にのってアロハなフラをはじめましょう♪

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

13：00〜14：30

13,860円

の祈り、王族のためや地域のために祈り踊られてき

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

ました。楽しみより精神集中、エネルギーを高める

13：30〜15：00

13,860円

■体験レッスン あり

ハワイの伝統文化フラダンスは、日本の能楽や歌舞

フラダンス
〜心身の健康に〜(古典フラ(カヒコ))

伎のように昔より受け継がれた文化です。自然界へ
カオヒナニ森重

ためです。イプへケの音で基本ステップ、祈りのた
めのオリ(唱える)を踊りで学びませんか。

社会的不安の多い最近、心和むハワイの曲を聞きな
がら楽しく笑顔で踊ってストレスを発散させましょ
う。フラは身体の中心から腰を動かすので体幹がで

フラダンス
〜心身の健康に〜(アウアナ(現代)フラダ

カオヒナニ森重

ンス)初級

き足・腰が鍛えられ筋肉がつき元気になります。初

(火)

めての方、何かを始めたいと思っている方、60・70

15：30〜17：00

代の方も歓迎します。足の弱い方は、イスに座って

(全12回)
月4回 3ヵ月
25,080円

上半身を動かし表現する事が出来ます。チャレンジ
してみてください。

体操、ストレッチ、ステップと優雅な美しいフラで

イチからはじめる ハワイアンフラ

サチコ ナ プアラニ ほ

心も体もリフレッシュ。ハワイのクムフラ、マイケ

第1・3(金)

か

ルデラクルーズ先生に師事。OSK出身のサチコ先生

15：30〜16：45

と健康美あふれる、素敵な貴女に変身しませんか。

フリーチケット
(発行日から3ヵ月間有効)
5回 11,107円

世界各国のフォークダンスを基礎ステップから踊り

フォークダンス

佐々木 和子 ほか

ます。音楽に合わせて踊ることにより脳を活性化さ

(木)

月4回 3ヵ月

10：15～12：15

24,090円

ります。基本の動きは歩くだけです。指示者(コーラ

(金)

月4回 3ヵ月

ー)の指示により円や四角・ラインをつくる、パズル

10：30〜16：00

22,110円

せ老化防止、健康増進に役立ちます。
■体験レッスン あり

カントリー調の軽快な音楽に合わせて8人一組で踊

スクエアダンス あべのクローバーズ

𠮷𠮷尾 裕子

を解くような感覚の楽しいダンスです。

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

洋舞

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

の他、ワルツやラテン、スイングなどさまざまな種

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

類があり、ダンス経験ゼロの方でも楽しく始められ

13：00〜14：30

17,160円

一人で踊れるカントリーラインダンス。ステップ中
心のリズミカルなダンスです。カントリースタイル

はじめよう！カントリーダンス

川本 稔子

ます。
■体験レッスン あり

バロック・ロココの時代の立ち居振る舞いをバロッ

ヴェルサイユの宮廷舞踏
〜バロックダンス〜

クダンスから学びましょう。時代の衣装、音楽、絵
今野 典子

画など文化の基礎知識もトータル学ぶ〈貴族教養講
座〉ダンスから当時の世界を覗き見しましょう。

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

13：30〜15：00

14,520円

■体験レッスン あり

社交ダンスはだれにでも踊れる楽しいダンスです。

お勤め帰りのリフレッシュ 社交ダンス
〈入門〉

初めての方でも安心！楽しくていねいにご指導いた
藪下 恭輔

します。もちろん今までダンスをご経験の上級者の
方にも対応した、現役プロ競技選手によるダンス

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

18：15〜19：30

13,200円

レッスンです。
■体験レッスン あり

社交ダンスはだれにでも踊れる楽しいダンスです。

お勤め帰りのリフレッシュ 社交ダンス
〈初級〉

初めての方でも安心！楽しくていねいにご指導いた
藪下 恭輔

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

19：45〜21：00

13,200円

方などにもふれてより良いスタイルを目指します。

(火)

月4回 3ヵ月

キレイな姿勢で、楽しい音楽で、気持ち良く踊りま

12：45〜14：00

23,760円

方などにもふれてより良いスタイルを目指します。

(火)

月4回 3ヵ月

キレイな姿勢で、楽しい音楽で、気持ち良く踊りま

14：15〜15：30

25,080円

い事です。私と共に努力してみませんか。初めての

(水)

月4回 3ヵ月

方のためのクラスと更に向上を希望される方のクラ

13：30〜14：45

23,760円

い事です。私と共に努力してみませんか。初めての

(水)

月4回 3ヵ月

方のためのクラスと更に向上を希望される方のクラ

14：45〜16：00

23,760円

(水)

30分 14,520円

します。もちろん今までダンスをご経験の上級者の
方にも対応した、現役プロ競技選手によるダンス
レッスンです。
■体験レッスン あり

社交ダンスの基本ステップを一つ一つ身につけて

健康のための社交ダンス
〈初級〉

いってもらいます。その過程で姿勢、歩き方、立ち
藪下 恭輔

しょう。
■体験レッスン あり

社交ダンスの基本ステップを一つ一つ身につけて

健康のための社交ダンス
〈中級〉

いってもらいます。その過程で姿勢、歩き方、立ち
藪下 恭輔

しょう。
■体験レッスン あり

少しずつ、一歩ずつ練習しましょう。一つずつ楽し

社交ダンス
〈入門〉

みながら進みましょう。踊れるって本当に素晴らし
児島 貢 ほか

スをご用意しています。
■体験レッスン あり

少しずつ、一歩ずつ練習しましょう。一つずつ楽し

社交ダンス
〈初級〉

みながら進みましょう。踊れるって本当に素晴らし
児島 貢 ほか

スをご用意しています。
■体験レッスン あり

少しずつ、一歩ずつ練習しましょう。一つずつ楽し

社交ダンス
〈個人レッスン〉

みながら進みましょう。踊れるって本当に素晴らし
児島 貢 ほか

い事です。私と共に努力してみませんか。初めての
方のためのクラスと更に向上を希望される方のクラ

月4回 1ヵ月
16：00〜17：30

スをご用意しています。

社交ダンス
〈初級〜中級〉

音楽に乗って踊るダンスは楽しさいっぱい。船旅へ
篠 富美子

の夢や仲間づくりに輪がひろがります。はじめてみ
ませんか。

月4回 1ヵ月
60分 27,720円

(水)

月4回 3ヵ月

10：25〜11：40

24,090円

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

洋舞

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

【新設講座】
社交ダンス

これから始めてみようと思われている方、以前社交
笠矢 ありさ

ダンンスを習われていた方に、立ち方・歩き方、簡
単な社交ダンスのステップを学んでいただきます。

〈初級〉

曜日・時間

受講料

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

15：00〜16：00

12,540円

初級程度を修了された方を対象に、ワルツ・タン

【新設講座】
社交ダンス

講座内容

講師

ゴ・スローフォックストロットのスタンダード種目
笠矢 ありさ

と、チャチャチャ・サンバ・ルンバ・ジャイブのラ
テンアメリカン種目の基本ステップ、基本動作を詳

〈中級〉

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

16：10〜17：30

13,860円

第2(金)

月1回 6ヵ月

10：30〜12：00

21,120円

しく学んでいただきます。

あなたも憧れの宝塚の世界を体験してみませんか！

紫峰七海のなりきりレッスン

紫峰 七海

運動が苦手な方、初めての方でも大丈夫です。タカ
ラジェンヌになりきってみましょう。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

日舞

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講師

日本舞踊 西川流〈個人稽古〉

西川 清矢

講座内容
個人稽古で、一人一人に合った踊りを丁寧に指導し
ます。日本舞踊を身近に感じて頂けるよう楽しくお
稽古したいと思います。

曜日・時間

受講料

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

10：00〜11：30

17,160円

初心者から経験のある方まで、200年の伝統を持つ
上方舞をやさしく楽しく学べます。腰のおとし方か

上方舞・山村流

山村 若司桜

ら足の運び手先の美しさなど、基本の稽古を通して
しなやかな身体表現が身につきます。

(月)

月4回 3ヵ月

13：30〜16：00

35,310円

■体験レッスン あり

藤間流舞踊は礼儀に始まり礼儀に終わり、基礎を重
点に扇の持ち方、歩き方に至るまでていねいに指導

日本舞踊 藤間流

藤間 良蔵 ほか

(土)

月4回 3ヵ月

12：40〜14：40

30,030円

古典舞踊を基本から学び、ワンランク上の美しい振

(火)

月2回 3ヵ月

舞や、マナーが自然に身につき、楽しく運動不足も

11：00〜16：00

します。楽しく学び、正しく踊ることを目標にして
いますので、初めての方でも古典から演歌まで幅広
く踊れるようになります。

日本舞踊 花柳流
〈個人レッスン〉

花柳 禮毬

解消！経験者の方も初心者の方も満足・安心な個人
レッスン！お子さまも大歓迎！着付指導もいたしま
す。
■体験レッスン あり

「舞う喜び・感動をあなたに」…心を体で表現する
秘訣、上手になる方法を習う方に合わせてご指導い

日本舞踊 松本流

松本 美智章

たします。未来に輝く舞踊家の育成と確かな満足を
サポートいたします。
■体験レッスン あり

日本舞踊を自分のペースでじっくりお稽古しません

日本舞踊 松本流
〈個人レッスン〉

か。個人レッスンですので都合の良い時間を御予約
松本 美智章

下さい。細かい所までていねいに指導致します。御
希望により新舞踊もご指導致します。
■体験レッスン あり

18,480円
月3回 3ヵ月

〈小・中学生クラス〉

27,720円

16：00〜18：00

月4回 3ヵ月

(1回30分程度)

36,960円

第1・2(木)
13：00〜15：00

月4回 3ヵ月

第3・4(木)

30,030円

12：30〜14：30

第1・3(木)
16：00〜20：00
(木)
10：45〜11：45

フリーチケット
(発行日から3ヵ月間有効)
6回 17,160円

古典舞踊を基礎に流行のヒット曲をのせて軽快に踊

歌謡舞いと舞踊小曲

牧園 香津鋭

ります。歌謡舞で手足を充分にのばし心身ともにリ

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

ラックスしたり仲間作りをしながら舞踊の小品集も

16：00〜18：00

13,860円

きは東南アジアの芸能から、足の動き、捌きは本土

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

の能から取り入れられ独自の音楽により形成されて

16：00〜17：30

15,180円

楽しんでいただけます。

琉球舞踊は16世紀ごろから宮廷芸能として主に中国
から琉球王載冠のために来訪する使節団などを歓待
する為に創られました。その担い手は士族の子弟に
より構成され男子が継承してまいりました。手の動

琉球舞踊

金城 啓一郎

おります。腰を落とす姿勢から動きますので足腰の
鍛錬に持って来いと思われます。体験してみてくだ
さい。
■体験レッスン あり

ボランティア等で一番喜ばれるユーモアたっぷりの

安来節
〜どじょうすくい・銭太鼓〜

どじょうすくい踊りを本場出身、安来節保存会講師
田村 実

が手取り足取りていねいに指導いたします。また最
近人気のある銭太鼓の指導も行います。

月2回 3ヵ月
第1・3(木)

15,840円

15：00〜17：00

月1回 3ヵ月
8,580円

■体験レッスン あり

富山県やつお町に伝わる民謡行事のおわら踊りを楽

〜越中やつお〜
風の盆 おわら踊り

しく覚えましょう。振付けの基礎から豊年踊り、女
岡本 博順 ほか

(四季)踊り、男(案山子)踊り、夫婦踊りも習得出来ま
す。

第4(木)

月1回 3ヵ月

10：15〜12：15

7,260円

■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

邦楽

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

曲である越天楽の習得をめざします。初級コースは

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

五常楽他、より多くの曲の習得を目標とします。雅

14：00〜15：30

15,180円

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

16：00〜17：30

15,180円

雅楽器のひとつである龍笛の手ほどきを通じて雅楽

雅楽
〈入門〉

の世界へと誘います。入門コースは最も有名な雅楽
深田 敏弘

楽の歴史、精神性、音楽としての特性についても解
説します。

はじめての雅楽
日本の伝統芸能の根源であり、宮廷や神仏の儀式楽
である「雅楽」。そんな雅楽にアクセスしてみませ
んか。雅楽の楽器、歴史、音楽性やその精神性や宗

はじめての雅楽

小野 真龍 ほか

教性について、受講者の関心に応じて解説していき
ます。各種雅楽の催しも紹介・招待します。段階に
応じて、雅楽楽器に触れ、雅楽合奏をすることも考
えます。受講生と一緒に雅楽の世界を旅する講座で
す。

箏曲 地歌三絃
〜癒しの音楽〜

日本伝統の弦楽器である琴と三味線の基礎からわか
菊月 京歌 ほか

13：00〜18：00

曲、ポピュラーソングに至るまで、幅広い曲が弾け

(フリータイム制)

るようになります。

日本古来の楽器である小鼓の持ち方や打ち方など初

小鼓教室

望月 太明十郎

第1・2・3(水)

りやすく丁寧におけいこします。古典曲から現代

歩的なことから長唄の小曲に合わせて楽しく演奏で
きるようにおけいこいたします。
■体験レッスン あり

約25分個人レッスン

第2・4(木)
15：00〜17：00
18：00〜20：00

(箏曲または地歌三絃のいず
れか) 月3回 3ヵ月
23,760円

月2回 3ヵ月
15,840円

日本の伝統楽器である“しの笛”を、構え方、音の出
し方から 始め、初心者から経験者までわかりやすく

しの笛

藤舎 華生 ほか

指導いたします。手軽に持ち歩ける“しの笛”で竹の
美しい音色を楽しみましょう。

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

14,520円

■体験レッスン あり

初めて篠笛を持つ方を対象にした講座です。笛の持

篠笛(しの笛)
〜わらべうたからはじめましょう〜

ち方、呼吸法など、わかりやすく説明します。わら
鈴原 美鶴

べ 唄、唱歌、簡単なお囃子が吹けるようになった
ら、創作も楽しみましょう。途中入会歓迎です。
■体験レッスン あり

第1・3(金)
13：30〜15：00

月2回 3ヵ月

第1・3(水)

14,520円

19：00〜20：30

〈個人稽古のみの方〉
月1回 3ヵ月
10,890円

篠笛(しの笛)
〜わらべうたからはじめましょう〜

鈴原 美鶴

〈個人稽古〉

初心者・経験者を問わず、個々の課題や目的に合わ
せて柔軟に指導させていただきます。

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

16：30〜17：00

21,120円

17：00〜17：30
17：30〜18：00

〈通常講座と併習の方〉

18：00〜18：30

月1回 3ヵ月
7,260円
月2回 3ヵ月
14,520円

経験者を対象とした講座です。主に六本調子を用い

篠笛
〜心に響く音色を奏でるには〜

てお稽古します。笛の選び方はご相談ください。笛
鈴原 美鶴

の音に耳をすます。自分の心に耳をすます。和やか
な時間をご一緒に過ごしましょう。

第4(金)

月1回 3ヵ月

13：30〜15：00

10,560円

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

14,520円

■体験レッスン あり

音の出し方、構え方から特殊技法まで、1年間のプロ
グラムで尺八の吹奏法を学んでいきます。繰り返し

尺八

岡田 道明

受講は何度でも可。初年度のみ尺八の無料レンタル
あり。体験受講も随時歓迎いたします。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

邦楽

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

1日の終わりに和のおけいこをはじめませんか。能舞

はじめての能管
〈個人レッスン〉

豊嶋くるみ

〜ストレスを吹き飛ばしましょう〜

曜日・時間

受講料

第1・3(火)

台で約650年前より旋律を奏でる能笛。織田信長を

①17：00〜17：30

はじめ名武将も愛した幽玄な音色を奏でてみません

②17：45〜18：15

各月2回 3ヵ月

か。思いっきり息を吸って吹くことで、心も体もリ

③18：30〜19：00

20,460円

フレッシュ！初めての方にも女性講師が丁寧にご指

④19：15〜19：45

導致します。

⑤20：00〜20：30

能舞台で約650年前より旋律を奏でる能管。織田信
長はじめ名武将も愛した幽玄な音色を奏でてみませ

はじめての能管

豊嶋くるみ

んか。はじめての方でも3ヵ月で「中之舞」が吹ける
よう、女性講師がていねいに指導いたします。心身

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

15：30〜17：00

14,520円

が整い、健康にもつながりますよ。

能舞台で約650年前より旋律を奏でる能管。世界で

能管を奏でる
〜幽玄なひびき〜

類をみない笛「能管」を親しみながら、能や能管の
豊嶋くるみ

知識も楽しく学びましょう。「中之舞」修了の方対
象に曲を進めていきます。能舞台での発表会にチャ

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

13：30〜15：00

14,520円

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

12：50〜15：20

17,160円

レンジ！

謡本の記号の読み方などの基本から、初歩的なもの
へと順を追って学びます。3ヵ月でやさしい曲が一人

謡曲 観世流

大槻 文蔵 監修 ほか

で謡えるようになり、自然に観能の知識も身につき
ます。また、腹式呼吸で声を出すので健康な身体づ
くりにもつながります。

600年の歴史を持つ能楽。その基礎となる謡曲は京

謡曲 観世流
〈個人レッスン〉

橋本 光史

都の地で大切に育てられてきました。謡曲を学び奥

第2・4(水)

義をさぐる事によって文化を肌で感じて頂けます。

13：30〜14：30 (個人レッス

基本から応用までていねいにご指導いたします。声

ン 1回30分程度)

月2回 3ヵ月
21,120円

を出しながら、能楽の美辞麗句を楽しみましょう。

能楽の詞。『おうたい』を大きな声を出して謡って
健康に良い事をしませんか？世界無形文化遺産に登
録されている能楽。その秘められた技を体験して良
い声を出し、自然に心と身体と頭の健康を身につけ

良い声を出して健康になる謡曲教室

橋本 光史

られます。30分間椅子に座って背筋を伸ばして、能

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

楽の美辞麗句を謡います。重要無形文化財保持者の

10：30〜11：00

14,520円

第2・3(日)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

20,460円

能楽師 橋本光史が初舞台から45年間で培った呼吸法
をゆっくり丁寧にご指導いたします。グループレッ
スンですので、安心してご参加いただけます。
■体験レッスン あり

沖縄の伝統的な楽器三線を弾いてみませんか。沖縄

三線入門
〜沖縄の古典音楽〜

在住の講師から、三線の持ち方、弾き方、楽譜の読
金城 辰夫 ほか

み方などを基礎から学びます。初心者の方も楽しく
歌いながら弾けるように指導します。
■体験レッスン あり

日本各地のさまざまな民謡を学び、歌います。腹式

民謡

藤本 秀雛

呼吸や民謡の発声法などを基礎から学びますので、
健康増進・ストレス解消にもつながります。
■体験レッスン あり

(木)
10：30〜12：00
12：30〜14：00

月4回 3ヵ月
23,430円

各地のいろいろな民謡の伴奏を練習します。三味線
の構え方やバチのあて方、弾き方等の基礎をしっ か

民謡三味線

藤本 秀雛

りと指導します。初心者の方も一日で小曲が弾ける
様になります。藤本流名取を習得して頂けます。

(金)

月4回 3ヵ月

15：30〜17：00

25,410円

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

14：00〜16：00

13,200円

■体験レッスン あり

おなじみの歌謡曲を大正琴で演奏してみませんか。
楽器を奏でるのは初めての方を対象に少人数で、

大正琴で歌謡曲を楽しむ

松井 琴扇修 ほか

ゆっくり繰り返しながらおけいこしていきます。大
正琴を特技のひとつに加えてみませんか。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

邦楽

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

大正琴の基本的な弾き方を学び、季節に合わせたや

大正琴
〈初級〉

さしい曲なども取り入れます。また、トレモロの奏
岡田 一博

法(音のつながりをもった演奏方法)も少しずつ学んで
いきます。

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

15,840円

■体験レッスン あり

大正琴
〈中級〉

初級修了の方を対象に、中伝・奥伝そのほか補足の
岡田 一博

テキストを学びます。なお、いろいろなピース(楽譜)
を取り入れて演奏の楽しさを学びながら、演奏カを

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

17,490円

つけていきます。

奥伝修了程度の演奏力のある方を対象とし、より一

大正琴
〈上級〉

層の表現力をつけることと、アンサンブルを通して
岡田 一博

より深く味わいます。月に1〜2曲のぺ一スで習得
し、大正琴の魅力をより深く味わっていただけま

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

18,480円

す。

大正琴は誰でも親しめる楽器で書いてある数字に合

大正琴を楽しもう
〈入門・初級〉

わせてボタンを押せばOKです。教本にて1小節づつ
上田 多津子

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

12：00〜13：30

10,716円

哀調あふれる音色で歌謡曲からポップス、日本の歌

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

まで、教本で分かりやすくアドバイス指導します。

10：30〜12：00

10,716円

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：00

14,520円

指導します。初めての方や中高年の方、大歓迎で
す。楽器もご希望があれば当初は先生にご用意して
頂けます。
■体験レッスン あり

大正琴を楽しもう
〈中級〉

上田 多津子

初めての方からどなたでも、わかりやすい講習で
す。吟ずる姿勢、発声練習、そして漢詩の内容、人

楽しい詩吟

南方 快聖

前でも堂々と楽しめるあなたに変身。吟ずることで
血色を良くし健康な体作りを目指しましょう。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

洋楽

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

ピアノを弾きながら楽しく指導します。グループで

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

の練習に個人レッスンも取り入れて正しい発声法や

13：00〜14：30

20,460円

す。初心者からコンサート出演経験者まで、各人の

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

個性に合わせた奧田真祐美の細やかな指導が好評。

13：00〜14：30

20,460円

自分の心、個性、人生観を反映させて歌うシャンソ
ン。各々の歌いやすい音域に合わせて峰大介講師が

峰 大介 シャンソン教室

峰 大介

豊かな表現力などを身につけていきます。
■体験レッスン あり

歌は心の叫び、人それぞれの思いを言葉とメロ
ディーを通して表現するのがシャンソンの面白さで

奧田真祐美 愛をうたうシャンソン

奧田 真祐美

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 あり

歌劇のストーリィを楽しみながら、豊かで美しい声

〜あなたも歌姫〜
オペラ・アリア夢紀行

づくり。オペラアリアを歌って、歌声を磨きます。
中野 陽子

第4(金)

月1回 6ヵ月

13：00〜14：30

21,120円

しながら歌えるようになればますますオペラの魅力

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

に引き込まれます。(音が高すぎる曲は、低く下げて

10：30〜12：15

20,460円

導いたします。午前のひととき、明るく陽気なナポ

第3(木)

月1回 3ヵ月

リのカンツォーネを歌ってどうぞ楽しい1日をお過ご

10：15〜11：30

8,580円

月に一度の豊潤な学びのひととき。舞台背景となる
ヨーロッパその他を旅情気分で巡る資料もご用意
し、オペラの世界へ誘います。
■体験レッスン あり

聴いたことのあるアリアやデュエット、全く知らな

〜ミニオペラ〜
オペラを口ずさんでみましょう

かったオペラの役柄のアリアなど、ゆっくり耳コピ
欄 和美

も歌います)
■体験レッスン あり

午前中から声を出すのは、とても身体に良い事で

はじめてのカンツォーネ・イタリアの歌
をうたおう

す。イタリア語の読み方もゆっくりていねいにご指
上廣 綾子

しください。
■体験レッスン あり

とても楽しく陽気な歌、カンツォーネを歌って心身
ともにリフレッシュしましょう。「サンタルチア」
や「オソレミオ」などを主にイタリア語で歌いま

カンツォーネを唄う

上廣 綾子

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

14：10〜15：40

20,460円

馴染みのある曲の他、「彼女に告げてよ」「泣かな

第2(金)

月1回 6ヵ月

いお前」等の名曲を原語で歌います。ていねいに指

13：30〜15：00

20,460円

る想い)」も“カンツォーネ”。今もコマーシャルやド

第4(土)

月1回 3ヵ月

ラマの挿入曲で良く耳にします。美しい日本語に訳

13：00〜14：30

10,230円

す。読み方付きの歌詞のためイタリア語がわからな
い方でも大丈夫。また歌に自信がない方も楽しく歌
いましょう。
■体験レッスン あり

イタリアのベルカント(美しい声)発声を基本に、「サ

布埜秀昉(ふのしゅうほう)とカンツォー
ネを歌おう

ンタ・ルチア」「私の太陽」「ヴォラーレ」等の耳
布埜 秀昉

導いたしますので初心者の方でもご安心ください。
■体験レッスン あり

「オ・ソーレ・ミオ」「カタリカタリ」などのナポ
リ民謡も“カンツォーネ”。1960年代から70年代にか
けてサンレモ音楽祭から日本に入ってきて大ヒット
した「ラ・ノヴィア」「愛遥かに」「ノノレタ(夢見

日本語で歌うカンツォーネ

欄 和美

されているので心を込めて愛の世界を歌うことがで
きます。日本語入りの楽譜を見ながら歌うので、音
符は読めなくても美しいメロディーと共に自然と楽
譜を目で追えるようになります。

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

洋楽

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

一般の方々になじみ深いカントリーソングの名曲を

稲葉和裕のカントリーソング〈英語で歌
う〉

楽譜なしで、やさしく英語で歌う練習をすると同時
稲葉 和裕

に、簡単な英語への理解を深め、その背景にあるア
メリカ文化に触れ親しんでいただきます。

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

13：00〜14：30

20,460円

■体験レッスン あり

歌のもとになるリズムと息の出し方を練習して、英
語の歌詞をくり返し、講師のピアノにあわせて歌い

岩井ゆき子のジャズでスイング

岩井 ゆき子

ます。はじめは一人で歌えなくても一人で歌うの
も、 グループで歌うのも楽しくなります。

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

20,460円

■体験レッスン あり

カンテ(フラメンコの歌)はアンダルシア起源の音楽
です。本講座ではスペインで3年間カンテを学んだ講

カンテ(フラメンコの歌)

山下 祐見江

師が、歴史や歌詞の意味、スペイン語発音、ボイト
レを経て参加者様お1人ずつ歌えるよう指導します。

第2(月)

月1回 3ヵ月

19：10〜20：30

16,830円

■体験レッスン あり

魅力的なミュージカルの曲をみんなで楽しく歌いま
しょう！アンサンブルやソロなど、歌い方や表現の

ミュージカルナンバーを歌おう

木村 千晶 ほか

仕方を、歌とピアノの先生がていねいに指導しま
す。歌を覚えたら簡単な振りをつけて、成果を披露

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

20,460円

しましょう。
■体験レッスン あり

最近、声が出にくくなった、電話の声がかすれてき
た…そんな人はいませんか？年齢と共に変化してい

Sing★Song あべので歌おう

土居 克江

く声を。呼吸や身体の使い方を知ることで、大好き
な歌を歌えるようにしてみませんか？

第3(月)

月1回 3ヵ月

10：30〜11：45

7,260円

■体験レッスン あり

体の余分な力を抜き、腹から声を出し、聴く人に伝
わる歌を歌いませんか？これから歌を始めようとお

村上怜子 発声講座

村上 怜子

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

18：00〜20：00

20,460円

しまいます。高音をらく～に出したい、ストレート

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

ネックを直したい、そんな方にオススメです。普段

10：30〜12：00

20,460円

考えの方、上手く声を出せない等でお悩みのあなた
のための講座です。童謡、歌曲、シャンソンなど
ジャンルを越えて歌います。
■体験レッスン あり
トップジョイント(AO関節)というのは、第1頸椎と頭
蓋骨のつなぎ目のことを言います。パソコンやス
マートフォンなどでストレートネックになってしま
うとこの部分が固まってしまい、高い声は叫び声に

エイジングケア ボイストレーニング
〜首をユルめてナチュラルボイスへ〜

なり、声が濁ってきますので、声帯に負担をかけて
江本 あきこ

の生活では、ほとんど意識しない場所をユルめるの
で、わかりやすく、ゆっくりと進めていきたいと思
います。
講座の始めと終わりに、上半身の横から撮影、記
録。効果を実感していただきたいと思います。
お腹から声を出して声も美しく、体も元気に！呼吸

歌うための基礎から始める ボイストレー
ニング

法、発声法も指導しますので、初めての方も安心し
馬場 恵子

て受講してください。講座の中で歌った曲を使っ
て、 自由参加の個人指導もしています。楽しみなが

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

20,460円

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：00

15,180円

ら、レパートリーを増やしましょう。
■体験レッスン あり

歌ってのばそう健康寿命！
〜シンプル声楽法〜

歌は心身を健やかに導き、健康寿命を伸ばします。
中野 陽子

呼吸法・発声法・歌唱法といった「声楽」をベース
にボイストレーニングをしましょう。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

洋楽

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

楽しく歌い、心地良く発声体操をして、心と体を健

ボイストレーニング
〜身体リフレッシュ発声健康法〜

やかに整えます。身体は楽器、良い声でのびのびと
中野 陽子

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：00

15,180円

草分けボイストレーナー。「バラの花束の香りを吸

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

い、花びらを散らすように息を吐く」をモットーに

13：00〜14：30

15,180円

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

15：00〜16：00

11,220円

音楽を奏でましょう。歌は健康長寿や美容に大きな
効果をもたらします。
■体験レッスン あり

童謡や愛唱から世界名曲まで、楽しく歌って心身の

ボイストレーニング
〜歌う発声健康法〜

健康維持増進をはかります。講師は「健康発声」の
中野 陽子

貴方の歌声を磨きます。
■体験レッスン あり

健康科学に基づいて、歌うことを楽しみながら心と
体を幸せかつ健やかな状態に保ち、誰もが口ずさめ

幸せと笑顔のためのボイストレーニング
〜歌は心と体のおクスリです〜

る愛唱歌や世界名曲などを歌い、時にはヒットソン
中野 陽子

グやクラシックまたオペラ等も取り上げます。近年
の状況から受けるストレスは大きく、心と体を幸せ
で健やかに保つ歌唱効果を実感してみませんか。
■体験レッスン あり

〈個人レッスン〉
(小学5年生〜大人)
第1・3(火)
14：00〜14：30
14：30〜15：00

楽しく歌ってボイストレーニング

中野 陽子

楽しく歌いながら、発声・呼吸・表現等の声楽の基

15：00〜15：30

本をふまえた「声づくり」をします。ハルカスのス

15：35〜16：05

月2回 3ヵ月

タジオはとりわけ響きが良く、心ゆくまでのびのび

16：10〜16：40

21,120円

と歌えます。

16：45〜17：15
第2・4(火)
16：10〜16：40
16：45〜17：15
17：20〜17：50
(1回30分)

心に太陽、口びるに歌を♪楽しくのびのび歌って心

歌って癒しとやすらぎを… 健やかボイス
トレーニング

身のリフレッシュをはかりましょう。歌は健康寿命
中野 陽子

第4(金)

月1回 3ヵ月

15：00〜16：00

7,260円

ボイストレーニング。コロナにも負けない強い肺が

第4(金)

月1回 3ヵ月

育ちます。歌声を磨いて健やかな心身をあなたのも

10：30〜12：00

7,590円

を伸ばします。声楽の基本をふまえた発声法や呼吸
法で、あなたの良い歌声をひき出しましょう。
■体験レッスン あり

〜歌って楽しく〜
声トレ・肺トレ・ハッピーボイス

〜ポップスで楽しく学ぶ〜
基礎からのボイストレーニング

愛唱歌や世界の名曲を歌いながら無理なくやさしく
中野 陽子

のに！

歌の基礎を学びながら親しみのある日本のポップス
大浦 志

を練習します。歌うのが苦手な方も、気軽に参加で
きます。一緒に楽しく歌いませんか？

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：00

20,460円

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

15：50〜17：20

17,160円

■体験レッスン あり

声の悩みを改善、楽に声を出す方法を身につける講
座です。「声がかすれる」「高い声が出ない」原因
がわかれば響きのある声に変化♪懐かしい世界の名

ヴォイストレーニングとコーラス

中上 英子

曲を歌いながらハーモニーも楽しみます。大きな声
を出し、ストレス発散！顔の表情も心も身体もリフ
レッシュしましょう。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

洋楽

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

声になってしまう。こんな悩みを即解決する、コツ

第3(金)

月1回 6ヵ月

をレクチャーします。カラオケで歌いながら、「声

10：30〜12：00

17,820円

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

10：00〜11：30

17,160円

歌うと喉が痛い、音量や安定感が出ない、表現力を

実践的！ヴォイストレーニング
〜カラオケですぐ使えるテクニック〜

つけたい、ボイトレで良い声が出ても、歌うとノド
十川 裕加

力」もアップ しましょう！
■体験レッスン あり

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

グループヴォーカルレッスン

Kazuyo

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。
■体験レッスン あり

歌うために必要な呼吸や発声から表現まで、みんな

グループヴォーカルレッスン
〈個人レッスン〉

で楽しく歌いながらワンランクアップをめざしま
Kazuyo

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(火)
11：40〜12：05
12：10〜12：35

月1回 3ヵ月

第4(火)

10,230円

11：40〜12：05
12：10〜12：35

勇気と元気がわき出てくるゴスペル。ラブ＆ピース

Gospelコーラス
〈入門コース〉

のメッセージを歌い、関西を中心に活躍するVoice
岩藤 雅子

of Peaceのメンバーと共にジャンルや世代を超えて

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

一緒に歌ってみませんか？ステージでの感動をぜひ

17：00〜18：20

20,960円

of Peaceのメンバーと共にジャンルや世代を超えて

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

一緒に歌ってみませんか？ステージでの感動をぜひ

19：30〜20：50

23,600円

体験しましょう。様々なコンサートにも出演の機会
があります。

勇気と元気がわき出てくるゴスペル。ラブ＆ピース

Gospelコーラス
〈レギュラーコース〉

のメッセージを歌い、関西を中心に活躍するVoice
岩藤 雅子

体験しましょう。様々なコンサートにも出演の機会
があります。

ボイストレーニング
〈グループレッスン〉

歌うときに思う様に声が出せなかった経験をしたこ
岩藤 雅子

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

18：30〜19：20

20,460円

レーニングを学んで、ゴスペル曲を歌いましょう。

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

大きな声を出して心もリフレッシュ！初心者＆経験

15：00〜16：10

14,520円

とはありませんか？このクラスではより楽しく歌え
るように、リズムと発声を基礎から学びましょう。

歌う事が好きな方！主婦の方、子育て中のママさん
も歓迎のクラスです。英語の発音のコツ、ボイスト

ゴスペル(子連れママさんも歓迎)

ゆかり☆ゴスペル

者、歓迎！
■体験レッスン あり

Jポップを楽しく歌いながらボイストレーニングしま
す。自分の一番いい声を見つけ、全体レッスンと個

Jポップ・ボーカルレッスン

豊原 平行

別レッスンを交互に行います。初級・上級・オー
ディションに向けてのアドバイスもします。

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

19：00〜20：30

20,460円

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

15：30〜16：30

12,540円

■体験レッスン あり

クラシック歌曲を本格的に習いたい方のための講座
です。原語で歌うため、初心者の方でも歌えるよう

クラシックを唄う
〈ドイツ歌曲クラス〉

に、言葉のリズムを感じながら繰り返し発音練習を
山本 佳人

し、それを旋律に乗せて歌います。既習曲を復習し
ながら、1〜2ヵ月で新曲一曲のペースで進めてゆき
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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

洋楽

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

クラシック歌曲を本格的に習いたい方のための講座
です。原語で歌うため、初心者の方でも歌えるよう

クラシックを唄う
〈イタリア歌曲クラス〉

に、言葉のリズムを感じながら繰り返し発音練習を
山本 佳人

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

19：00〜20：00

12,540円

独特の発音にあるようです。この講座では無理のな

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

い発声で、美しい日本語が発音出来るように指導い

19：00〜20：00

12,540円

し、それを旋律に乗せて歌います。既習曲を復習し
ながら、1〜2ヵ月で新曲一曲のペースで進めてゆき
ます。
■体験レッスン あり

山田耕筰をはじめ美しい日本歌曲はたくさんありま

クラシックを唄う
〈日本歌曲クラス〉

すが、美しく歌うのは至難の業です。それは日本語
山本 佳人

たします。
■体験レッスン あり

クラシックを唄う
〈個人レッスン〉

グループレッスンを受講された方で、より実力を伸
山本 佳人

ばしたいと思われる方の講座です。個人の実力に応
じて、発声の基礎から、イタリア・ドイツ・日本歌
曲・そしてオペラのアリアまで指導いたします。

第1・3(木)
17：30〜19：00
第2・4(水)
18：00〜19：00

月2回 3ヵ月
29,700円

20：00〜21：00

長い間歌い継がれてきた心の歌を、時代背景や作者

小林陽子 こころの歌
〈抒情歌〉

の思いなどを理解して歌います。故郷への思いや家
小林 陽子

族への愛、自然への感動など心の奥にそっとしまわ
れている美しい「心のうた」と再会し、歌う喜びを

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

15：30〜17：15

20,460円

共に味わいます。まずは発声体操から始めます。

歌うための発声法を学び、美しい日本と世界の愛唱
歌・童謡・名曲集より歌い楽しみましょう。名曲の

心に響く世界の愛唱歌

稲毛 恭子

第3(水)

月1回 3ヵ月

13：00〜14：30

6,930円

の基礎から、歌唱法を本格的に学びつつ、とにかく

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

歌うことの楽しさを味わえる講座です。講師の楽し

10：30〜12：30

17,160円

ように指導しています。日本の合唱曲が主なレパー

第1・2・4(月)

月3回 3ヵ月

トリーですが、比較的発音が容易なイタリア語の曲

10：30〜12：30

20,790円

ハーモニーする楽しさを経験していただきます。日

第1・3(日)

月2回 3ヵ月

本語の美しい発音や発声を指導いたしますので、初

10：30〜12：30

17,160円

第3(火)

月1回 3ヵ月

15：00〜16：15

7,260円

エピソードを学び、歌い、心豊かな時間を過ごしま
しょう。
■体験レッスン あり
体全体から声を出して、ハーモニーの素晴らしさを
味わってみませんか？関西合唱界の第一人者であ
り、また「一万人の第九」の合唱指導者として有名
な講師による講座です。クラシックからポップス、
ミュージカル、唱歌などジャンルを問わずに、発声

清原浩斗の楽しいコーラス

清原 浩斗

いトークに思わず爆笑しながら、いつのまにか歌え
ている！心も身体も元気になる！その感動をぜひご
一緒に体験しましょう。初心者の方にもおすすめの
クラスです。
■体験レッスン あり
この講座のモットーは、無理のない声で楽しく歌う

【女性限定講座】
女声コーラス

ことです。発声に関しては、個性を生かして歌える
山本 佳人

などにも挑戦しています。
■体験レッスン あり

国内外の親しみのある曲を二部合唱で歌います。 主
旋律・副旋律とも練習し、希望のパートを選択し、

気軽に楽しむ サンデーコーラス

山本 佳人

心者・経験者ともに満足いただける講座です。
■体験レッスン あり

楽譜が読めなくても大丈夫です！大きな歌詞を映し
出しますので、姿勢よく広いスタジオでおもいっき

歌いましょう！あんな歌、こんな歌

土居 克江

り声を出しましょう！お好きな歌は何ですか？皆さ
んと一 緒に、声を合わせて歌いましょう。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

洋楽

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

子どもの頃に口ずさんだ懐かしい曲、聞いたことの
ある名曲など、唱歌からクラシック、ミュージカ

【新設講座】
うたの広場

ル、昭和歌謡などの色々なジャンルの素敵な曲を講
森本 百合子

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：00

15,840円

す。今まで演歌を歌って物足りない方、上達したい

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

方、初めての方大歓迎です。とっても楽しい教室で

13：00〜15：00

20,460円

のレベルアップを計ります。月に1曲新曲をマスター

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

します。人前で歌うのが苦手な方も大丈夫です。一

10：15〜12：15

17,160円

ら、安心で心地良い響きに癒されます。譜面はお渡

第1(土)

月1回 3ヵ月

ししますが、見ても見なくてもOK。わかりやすいと

12：50〜14：40

12,450円

師の生演奏に合わせて、楽しく歌いましょう。最
近、声が出にくくなってきた人も声を出すことで、

〜日本・世界の名曲を歌おう〜

思いっきり歌えるようになります。始めにしっかり
発声練習もします。癒しと元気をどうぞ。

演歌を中心に月2曲の新曲を学びます。こぶしの入れ
方や、バイブレーションの入れ方等お教えいたしま

美咲 ゆうこ 歌謡教室

美咲 ゆうこ

す。
■体験レッスン あり

男女共学で快適な歌仲間作りの教室です。ピアノと
カラオケで基本をしっかり学び集中力をつけ歌唱力

すぐに歌える カラオケ教室

川口 哲也

度体験に来てみて下さい。
■体験レッスン あり
1960～80年代のフォークソングや歌謡曲で青春時代
にタイムスリップ。又、最新のヒット歌謡曲を歌っ
てワクワク。ノリのいい曲なら、簡単なステップ

大好き歌謡曲！
〜ときおり演歌〜

や、やさしい振りもつけませんか。仲間と一緒な
大空 可奈

大評判の講師がサポート。歌って踊って、大いに
笑って、人生楽しんでいただけたらと思っていま
す。
■体験レッスン あり

はるかギリシャ神話の時代から古い歴史をもつハー

優雅にハープを
〈個人レッスン〉

井爪 紀子

〈入門〉

第1・3(月)

してきました。「いつも何度でも」のような名曲を

15：30〜20：00

楽しんでください。ハープは今セラピーでも注目の

(30分個人レッスン・予約制)

井爪 紀子

プは、その美しさと妙なる調べで多くの人々を魅了

第1・3(月)

してきました。「いつも何度でも」のような名曲を

15：30〜20：00

楽しんでください。ハープは今セラピーでも注目の

(30分個人レッスン・予約制)

月2回 3ヵ月
24,420円

楽器です。是非癒されてください。

憧れていたハープ。難しそうと諦めていませんか？
エンジェルハープは膝の上で奏でる柔らかな音色の
入江 愛子

小型ハープ。グループレッスンで基礎からゆっくり
進めますので、大丈夫。夢への第一歩をぜひスター
トいたしましょう。

アンデスの笛ケーナの魅力

22,440円

はるかギリシャ神話の時代から古い歴史をもつハー

〈中級〉

基礎からゆっくりエンジェルハープ

月2回 3ヵ月

楽器です。是非癒されてください。

優雅にハープを
〈個人レッスン〉

プは、その美しさと妙なる調べで多くの人々を魅了

渡部 勝喜

第2・4(土)
〈入門〉
10：30〜12：00

20,460円
〈上級〉
11：30〜13：00

ペルーの名曲『コンドルは飛んでゆく』で誰もが耳

第2・4(月)

にしたことのあるアンデスの葦笛ケーナ。音の出し

13：30〜15：00
月2回 3ヵ月

方や楽譜の読み方から始めて南米各国の文化や古代
文明まで、幅広い知識に触れていただける講座で
す。
■体験レッスン あり

月2回 3ヵ月

〈入門クラス〉

17,160円

第2・4(月)
18：30〜20：00

3000年を超える歴史を持つサンポーニャ。その音色
は時空を超えて現代人の心にも響いてきます。まず

アンデスの笛サンポーニャ入門

渡部 勝喜

は音の出し方からスタート、息の使い方・簡単な楽

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

譜の読み方などを学んでゆき、幅広い知識と技術を

15：30〜17：00

17,160円

習得していただける講座です。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

洋楽

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

軽快でさわやかな音色のフルートを、基礎からアン

楽しいフルート
〈初級〉

水越 典子

サンブルまで楽しみながら学んでいきます。フルー

第1・3(金)

トという魅力的な楽器を通じて幅広く音楽に、また

18：30〜20：30

月2回 3ヵ月

人にふれ合う喜びを味わうことができます。この講

第1・3(火)

20,460円

座では1クラス7名までの少人数制で個人レッスンも

18：30〜20：30

取り入れながらていねいに指導します。

軽快でさわやかな音色のフルートを、基礎からアン

楽しいフルート
〈中級〉

水越 典子

サンブルまで楽しみながら学んでいきます。フルー

第1・3(火)

トという魅力的な楽器を通じて幅広く音楽に、また

18：30〜20：30

月2回 3ヵ月

人にふれ合う喜びを味わうことができます。この講

第1・3(金)

22,440円

座では1クラス7名までの少人数制で個人レッスンも

18：30〜20：30

取り入れながらていねいに指導します。

憧れのフルートを始めてみませんか。楽器を操り、
音楽を奏でるのは、心とからだと頭を同時に働かせ

ゆとりのフルート

水越 典子

ること。いつでも何かをしたいと思った時が、新た
な自分発見の時。個人レッスンでありつつ、仲間と

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

16：30〜18：30

20,460円

の会話を楽しみながらゆっくり学んでゆきます。

親しみのある楽器リコーダーでアンサンブルを楽し
みませんか。心癒す素朴な音色です。バロック、ル

楽しいリコーダーアンサンブル

弥永 寿子

ネサンスの古き良き時代の音楽から日本の懐かしい
歌、 映画音楽等いろいろなジャンルを取りあげま

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

17,160円

す。
■体験レッスン あり

オカリナ
〈入門・初級〉

オカリナ
〈中級〉

2〜3年の経験者から全く初めての方まで頑張って練
大迫 ちか子

習されています。初めての方には持ち方からスター
トしますので安心してご参加いただけます。

F管も導入しAC、AF管で練習しています。経験年数
大迫 ちか子

も色々ですが、各々頑張ってます。仲良く楽しいク
ラスです。

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

11：25〜12：25

17,490円

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

10：15〜11：15

17,490円

マリンバは木琴と比べて音域が広く、深みのある音
が特徴で、自分の気持ちをストレートに表現でき、

マリンバ

松本 真理子

個性を充分に発揮できます。関西の第一人者による
指導で楽しく学べます。

(水)

月4回 3ヵ月

10：30〜12：30

44,880円

■体験レッスン あり

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

〜中国の民族楽器〜
二胡講座

を擦り合わせ情緒たっぷりの音を出す二胡の弾き方
岩崎 美智子

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。

〈入門〉

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

16：30〜18：00

18,480円

※ご見学していただけますので、レベルを確認のう
えご入会ください。

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

〜中国の民族楽器〜
二胡講座

を擦り合わせ情緒たっぷりの音を出す二胡の弾き方
岩崎 美智子

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。

〈初級〉

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

15：00〜16：30

20,460円

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

18：00〜19：30

21,780円

※ご見学していただけますので、レベルを確認のう
えご入会ください。

1,000年以上もの歴史をもつ中国の民族楽器、二胡は

〜中国の民族楽器〜
二胡講座
〈中級Ⅰ〉

哀愁のあるアジア的な調べが魅力です。2本の弦と弓
岩崎 美智子

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。

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

洋楽

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

哀愁のあるアジア的な調べが魅力です。2本の弦と弓
岩崎 美智子

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

〈中級Ⅱ〉

受講料

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

15：00〜16：30

21,780円

や中国の曲などが弾けるようになります。

1,000年以上もの歴史をもつ中国の民族楽器、二胡は

〜中国の民族楽器〜
二胡講座

曜日・時間

1,000年以上もの歴史をもつ中国の民族楽器、二胡は

〜中国の民族楽器〜
二胡講座

講座内容

講師

哀愁のあるアジア的な調べが魅力です。2本の弦と弓
岩崎 美智子

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

16：30〜18：00

23,760円

でいただきます。少し進んだ段階では、二重奏、三

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

重奏等の合奏にチャレンジします。経験のある方も

15：00〜16：30

17,160円

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

〈上級〉

や中国の曲などが弾けるようになります。

マンドリンの弾き方を基礎から学習し、日本歌曲、

マンドリンで奏でる名曲
〈グループレッスン〉

イタリア民謡等、世界の名曲の数々を演奏し楽しん
葛原 睦子

ぜひご参加ください。
■体験レッスン あり

マンドリンで奏でる名曲
〈個人レッスン〉

全く初めての方も個人レッスンで基礎から学んでい
葛原 睦子

ただけます。グループレッスンに入られる前の基礎
レッスンとしてもおすすめです。

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

13：00〜14：30

23,760円

■体験レッスン あり

人気のマンドリンをレッスンします。アコース

マンドリンを楽しむ
〈個人レッスン〉

ティックサウンドの魅力は、演奏してみて分かるも
杉井 恵

の。自分で作った曲の弾き語りも夢ではありませ
ん。初めての方は見学のうえ、講師とご相談くださ

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

16：30〜17：30

21,120円

い。
■体験レッスン あり

人気のマンドリンをレッスンします。アコース

マンドリンを楽しむ
〈グループレッスン〉

ティックサウンドの魅力は、演奏してみて分かるも
杉井 恵

の。自分で作った曲の弾き語りも夢ではありませ
ん。初めての方は見学のうえ、講師とご相談くださ

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

15：30〜16：30

15,510円

い。
■体験レッスン あり

今年こそ何か楽器を弾くことが出来れば・・・と
思っているあなた、今一番手軽にチャレンジ出来る
楽器、それはウクレレです。ポロロ〜ンと弾けば心

ウクレレを弾こうよ

衣川 祐三

が癒されます。ハワイアンを中心にあらゆるジャン
ルの楽曲を楽しむことが出来ます。初めての方大歓

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

18：30〜20：00

20,790円

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

14：30〜16：00

13,860円

迎！楽譜が読めなくてもOK！やさしくレッスンいた
します。

弾いて歌って楽しいウクレレ教室
〈入門・初級編〉

ハワイアンから童謡まで楽しくウクレレを弾きなが
寺田 たかえ

ら歌いましょう。まったくはじめての方や中高年の
方も安心して参加していただけます。
■体験レッスン あり

ウクレレを使って脳トレをしませんか？指先を使っ

第2(火)

て弾くウクレレは音楽を楽しみながら、脳を活性さ

10：30〜12：00〈中級〉

せるトレーニングにもなります。ハワイアンだけで

シニアのためのウクレレ講座

西原 忍

なく季節の童謡や懐かしい曲など、簡単な歌をつま

第3(火)

弾いたり、みんなで声に出して歌ったりします。弾

10：30〜12：00〈中級〉

いて歌って、楽しみましょう。
■体験レッスン あり

各月1回 3ヵ月
8,580円

第4(火)
10：30〜12：00

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

洋楽

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

い音色はあこがれの楽器の常に上位を占めます。

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

今、人気急上昇の“バイオリン”を始めてみません

15：00〜21：00

30,360円

い音色はあこがれの楽器の常に上位を占めます。

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

今、人気急上昇の“バイオリン”を始めてみません

15：00〜21：00

32,010円

弾く人の声“そのもの”といわれるバイオリンの音色
は、それを手にする人の個性が出しやすい楽器で

大人のバイオリン教室
〈入門3カ月コース〉

す。その優雅なシルエットから奏られる繊細で美し
西川 美穂

か。全く初めての方にも丁寧にわかりやすく指導い
たします。有名なあの曲や大好きなこの曲にご一緒
に挑戦していきましょう。
弾く人の声“そのもの”といわれるバイオリンの音色
は、それを手にする人の個性が出しやすい楽器で

大人のバイオリン教室
〈初級コース〉

す。その優雅なシルエットから奏られる繊細で美し
西川 美穂

か。全く初めての方にも丁寧にわかりやすく指導い
たします。有名なあの曲や大好きなこの曲にご一緒
に挑戦していきましょう。

「おまえは〜ア〜ホ〜か〜」で知られるのこぎり。
弓でこすると口笛かソプラノのような音色で歌いま

のこぎり音楽

Andre

す。お一人おひとりの個性も出る楽器です。レベル

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

〜歌うのこぎり〜

(安藤 玲子)

に合わせてていねいに指導します。老若男女とわず

17：15〜18：45

17,160円

末永く親しめます。
■体験レッスン あり

ドラムはこどもから大人まで、いつからでも始めら
れ上達できる楽器です。特に女性に人気で適度な運
動にもなります。また、頭の体操にもなり脳のト
レーニングとしても注目です。初めての方から経験

ドラムレッスン

平田 哲也

者までレベルにあわせて指導します。さまざまな名
曲に合わせて、個々の感性で演奏を楽しんでくださ
い。バンドを組むなど、新たな趣味もひろがりま

第1・3(火)
15：00〜16：30

月2回 3ヵ月

17：15〜18：45

19,140円

19：00〜20：30

す。
■体験レッスン あり

1920年代にロシアで発明された電子楽器テルミン。
楽器に手を触れず、空中の電波を操って演奏しま

世界最古の電子楽器テルミン

児嶋 佐織

第2・4(金)

す。不思議なサウンドと独特な表現方法が魅力のテ

18：15〜19：15

月2回 3ヵ月

ルミンを演奏してみませんか。1クラス5名以下の少

19：15〜20：15

17,160円

人数で1台の楽器を交代で練習します。

20：15〜20：45

■体験レッスン あり

大人のための鍵盤ハーモニカ(ピアニカ®)
教室

常田 陽子

小学校でおなじみの楽器ですが、多彩な表現が可能

第2・4(火)

で、今大人の愛好者が増えています。鍵盤と管の融

(入門・初級)

合楽器の鍵盤ハーモーニカは、息と口と指の微妙な

13：00〜14：00

コントロールで、ジャズからクラシックまで楽しむ

(中級)

事ができます。すぐに音が出るので、初めての方も

14：10〜15：40

安心して始められます。
■体験レッスン あり

(中・上級)
15：20〜16：50

(入門・初級) 月2回 3ヵ月
17,820円
(中級) 月2回 3ヵ月
19,470円
(中・上級) 月2回 3ヵ月
21,120円

第2・4(火)
15：30〜21：00

大人のピアノ教室
〈個人レッスン〉

金山 寿子

初心者から経験者まで自分のペースで楽しく学んで

第2・4(木)

いただけます。クラシックからポピュラーまで音楽

15：00〜21：00

の楽しさ、素晴らしさを体感いただけます。グレー

第1・3(土)

ド取得、発表会もあります。

10：30〜21：00
第1・2・3(日)

〈お試し3カ月コース〉
月2回 3ヵ月
17,160円
月3回 3ヵ月
22,440円

10：30〜17：00

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

洋楽

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

第2・4(火)
15：30〜21：00

大人のエレクトーン教室
〈個人レッスン〉

金山 寿子

初心者から経験者まで自分のペースで楽しく学んで

第2・4(木)

いただけます。クラシックからポピュラーまで音楽

15：00〜21：00

の楽しさ、素晴らしさを体感いただけます。グレー

第1・3(土)

ド取得、発表会もあります。

10：30〜21：00
第1・2・3(日)

〈お試し3カ月コース〉
月2回 3ヵ月
17,160円
月3回 3ヵ月
22,440円

10：30〜17：00

鍵盤楽器は無理だとあきらめていた方。カシオの
キーボードなら大丈夫です。多彩な音色と簡単な指

〜年をとったからこそ楽しみたい、弾け
る私〜

使いで伴奏をつけてくれる自動伴奏。愛唱歌、抒情
山口 文子

歌、映画音楽、ポップスなどあなたの大好きな曲を
弾いてみませんか。少人数制で個人レッスンも取り

50歳からのキーボード

入れながら楽しく指導いたします。
■体験レッスン あり

第1・3(火)
13：00〜14：40
14：50〜16：30

月2回 3ヵ月

第1・3(金)

20,460円

13：00〜14：40
14：50〜16：30

初心者の方もすこしひける方もいっしょに学ぶコー

お気軽ピアノ・グループレッスン
〜ヤマハスタディ〜

スです。ヤマハ専用教本を使うのでレベルに差が
三上 香子

あっても大丈夫。自分のペースで学んでいただけま
す。1年間に本格的なクラシックとポピュラー12曲

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

12：45〜13：45

15,510円

を学びます。

ピアノは初めて、楽譜が読めない方も大歓迎。か

かく・ひく・うたう！ピアノで脳トレ
〈グループレッスン〉

く・ ひく・うたうを繰り返し脳を動かすことで、自
三上 香子

然とピアノを自由に演奏できるようになります。一
緒に童謡を弾きうたいましょう。
■体験レッスン あり

第2・4(水)
10：00〜11：00

月2回 3ヵ月

11：15〜12：15

15,510円

14：00〜15：00

ピアノを習いたいけど自信がない…そんな方におす

超初心者のためのピアノ講座
〈全3回〉

すめの講座です。「みるみる上達！広がる鍵盤ファ
三上 香子

イル」を使って、指を動かしながら、楽譜の読み
方、リズムの取り方、和音奏など、ピアノの基礎を

第4(日)

全3回 3ヵ月

10：15〜11：30

8,580円

(金)

月2回 (年間22回)

楽しく学びましょう。

大人のピアノコース
〈ポピュラーピアノ・クラシックピア

西本 亜香

ノ・60歳からのピアノ・デイタイムピア

(にしもと あこ)

ノコース〉

あべのハルカス近鉄本店でピアノレッス
ン

中学生～大人まで年齢、レベルに合わせた個人レッ
スン。お好きな曲を弾いてみませんか？
■体験レッスン あり

日々の忙しさのなか、すこしだけ自分に時間をつ
三上 香子

13：30〜19：30

3ヵ月

(30分個人レッスン)

19,470円より

①第2・4(月)

かってみませんか？初心者の方から経験者まで、お

13：00〜17：00

月2回 3ヵ月

気に入りの曲から始めましょう。ピアノでリフレッ

②第2・4(水)

17,160円

シュ！お子さま連れもOKです。

15：30〜17：10

講師の「生」演奏を中心に、それぞれの作品、作曲
家にまつわるエピソードを紹介しています。今回も4

「愛」にまつわるピアノの名曲たち
〜生演奏でつづる〜

宮崎 剛

〈全5回〉

人の作曲家を選び、その作曲家のさまざまな「愛」
にまつわるお話とそれにちなんだ楽曲を演奏しま

第1(木)

全5回 5ヵ月

10：10〜11：30

17,050円

す。バラエティーに富んだ名曲の数々と講師のユ
ニークなトークをお楽しみください。

生演奏を交えて、世界史のいろいろな視点から見た
「目から鱗」の音楽史をお届けしていきます。今期

【リニューアル講座】
生演奏で巡る世界の音楽史
〜戦争と音楽史〜
〈全4回〉

のテーマは「戦争と音楽史」。戦争は音楽にどのよ
宮崎 剛 ほか

うな影響を及ぼし、音楽は戦争にどう関わってきた
のか。そして、芸術は戦争に対して何ができるの
か。今だからこそ考えたい。戦争と芸術の関係につ

第2(土)
13：00〜14：20

(全4回)
月1回 4ヵ月
17,160円

いて、講師2人で考察し、関連曲を実演してまいりま
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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

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 ほか

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
31,350円

■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一緒に楽しく！！

田中 仁三郎 ほか

〜

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
17,160円

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

第1・3(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2回 3ヵ月
17,160円

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

はじめての方の油絵
〜基礎からしっかり身につけよう〜

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

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

15：30〜17：30

17,160円

なお花や静物、四季の風景画、人物クロッキーなど

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

も行います。楽しい絵の時間が皆さんを待っていま

10：30〜12：30

17,160円

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
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

〜魅力あるモチーフとの出会い〜
楽しい絵画サロン

きたい画材で生き生きと楽しく制作できます。様々
才村 啓

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

第2・4(土)

た、モチーフを実力アップのため多種多様に用意し

13：00〜15：00〈増設〉

ています。絵画アートを一緒に学び、ご自身のもの

15：30〜17：30

各月2回 3ヵ月
17,160円

にしていきましょう！
■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

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

第3(金)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

10,230円

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

17,160円

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

17,160円

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。

レな絵を〜

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

になり、絵心、実力が身に付く。
■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。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

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

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

17,160円

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

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

18,480円

(火)

月4回 3ヵ月

17：00〜20：00

35,310円

歓迎です。

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

火曜美術学校
〜基礎デッサン〜

も分かる具体的な指導で確実にデッサン力を身につ
森井 宏青 ほか

けて頂きます。美術実技の基礎を学びたい社会人、
美術大学をめざされる方にも最適です。初心者の
方、我流を直したい方、ぜひ一度お越しください。
■体験レッスン あり

〈水彩・えんぴつクラス〉

楠森道剛の絵画教室

楠森 道剛

初心者の方から安心して始めていただける絵画教室

第1・3(日)

です。基礎から応用まで受講者の方に合わせたペー

13：00〜15：00

スでゆっくりていねいに指導します。一緒に楽しく
絵を描いてみませんか。
■体験レッスン あり

〈油彩クラス〉

月2回 3ヵ月
15,840円

第1・3(日)
16：00〜18：00

楽しみながら鉛筆画を学ぶ講座です。デッサンの基

たのしく描く えんぴつ画

楠森 道剛

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。

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

15,840円

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

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

13：30〜16：00

17,160円

しっかり身につけることで自然と絵が描けるように

第3(水)

全6回 6ヵ月

なります。六原色を使って、自由に色を作れるよう

13：30〜15：30

21,780円

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。
■体験レッスン あり

水彩絵具、水彩紙、筆などについてどんなものを選
ぶべきかを最初に学びます。水彩を描き始めた時に
最も重要なのは、筆の水加減と混色ですが、これを

いちから始める六原色水彩技法

小杉 弘明

に練習していきます。最後は透明技法だけではな
く、不透明技法にも挑戦して、絵を仕上げていきま
す。

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
17,160円

■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

17,490円

時間を共に過ごしましょう。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

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

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

第4(木)

月1回 3ヵ月

13：00〜16：00

10,230円

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

17,160円

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

9,240円

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

17,160円

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

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

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
ケッチすることで人生がより豊かになります。はが

暮らしの中で手軽なスケッチ

山中 たけし

き絵も言葉を添えれば絵てがみになります。旅行で
もスケッチできるようにきめ細かく指導いたしま

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

17,160円

す。
■体験レッスン あり

時短スケッチとは、誰でも気軽に合間時間を使って

【新設講座】
気軽に時短スケッチ

楽しめる絵の描き方です。見たまま全てを描くので
大西 裕子

はなく、上手に引き算、時には足し算しながら、描
きたい絵に仕上げていきます。まずは簡単な模写練

第3(木)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

12,210円

習から始めましょう。

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

川村賢二の楽しい静物画教室
〈中級〉

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

10：15〜12：15

13,860円

テーブル上を彩る静物たちを楽しく制作します。初
川村 賢二

めての方から経験者の方まで水彩画・アクリル画・
油彩画・独自の絵画表現をしていただけます。

第4(火)

月1回 3ヵ月

10：15〜16：00

13,530円

■体験レッスン あり

パンパステルは今までにはなかった全く新しい感覚
の画材です。美しいグラデーションや混色、マスキ
ング、消しゴム修正等が簡単にでき、自由に楽しく

則武ヤスヒロのパンパステル画教室

則武 ヤスヒロ

描けます。教室では、絵画表現の基礎を丁寧にご指
導いたします。パンパステルと水彩を併用して描く

第1(金)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：00

10,230円

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

13：30〜15：30

17,160円

ことも可能です。
■体験レッスン あり

誰にでも簡単に描けます。最初はお手本通りに楽し

〜大人のぬりえ〜
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
い。自由な教室です。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

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

や静物等、三次元の世界を二次元の紙上に容易に再

第1(火)

月1回 6ヵ月

現できます。透明水彩絵の具で楽しく自分の世界を

10：30〜12：30

17,820円

パース(透視画法)や色彩など絵を描く為の基礎を徹

パース(透視画法)・色彩の基礎から学ぶ
透明水彩画教室

底して学びます。パースを理解することにより風景
兼元 和美

描きましょう。
■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」
や「透明水彩の基本技法」を盛り込みつつ、各自好

ステップアップ 透明水彩画

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

第2(水)

月1回 3ヵ月

13：30〜16：00

10,230円

テップアップを目指します。

ポストカードサイズの水彩画を描きながら、デッサ
ンと水彩画の技法を学びます。道具の使い方から色

はじめての水彩画

平田 有加

の3原色の性質まで、初めてでもわかりやすく丁寧に
説明いたします。

第3(木)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

11,880円

第3(木)

月1回 3ヵ月

13：30〜15：30

11,770円

■体験レッスン あり

絵の基礎はデッサン力です。デッサン力と透明水彩
の技法を身に着けながら、SMサイズ～4F号サイズの

透明水彩の技法を学びましょう

平田 有加

野菜や果物、花、風景の作品を12回で約6枚作りま
す。
■体験レッスン あり

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

池田 誠史

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
17,160円

■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)

17,160円

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

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

(みぞた たかこ)

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

17,160円

しています。

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

17,160円

■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

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

17,160円

鉛筆で描いた線を生かしてふわっと軽い感じに仕上

第2(金)

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

15：00〜17：00

9,570円

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。
■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
い色合いの厚みのある作品に仕上げていきますが、

色鉛筆アート

さがわ ちえみ

合わせ相談しながら作品を完成させます。準備が簡
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

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

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

大人の塗り絵を始めませんか？大人の塗り絵は子供

大人の塗り絵

登内 敬子

の時に楽しんだ塗り絵とは違います。見たままの色

第2(木)

を塗るだけではなく、60色の色鉛筆を使って立体感

13：00〜15：00

や奥行きのある作品に仕上げていきます。見本と下

第4(木)

絵があるのでデッサン不要。楽しく色を塗る所から

13：00〜15：00〈増設〉

各月1回 3ヵ月
8,910円

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。
“ゼンタングル”とは、Zen(禅)とTangle(絡まる)を合
わせた造語で、“ヨガ”や“瞑想”のように、日常生活
で取り入れるリラクゼーションの方法として、2004
年にアメリカで考案されました。簡単なパターンを
繰り返し描くだけなので、絵心がなくてもどなたで
も楽しむことができます。失敗はありません。描い
たものはすべて正解、素敵な線です。「美しい、描

〜描くリラクゼーション〜
ゼンタングルを始めよう基礎編

く写経」とも言われています。描いた作品はもちろ
はぎわらえり

第2(水)

全3回 3ヵ月

10：30〜12：30

10,560円

く写経」とも言われています。描いた作品はもちろ

第2(水)

月1回 3ヵ月

んですが、心静かに出来上がっていく過程もお楽し

10：30〜12：30

10,560円

第3(水)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

8,910円

んですが、心静かに出来上がっていく過程もお楽し
みください。リラックスして気持ちを落ち着かせる

〈3ヵ月〉

ことで、集中力が高まり、ストレス解消効果も期待
できます。描き方のコツとパターンをしっかり学び
ながら、リラクゼーション体験＆世界に一枚のあな
ただけのオリジナル作品を描きましょう。初心者で
もすぐに夢中になれる「ゼンタングル」を気軽に始
めてみませんか？
■体験レッスン あり
“ゼンタングル”とは、Zen(禅)とTangle(絡まる)を合
わせた造語で、“ヨガ”や“瞑想”のように、日常生活
で取り入れるリラクゼーションの方法として、2004
年にアメリカで考案されました。簡単なパターンを
繰り返し描くだけなので、絵心がなくてもどなたで
も楽しむことができます。失敗はありません。描い

〜描くリラクゼーション〜
ゼンタングルを始めよう応用編

たものはすべて正解、素敵な線です。「美しい、描
はぎわらえり

みください。リラックスして気持ちを落ち着かせる
ことで、集中力が高まり、ストレス解消効果も期待
できます。描き方のコツとパターンをしっかり学び
ながら、リラクゼーション体験＆世界に一枚のあな
ただけのオリジナル作品を描きましょう。基礎編に
続く応用編です。「ゼンタングル」の世界を広げ
て、さらに楽しみましょう。
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 ほか

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)

17,160円

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 ほか

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

15,840円

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

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

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

ちょっと楽しくかわいく。季節のイラストと簡単な

第2(木)

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

16,500円

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

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

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

13：15〜15：15

17,820円

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

17,820円

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、
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

す。
■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

デジタルカメラの基礎

辻林 宏一

ニック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

第4(木)

月1回 6ヵ月

10：30〜12：30

17,160円

ラを楽しみましょう。
■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

17,160円

第1(日)

月1回 6ヵ月

15：30〜17：30

17,160円

気軽にご参加ください。

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
影が出来るまでを指導いたします。
日常の何気ない風景やカフェ、旅写真など、少しポ
イントが分かるとキレイに撮られるし撮られること
だって簡単！スマホ・デジカメどちらでもOK。写真
が上手くなると日常見える世界も変わってきます。

【リニューアル講座】
〈女性限定講座〉
本堂亜紀の写真講座

毎日がドキドキワクワク。
本堂 亜紀

さぁ！自分の感性と個性を引き出しませんか？
まずは基本からお教えしますので初心者の方も気軽

第2(日)
14：00〜16：30

にご参加ください。

〜カメラで日常が変わる〜

(全6回)
月1回 6ヵ月
27,720円

写真でセンスアップしましょう！
外での実習もあり、ワイワイガヤガヤ女性だけの楽
しい講座です。
■体験レッスン あり
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)

13,200円

きます。

13：00〜15：00

■体験レッスン あり

俳画
〈初級〉

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

月2回 3ヵ月
15,180円

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

美術・絵画
講座名

俳画
〈上級〉

近鉄文化サロン阿倍野
講座内容

講師

大橋 繪理穂

曜日・時間

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

受講料

月2回 3ヵ月
16,500円

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

9,240円

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

18,480円

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

17,160円

(水)

月4回 3ヵ月

■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〉

デッサンからはじめて水絵具・粉絵具(水干)・岩絵
浜上 俊和

具と段階的に進み、美しい花や風景を6ヵ月間で描け

18：00〜20：00

31,350円

るようになります。グループ展や公募展への出品も

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

17,160円

指導します。
■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

17,160円

■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

20,460円

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

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

13：30〜16：30

24,420円

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

17,160円

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

16,500円

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。
■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

清水 一意

日本画もご指導いたします。
■体験レッスン あり

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

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
16,500円

■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

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

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

第2(金)

月1回 6ヵ月

14：00〜16：00

17,160円

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

10,560円

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
ます。
■体験レッスン あり

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

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

17,160円

■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

第1(金)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：00

9,240円

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

17,160円

を描き少しの言葉を添えて出来上がり。絵てがみの

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

世界の楽しさを、素敵な空間で味わってください。

10：30〜12：30

17,160円

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

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
庵」が御指導します。はがきなどに花、果物、野菜

心をつなぐ絵手紙講座

齋藤 茂庵

毎日が輝いて感じられます。
■体験レッスン あり

出会った感動を自分らしくハガキに描いて相手に届

ほのぼの絵手紙教室

江村 悦子

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

13：30～15：00

10,716円

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

17,160円

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。

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

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
6,930円

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

8,580円

友と筆遊びで日々是好日を。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

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

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

8,580円

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

16,500円

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 ほか

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 初めての一筆画

大島 彩苑 ほか

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
15,180円

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

7,590円

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

あっさり少ない筆遣いでホッとするやさしい雰囲気
の「和のイラスト」を「はがき」に描きます。四季

〜はがきに描く〜

鮎裕

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

和のイラスト講座

(あゆゆう)

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

17,160円

を使用。
■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
描いて消しゴムはんこで彩ります。毎回、はがきの

12の暦絵はがき絵と消しゴムはんこ

澤田 ひとみ

ほかにアイデアいっぱいのオマケつき。また画題に
沿ったプチ情報も大好評です。

第3(火)

月1回 3ヵ月

13：30〜15：30

7,260円

第2(木)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：00

10,230円

■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
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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

手芸

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

パッチワークで小物からバッグまでを作
る

講座内容

講師

今日まで伝承されてきた、数々の技法を取り入れ、
岡本 洋子

配色や素材選びで、個性豊かな作品づくりを展開し
ていきます。

曜日・時間

受講料

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

10：15〜12：15

17,160円

伝統と歴史に育まれた日本のきもの。その多彩で美
しい絹や木綿や麻などを使ったキルトは「和のキル

和布で楽しむ キルト

片桐 好子

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

14,520円

なデザインに刺しゅう全般の技法を取り入れて個性

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

を大切に独創的な作品をつくりましょう。まずは見

10：00〜12：00

17,160円

ト」として注目を集めています。身近な小物からタ
ペストリーまで和布でつくる芸術(アート)を楽しみ
ましょう。

キルトと刺しゅうを融合させた作品を身近な小物か
らタペストリーまで制作します。形に拘らない自由

鷲尾 三江子のファブリックアート教室

鷲尾 三江子

学にお越しください。
■体験レッスン あり

素材や色、柄、形などの違う大小の布地をはぎ合わ
せてつくるパッチワーク。アメリカンカントリーの

アメリカンパッチワーク

上出 けい子

色合いを取り入れ、壁かけ・クッション・ポーチな
どを作ります。縫い代の倒し方など、初心者の方に

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

14,520円

もわかりやすく指導します。

ハワイの植物や動物を鮮やかな色の布でアップリケ
にします。小さなサイズのタペストリー・ポーチ・

はじめてのハワイアンキルトと小物たち

山本 薫

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

14,520円

ます。白の作品が多く見受けられますがここでは色

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

物も使って普段使いのポーチやバッグを作って楽し

10：30〜12：30

14,520円

バッ グ・クッションなど簡単な小物を中心に作りま
す。生活の中の小さなハワイを楽しんでみません
か。
■体験レッスン あり

フランスの手芸ブティは布を図案通りに縫い合わ
せ、そこに毛糸を入れて膨らみをつける手法を使い

やさしいフランスキルト ブティ

山本 薫

みます。
■体験レッスン あり

ハワイアンキルトを作る

中川 由美子

パッチワークの技法により、ハワイの植物や花をデ

第4(土)

ザイン化したパターンを使いクッション・タペスト

10：20〜12：20

リー・バッグ等の作品づくりを楽しみます。ハワイ

13：10〜15：10

の青い空や海の爽やかな風に思いを馳せながらハワ

第4(日)

イアンキルトにチャレンジしませんか。

月1回 6ヵ月
14,520円

10：30〜12：30

ハワイのキャッシー先生直伝の技法、同じ材料で講

キルツンコアのハワイアンキルト

Aloalo 西川 典子

師Aloaloが彩るインテリアや小物を、好きな色、マ

第3(火)

イペースで完成していただけるハワイアンキルト好

13：00〜14：30

月1回 3ヵ月

きの仲間達が集うクラスです。ご希望の方に、ハワ

第2(土)

10,560円

イより修了証授与。

10：30〜12：00

■体験レッスン あり

シルクや麻布を使ってポジャギや小物を作ります。

ポジャギと小物

安 和世
(アン ファセ)

布の切れ端を繋ぎ合わせていくと素晴らしい作品へ
と姿を変えていきます。特に一枚仕立てで仕上げる
ポジャギは光を通す布のステンドグラスです。

第2(月)

月1回 6ヵ月

13：00〜15：00

14,520円

第2(月)

月1回 3ヵ月

15：15〜16：45

7,260円

■体験レッスン あり

韓国伝統の飾り結び(メドゥプ)を指だけで作ってい

〜指で編む結び〜

安 和世

メドゥプ

(アン ファセ)

きます。ネックレスなど応用を交えて、お気に入り
作品を作ってみてはいかがでしょう。一つずつ、
ゆっくり、くり返しくり返し結んでいきます。

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

手芸

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

独特の立体感や色彩感を生みだすフランス刺しゅ
う。身のまわりの小さい作品から壁掛け・ピアノカ

戸塚フランス刺しゅう

嶌岡 美佐子 ほか

バーまで、一針ずつ刺します。初心者の方は基本的
なやさしいステッチから始めます。
■体験レッスン あり

曜日・時間

受講料

第2・4(月)
10：30〜12：30

月2回 3ヵ月

14：00〜16：00

15,180円

18：00〜20：00

カリブ海のクナ族の衣装がルーツのモラは、あざや
かな色の布をかさねて「たてまつり」で美しい模様

モラ＆モラキルト
〜クーナインディオの魂の手芸〜

氏田 秀子

〈本科〉

が出来ます。カラフルな色彩でエネルギーがあふれ

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

る作品(タペストリー、クッション、バッグ)を作り

15：30〜17：30

17,160円

ます。
■体験レッスン あり

モラ＆モラキルト
〜クーナインディオの魂の手芸〜

加藤 裕子

〈講師研究科〉

より高度なテクニックを加え、創作アレンジにとり

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

10：20〜12：20

20,460円

い小物・バッグ・クッション・タペストリーなど身

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

のまわりを手作りで飾ってみませんか。一枚の布が

13：00〜15：00

20,460円

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

17,160円

組みます。

原色の布を使いインドのミラーワークと七宝かがり
を教えます。また、ビーズや刺しゅうを加え、楽し

光のしずく ミラーワーク＆刺しゅう

加藤 裕子

あなたの手で変身します。
■体験レッスン あり

北欧の手芸に多い区限刺しゅう(地布目をとる刺し

〜北欧刺しゅう〜
ハーダンガ＆アジュール刺しゅう

方)を用いたハーダンガ刺しゅうとアジュール刺しゅ
廣岡 均子

うは、ノルウェーを代表する人気の刺しゅうです。
北欧の生活の中で取り入れた楽しい手芸を一緒に
作ってみませんか。
■体験レッスン あり

シュヴァルム刺繍は色々なテクニックで表現された

欧風刺しゅうとシュヴァルム(白糸)刺
しゅうを楽しむ

ドイツの白糸刺繍です。ドロンワークやハーダン
井関 睦子

ガーカットワーク等の白糸刺繍は表現豊かにレース
模様を作ります。小さな作品から始めませんか。

月2回 3ヵ月
第2・4(月)

17,160円

10：30〜12：30

月1回 6ヵ月
19,140円

■体験レッスン あり

布でアップリケをして、糸で刺しゅうをする手法で

〜布と糸で描く絵〜
はじめてのスケッチ刺しゅう

絵に仕上げます。季節感のあるモチーフや花、風景
浅野 小夜子

等を布と糸で作る楽しい講座です。裁縫が初めての
方も大丈夫。初心者にもていねいにご指導します。

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

13：30〜15：30

17,160円

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

16,830円

■体験レッスン あり

色々な手法(クロスステッチ・フランス刺しゅう・
ハーダンガーワーク・ドロンワーク等)で、額・壁掛

ヨーロッパ刺しゅう

加藤 智恵子

け・テーブルセンター・手提げ等ご自分だけの作品
を作りませんか！
■体験レッスン あり

フェルト、ワイヤー、パンヤ等を使って立体的表現

スタンプワーク(立体刺繍)と欧風刺繍

井関 睦子

月2回 3ヵ月

のスタンプワーク刺繍や、色々な布と色々な糸で楽

第2・4(月)

17,160円

しむ欧風刺繍を小さな作品から作ってみませんか。

13：30〜15：30

月1回 6ヵ月

■体験レッスン あり

〜3つのステッチで〜
はじめてのやさしい刺しゅう教室

19,140円

3つの基本的なステッチから始め、色々な作品を作り
井関 睦子 監修 ほか

ます。ビーズなども使いながら小物・ポーチ・バッ
グなど実用的な物を作っていきます。

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

13：30〜15：30

15,840円

■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

手芸

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

カラフルで可愛い いきものモチーフの刺繍講座で
す。グラデーションが美しい段染めの刺繍糸を使用
した刺繍作品を制作します。ハンカチやブローチ、

【新設講座】
カラフル可愛い いきもの刺繍

中村 知葉

〈全3回〉

ちいさなかわいい動物たちや植物の刺繍で、暮らし

第1(木)

を彩る可愛いアイテムを刺繍しましょう。刺繍後の

13：00〜15：30

布小物仕立ても手縫いで完成するものをメインに作

(全3回)
月1回 3ヵ月
15,510円

成します。図案、糸の色選び、縫い方、全て
moha._.moha のオリジナル手刺繍をお教えします。

ヘデボ刺繍は北欧デンマークの伝統的な白糸刺繍。
ヘデボリングはそのカットワークの中を埋めるモ
チーフや、お花のように組み合わせて付け襟のレー

ヘデボリングのアクセサリー

櫻木 絢子

ス飾りに使われます。その技法を用いて、刺繍糸だ
けでできる軽くて繊細なアクセサリーを作りましょ

第3(月)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：00

8,580円

う。
■体験レッスン あり

北欧デンマーク生まれの「ダネラ」は、ハンドミシ

北欧デンマークの手芸 ダネラ
〜手づくりじゅうたん〜

ンを使って、キャンバス上の図案にダネラ糸をス
宮本 健子

テッチするものです。「じゅうたん」づくりを家庭
で手軽に楽しめる手工芸です。

第4(水)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：00

8,910円

■体験レッスン あり

日本刺繍の気品ある繊細な美しさが見直されていま
す。注目の和のお稽古日本刺繍。はじめての方に台

和のお稽古 日本刺繍

中村 彩園 ほか

第4(火)

月1回 3ヵ月

12：30〜14：30

11,220円

まいりましょう。絽ざしは遠く天平の時代から伝わ

第3(金)

月1回 3ヵ月

る日本の伝統芸能です。絽布に配色を考えて絵を書

10：15〜12：15

10,230円

の張り方、針の持ち方からていねいにご指導し楽し
んでいただけます。ご自身の手で刺してみません
か。
■体験レッスン あり

毎日の暮らしの中に安らぎをもたらしてくれる「美
しい絽ざし」。皆様とたのしく、一針一針、刺して

古典手芸 絽ざし

石川 朝子

くように刺し上げましょう。
■体験レッスン あり

江戸時代に農民の衣類の保温と補強の為に刺し綴ら

こぎん刺し
〜津軽の刺し子〜

れたこぎん刺しは、藍の麻布に白い綿糸で刺されて
平山 緑 ほか

いました。講座では小物からバック、テーブルセン
ター等、カラフルになった生地や糸を使い一針一針

第3(木)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：00

10,230円

刺していきます。

今、幅広い層に人気が高まっている「こぎん刺し」

伝統柄で作るかわいい「こぎん刺し」雑
貨

の技法を使い、ひと針ひと針丁寧に刺すことにより
小林 智美

第2(火)

月1回 3ヵ月

10：15〜12：15

10,560円

る美しいレースです。小さなアクセサリーからドイ

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

リーやショールなど大きな作品まで楽しんでいただ

10：30〜12：30

15,840円

分かりやすく指導いたします。優美で格調高いデリ

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

カビーズの1粒1粒に思いを込めて、あなただけのア

10：30〜12：30

14,520円

美しい幾何学模様が出来上がります。刺繍が初めて
の方でも大丈夫！丁寧に指導します。
■体験レッスン あり

タティングレースは、シャトルという舟形の手の中
に収まる小さなお道具を使って、結び目の連続で作

タティングレース

東口 保子

けます。
■体験レッスン あり

デリカビーズ織り協会のカリキュラムに基づき、ア

デリカビーズ織り＆ビーズステッチ
〈初・本科〉

クセサリー・バッグ・タペストリーなど、初歩から
坂中 十三子 ほか

クセサリーなどつくってみませんか。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

手芸

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

分かりやすく指導いたします。優美で格調高いデリ

第1・3(金)

月1回 3ヵ月

カビーズの1粒1粒に思いを込めて、あなただけのア

10：30〜12：30

7,920円

デリカビーズ織り協会のカリキュラムに基づき、ア

デリカビーズ織り＆ビーズステッチ
〈初・本科〉

クセサリー・バッグ・タペストリーなど、初歩から
坂中 十三子 ほか

クセサリーなどつくってみませんか。
■体験レッスン あり

デリカビーズ織り協会のカリキュラムに基づき、ア

デリカビーズ織り＆ビーズステッチ
〈高等科〉

クセサリー・バッグ・タペストリーなど、初歩から
坂中 十三子 ほか

分かりやすく指導いたします。優美で格調高いデリ
カビーズの1粒2粒に思いを込めて、あなただけのア

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

17,820円

クセサリーなどつくってみませんか。

デリカビーズ織り協会のカリキュラムに基づき、ア

デリカビーズ織り＆ビーズステッチ
〈高等科〉

クセサリー・バッグ・タペストリーなど、初歩から
坂中 十三子 ほか

分かりやすく指導いたします。優美で格調高いデリ
カビーズの1粒2粒に思いを込めて、あなただけのア

第1・3(金)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

9,900円

第1・3(金)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

10,560円

クセサリーなどつくってみませんか。

デリカビーズ織り協会のカリキュラムに基づき、ア

デリカビーズ織り＆ビーズステッチ
〈準師範科〉

クセサリー・バッグ・タペストリーなど、初歩から
坂中 十三子 ほか

分かりやすく指導いたします。優美で格調高いデリ
カビーズの1粒3粒に思いを込めて、あなただけのア
クセサリーなどつくってみませんか。

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

手芸

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

〜ジュエリーメイキング〜
【ビーズアートステッチ・ビードルワーク】
針と糸で作る人気のステッチ作品を作ります。
【パールストリング】
紐や糸を通し高級ジュエリーに用いる制作技法を学
びます。
【タッセル】タッセルの基本から応用までを学びま
す。
【ソウタシエ】
コードを使って軽量で大人のアクセサリーを作りま
す。
【オートクチュールビーズ・刺繍ジュエリー】
パリ・オートクチュールコレクションの刺繍芸術、
針と糸、刺繍枠とオーガンジーの取り扱い方から
ビーズ・スパンコール刺繍の特別基礎を学びます。
後に資格習得コースへも継続出来ます。
〜クロッシェ(編む)〜
【ビーズクロッシェ】

コスチュームジュエリーとアクセサリー
メイキング

ビーズクロッシェ技法、ビーズ等をレース針で編む
中井 恵子 ほか

テ クニックで身に着けるアクセサリー、編み方の違
いで素敵な作品に仕上げます。
【ワイヤーレースジュエリー】

第1(土)
13：00〜15：00

月1回 3ヵ月

第3(火)

9,900円

10：30〜12：30

かぎ針やフェーニー針を使用してワイヤーを編むテ
クニック、軽くて素敵な作品が作れます。
〜コスチュームジュエリー〜
【ワイヤーモード】
各種のワイヤーを使用し、新しい丸カンやチェーン
を使い、テクニックを体系的に学ぶトレンドと
ファッション性を追求したアクセサリーを作りま
す。
【ビーズアクセサリー(ビジュード・パリ)】
お洒落な基本のビーズアクセサリー作りを学びま
す。
【マクラメジュエリー】
新しいマクラメの基本技法、紐・ビーズ・各パー
ツ・天然石を使って洗練された作品を作るテクニッ
クです。
【チェインメイル】
丸カンを組み合わせてチェーンを編んでいく技法で
す。
■体験レッスン あり
ビーズ刺繍の基本的な技法を体系的に学べます。制
作時間が短く、効率よく学べるので初心者の方にお

オートクチュール刺繍アクセサリー講座

中井 恵子 ほか

第3(火)

全6回 6ヵ月

10：30～12：30

19,800円

ク です。コードワークの他に、ビーズステッチ、刺

第3(火)

全6回 6ヵ月

しゅう の基本技術を加え、よりデザイン性の高いモ

10：30〜12：30

19,800円

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

13：00〜16：00

17,820円

すすめです。ご希望の方にはディプロマ証の発行も
できます。全6回終了後は、より職人技となる「オー
トクチュールビーズ刺繍講座」に進むこともできま
す。
ソウタシエとは、ヨーロッパの伝統的なコード刺繍
で 天然石やビーズなどをコードで流線型に囲んで針
糸で縫いながら形を仕上げ、大ぶりなデザインのも

ソウタシエジュエリー ディプロマ講座
〈全6回〉

のでもとても軽く、気軽に身に着けられるテクニッ
中井 恵子

チーフ を制作します。さらにそれらモチーフの様々
な組み立 て方を学び、ソウタシエならではの表現力
を身につ けます。ご希望の方は修了後資格取得も
可。

中世ヨーロッパで生まれた伝統工芸の技術を楽しん
でみませんか。細い麻糸を用いて、木製のボビンを

ボビン・レース

今江 純子

使って織りあげてゆく繊細なボビンレース。3ヵ月間
でコースター・ハンカチなどができあがります。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

手芸

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

ビーズの魅力(織る・組む・刺す)を自由で創意に富ん

ラ＆ビーズ織
〜ビーズArt＆Loom〜

だ、オリジナル・デザインでオンリーワンの作品を
荒井 三恵子

制作する講座です。現代感覚にあふれた作品と技術
修得に高い評価を得ています。ビーズコスチューム

第2(土)

月1回 6ヵ月

10：15〜12：15

15,840円

は愛好者から憧れの的です。

イギリスで人気の手芸ファブリックボックスは、接

イギリス生まれの手縫いの布箱 ファブ
リックボックス

着剤を使わず、手縫いで仕上げる布箱です。好みの
田村 利栄子

大きさに切った厚紙とお気に入りの布を使用して、
あなたのオリジナルボックスを作っていただきま

第2(金)

月1回 6ヵ月

10：30〜12：30

17,160円

す。
■体験レッスン あり

ジュエルDeCoReパテだけでなく接着剤のデコレー
ションジュエリーや、他の樹脂粘土も使用し、作品

デコレーションジュエリー

恒岡 恵美

によってはUVレジンも使用してキラキラデコレー
ションジュエリーを手づくりします。

第1(木)

月1回 3ヵ月

14：00〜16：00

9,900円

第4(月)

月1回 6ヵ月

13：00〜14：30

20,460円

■体験レッスン あり

ジュエリーのような輝きを持つクリスタライズがち
りばめられた小物。キラキラしたものを身にまとっ

大人かわいいデコアート

柴田 真由美

ていると自分まで光り輝いているようなスペシャル
な気分を味わうことができますよ。
■体験レッスン あり

グルーデコ®は接着にグルーを使用したデコのこと

グルーデコ®アクセサリー

辻井 典子

で、グルーとはエポキシ系の粘着性のあるパテのこ

第2(水)

とをいいます。この素材を使用しネックレスやリン

10：15〜11：45

グなど手軽に短時間でクオリティの高い作品が作れ

13：30〜15：00

月1回 3ヵ月
10,230円

ます。

グルーデコ®は接着にグルーを使用したデコのこと
で、グルーとはエポキシ系の粘着性のあるパテのこ
とをいいます。この素材を使用してネックレスやリ

グルーデコ®アクセサリー

井上 直子

第2(水)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：00

10,230円

す。仕上げ材を塗ると陶器のようにも見え、丈夫に

第3(水)

月1回 3ヵ月

なります。軽いので使いやすいです。趣味として楽

13：00〜15：00

8,910円

ングなど、手軽に短時間でクオリティーの高い作品
を作りましょう。キラキラアクセサリーで皆さまが
輝くお手伝いをいたします。
■体験レッスン あり

紙でリアルな花を作り、アクセサリーなどに仕上げ

紙で作る花のアクセサリー「フラー
ジュ」フリーレッスン

ます。専用の紙があるので簡単に作ることができま
安部 衣恵

しみたい方のためのレッスンです。
■体験レッスン あり

紙でリアルな花を作り、アクセサリーなどに仕上げ

紙で作る花のアクセサリー「フラー
ジュ」基本コース

安部 衣恵

〈全5回〉

ジュ」花のコース

ます。仕上げ剤を塗ると、陶器のようにも見え、丈

13：00〜15：00

基本コースを修了された方のためのレッスンです。
安部 衣恵

〈全5回〉

紙で作る花のアクセサリー「フラー

第3(水)

夫になります。軽いので、使いやすいです

紙で作る花のアクセサリー「フラー
ジュ」立体コース

ます。専用の紙を使うので、簡単に作ることができ

立体のバラのアクセサリーを作ります。バラのアク

第3(水)

セサリーをもっと楽しみたい方や講師資格を取りた

13：00〜15：00

い方におすすめのコースです。

立体コースを修了された方のためのレッスンです。
安部 衣恵

さらに技術を向上させたい方、バラ以外の花のアク
セサリーを楽しみたい方のためのレッスンです。

(全5回)
月1回 5ヵ月
17,600円

(全5回)
月1回 5ヵ月
20,350円

第3(水)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：00

12,210円

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

手芸

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

口金のつけ方は？少し、難しそうと感じるかもしれ
ませんが、カンタンに作れるコツをお教えしていま
す。ちょっとしたコツを覚えるとサイズや形を変え
て作れるようになり、ご自宅でもお気に入りの布を
使って作れるようになります。がまぐち作りのコツ

がま口でかわいい小物作り

小豆 美佐

を学び、色々な形のがまぐちを一緒に作りましょ
う！はじめてさん、不器用さんの方でも、約2時間
で、かわいいがま口をお持 ち帰りいただける教室で

第3(火)
10：30〜12：30

月1回 3ヵ月

第3(水)

8,910円

10：00〜12：00

す。口金のつけ方やボンドの分量など細かくていね
いに指導いたします。
■体験レッスン あり
ミシンがけをしたことのない初心者の方にも、型紙
なしで切ってつなぐだけの簡単な作業です。色柄豊
富な畳のヘリで自分だけのバッグや小物作りを楽し

畳ヘリで作るバッグと小物

中裏 和子

んでいただけます。驚きの軽さで使い易さバツグン
です。プレゼントの品としてもとても喜ばれると思

第2(土)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：00

10,230円

います。ぜひ畳のヘリの世界へごいっしょに。
■体験レッスン あり

自分の好きな色柄で、ブローチを始めとして、色々

畳ヘリで作るかわいいアクセサリーと小
物

な小物作りを楽しめます。(大きさもそれぞれのお好
中裏 和子

みに合わせて)親切に指導します。型紙いらずの簡単
な作業です。

第2(土)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：00

10,230円

■体験レッスン あり

手芸用紙バンドを編んで、暮らしに役立つ収納から
かごバッグまで、幅広いかご雑貨を作製します。基

かんたん かわいい かご雑貨つくり
〜エコクラフト手芸〜

本から無理なくステップアップし、様々な編み方を
田中 靖恵

第1(水)

月1回 3ヵ月

10：30〜13：30

14,520円

伝統工芸です。水引の優雅な感触と色彩を生かし・

第3・4(火)

月2回 3ヵ月

草花・ブーケ・装飾品(鶴亀)・十二支など幅広く作

13：00〜15：00

14,520円

伝統工芸です。水引の優雅な感触と色彩を生かし・

第3・4(火)

月2回 3ヵ月

草花・ブーケ・装飾品(鶴亀)・十二支など幅広く作

13：00〜17：00

22,440円

習得します。初心者の方はもちろん、経験者の方の
スキルに合わせて指導させて頂きます。見学もお待
ちしております。
■体験レッスン あり

アート水引むすび
〈初級〉

アート水引むすび
〈上級〉

水引は慶び事に欠かすことのできない貴重な日本の
佐野 京耀

品を作っていきます。

水引は慶び事に欠かすことのできない貴重な日本の
佐野 京耀

品を作っていきます。

一本の紐を手で結び、四季の草花や蝶、鳥、紋など
の形に表現する日本独特の伝統技法です。古来より

花結び

石井 聖美

伝わる結びを基に、新たに考案した創作結びを取り
入れて、現代にも広く応用できる花結びを指導しま

第3(水)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：00

7,260円

す。

まりと殿様に歌われたてまりは、日本伝統の工芸品
です。多彩な糸が織りなすてまりつくりは、作る人

初級からの楽しいてまりつくり

山鹿 和子

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

13：30〜15：30

15,840円

してのアクセサリーや小物まで、創意工夫とセンス

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

を生かしてさまざまな自分だけの作品を作ります。

10：15〜12：15

17,160円

の心を丸く温かくします。四季の草花や新しい幾何
学 模様まで、基本からわかりやすく指導します。
■体験レッスン あり

組みひもの基本としての帯締から、ファッションと

くみひも教室

渡部 八重子 ほか

■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

手芸

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

の美しさや伝統手工芸のデザイン性の高さから近年

第1(木)

月1回 6ヵ月

再び作る方が増えてきました。基本のテクニックを

13：00〜15：30

20,460円

さを残しつつ、ハレの日はもちろん普段使いのでき

第3(月)

月1回 6ヵ月

るアクセサリーを気軽に作っていただけるように指

13：00〜16：00

20,460円

金沢に古くから伝わる加賀ゆびぬきは絹糸を1本ずつ
丁寧にかがって作るとても美しいゆびぬきです。そ

加賀のゆびぬき

桂 富美子

学んだあと、色々な模様をお作りいただけます。
■体験レッスン あり

「つまみ細工」とは、江戸中期よりの日本古来の伝
統工芸です。当講座では伝統的なつまみ細工の繊細

初めてのつまみ細工

沼田 千賀子

導いたします。
(期間：6ヵ月)

基本の丸つまみ、剣つまみをマスターしたらステッ

つまみ細工
〈アドバンスコース〉

プ アップ！丸裏返し、剣裏返し、合わせつまみなど
沼田 千賀子

第1(月)

月1回 6ヵ月

13：00〜15：00

20,460円

る生き生きとした作品を作ります。まずは基礎作品

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

から始めます。次第に和紙にしかない素朴な美しさ

13：00〜15：00

20,460円

第1(木)

月1回 3ヵ月

10：15〜12：15

8,910円

応用のつまみ方を学び、季節のお花や生き物をつま
み細工で作るコースです。
(期間：1年)

〜和紙で楽しむ人形づくり〜
中西京子の和紙人形教室

和紙の持っている豊かな造形性を生かし、動きのあ
岩井 緋呂子

を生かしつつ、自分らしい創作力が身につきます。

クマさんモチーフのブローチ、ポーチなど雑貨から
本格テディベアまで、クマさんをテーマにした布作

癒しのクマさん雑貨

鈴木 祐子

品を作ります。作っているときも完成品を手にした
ときも、ふんわりクマさんに癒されます。
■体験レッスン あり

羊毛フェルトで世界に1つの可愛いうちの子を作りま
せんか？作りたい愛犬・愛猫の写真を見ながら羊毛

羊毛フェルトでかわいい愛犬・愛猫を作
りましょう

をブレンドして、よりモデルに近いリアルな愛犬・
福岡 幸子

愛猫を作りあげていく楽しさをお手伝いさせていた
だきます。ゆっくりご自分のペースで作っていただ
けるよう丁寧にご指導しますので、初めての方も安
心してご参加ください。

ふわふわ小さな動物たち
〜チクチク羊毛フェルト〜

小松 夢月

〈入門コース〉

21,120円

第2(火)
13：30〜16：00

第4(木)
13：30〜15：30

月1回 3ヵ月

第3(木)

8,910円

上達すればリアルな動物作りにも挑戦して頂けま

を対象に少し大きめの動物に挑戦していただきま
す。3回で1つの作品を作ります。

〈上級コース〉

月1回 6ヵ月

を創りましょう。丸いフォルムに心も癒されます。

羊毛フェルトの基礎的な技術を身につけられた方を
小松 夢月

第2(火)
10：00〜12：30

ふわふわの羊毛で手のひらサイズの小さな動物たち

す。

ふわふわ 小さな動物たち
〜チクチク羊毛フェルト〜

第1(水)
13：00〜15：30

10：15〜12：15

第4(木)

月1回 3ヵ月

13：30〜15：30

8,910円

毛糸になる前のふわふわした羊毛。特別な針で刺し

〜はじめてさんからうちのコ作れる〜
リアルで可愛い羊毛フェルト

みるここフェルト

て、思い通りの形を作ります。愛犬・愛猫・愛兎・

第2(木)

愛鳥…。あなたの手でおうちのコを作りませんか。

10：30〜12：30

はじめてさんからお好きな作品を作っていただけま

13：30〜15：30

月1回 3ヵ月
10,560円

す。

だれでも簡単にできる羊毛刺しゅうで行うファッ
ショ ンリメイク講座です。セーターなどに羊毛刺
しゅう器でちくちく刺してお花を植えつけ、最後に

羊毛ファッションリメイク

眞田 ちどり

専用の接着剤で仕上げます。愛着のある古くなった
セーターをリメイクしたり、既製品をオリジナルの

第4(水)

月1回 3ヵ月

13：30〜16：00

12,870円

お洋服にリメイクしてみませんか。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

手芸

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

創作園藝課が考案した、布で創る植物『ファブリッ
クプランツ』。新しい手芸アートを楽しむ講座で
す。フェルトとリバティプリントを使ってお世話の

ファブリックプランツ

德田 洋美

いらない植物の寄せ植えと多肉植物がモチーフのア
クセサリーを創ります。自宅で取り組んでいただく

第2(土)

月1回 3ヵ月

13：00〜16：00

10,560円

簡単な作業の宿題がありますが初心者の方でも大丈
夫です。

主に天然石や様々のビーズなどを使用することで、

パワーアップ！HAPPYアクセサリー講座

西田 尚子

よりおしゃれにアクセサリーの制作、装着の仕方を
学び楽しんでいただける講座です。

〜自分だけのミニパワースポット〜
天然石で作るストーンリウム

西田 尚子

天然石の知識と制作技術を楽しく学びながら制作し

第2(日)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

7,260円

第2(日)

月1回 2ヵ月

13：30〜15：30

4,730円

ものです。作品に使用する布地によって個性ある作

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

品に仕上がります。初めての方も、楽しみながら作

10：30〜12：30

14,520円

ていきます。

「絹布絵」は、着物地や帯地、金襴を使って木目込

絹布絵(きぬぬのえ)
〜木目込み布絵〜

み技法により、立体感のある絵画へとリメイクした
川勝 忠和

ることができます。
■体験レッスン あり

きらきらと輝くテープとネットで仕上げるハイクオ

ジュエリーバッグ

八木 浩美

リティハンドメイド「ジュエリーカゴバッグ」軽く
て実用的な大人可愛いエレガントなバッグでオシャ
レを楽しんでみませんか。

第2(火)
10：30〜12：30
13：30〜15：30

月1回 3ヵ月
10,560円

大人気のドールチャーム「ルルベちゃん」。お好み

オリジナルドールチャーム「ルルベちゃ
ん®」を作ろう

のお洋服やヘアスタイルに小物を合わせ大人の遊び
八木 浩美

心を大切に魅力的なオンリーワンのルルベちゃんを
作りませんか。初回は決まった内容で、2回目以降は

第2(火)

月1回 3ヵ月

13：30〜16：30

10,560円

各自オリジナル作品を作ります。

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

服飾

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

はじめての和服おしゃれリフォーム

講座内容

講師

根岸 貴和子 ほか

曜日・時間

和の力と手仕事のよみがえり服。和布の魅力を活か

第1・3(水)

した個性的な服作りを楽しみませんか。初心者にも

13：00〜15：00

簡単に美しく仕上げることができる縫製のアイデア

第1・3(土)

とオリジナルパターンをご指導いたします。

10：20〜12：20

■体験レッスン あり

13：00〜15：00

受講料

月2回 3ヵ月
15,840円

タンスの中で眠っている帯を「さくら造り」帯結び

〜切らずに帯が結べる〜
「さくら造り」帯

で作ってみませんか！このまま眠らせて置くのは
中井 成子

もったいない！！ですよ。切らずに折りたたんで針
と糸で留めるだけ、着装5分。簡単便利。目からうろ
この「さくら造り」帯を是非おためしください。

第1・3(月)
13：00〜15：00
15：30〜17：30

月2回 3ヵ月
24,420円

■体験レッスン あり

ファッションブックで見たあこがれの洋服を作りま

洋裁(ドレメ式)

根岸 貴和子 ほか

しょう。初心者はミシンの使い方、裁断、縫製を作

第1・3(水)

りたい服を製作しながら学びます。経験者の方は、

10：20〜12：20

ワンランク上達を目指し、早く簡単に縫える方法か

第1・3(金)

らクチュールテクニックまで習得していただけま

10：20〜12：20

す。

13：30〜15：30

月2回 3ヵ月
15,840円

■体験レッスン あり

音楽会やお食事会等イベントに合わせた服創り。着

モード洋裁 文化式
〜イベントに合わせた服創り〜

易く美しいシルエットのオリジナルパターンで、早
大森 信子 ほか

くきれいに仕上げましょう。基礎からコートやスー
ツまで貴方のお好みのデザインでマスターでき、ま
たベビードレスや子供服のリフォームもできます。
資格取得や舞台衣装も作れます。

基礎から応用(スカートからウエディング)まで、デザ
大森 信子 ほか

イン画からパターンが引ける様にレッスンします。
仮縫いのノウハウも適切にご指導いたします。

〈パターンコース〉

ファッションリフォーム

15：30〜17：30

15：30～17：30
第1・3・4(日)
13：30〜15：30
15：30〜17：30

大森 信子 ほか

手直しすれば甦る服をご持参ください。脇出しや少

第1・3(水)

し手を加えると着やすくなるマチ入れ等のコツを伝

15：30～17：30

授します。キモノをツーピースに甦らせ、お揃いの

第1・3・4(日)

帽子やバッグ、コサージュもおしゃれに作れます。

13：30〜15：30

使いやすいリバーシブルベストも作れます。

15：30〜17：30

世界でたった1枚の自分のためのウエディングドレス
をつくりませんか？雑誌や見本の中から好きなデザ

マイ・ウエディングドレス・独唱舞台ド
レス

第1・3・4(日)
13：30〜15：30

第1・3(水)

モード洋裁 文化式
〜イベントに合わせた服創り〜

第1・3(水)
15：30～17：30

大森 信子 ほか

〜体にピッタリ！！〜

インと生地を選んで、採寸、製図、仮縫、仕上げま
で15回(約3ヵ月)で完成できます。また、ピアノのリ
サイタルや独唱舞台のロングドレスもオリジナルデ
ザインで創りましょう。

フリーチケット
(発行日から3ヵ月間有効)
5回 11,655円
10回 20,898円

フリーチケット
(発行日から3ヵ月間有効)
5回 11,655円
10回 20,898円

フリーチケット
(発行日から3ヵ月間有効)
5回 11,655円
10回 20,898円

月2回 3ヵ月
第1・3(水)

12,540円

15：30～17：30
第1・3・4(日)

フリーチケット

13：30〜15：30

(発行日から3ヵ月間有効)

15：30〜17：30

5回 11,655円
10回 20,898円

ミシンを使って身近な物から簡単に作ってみましょ
う。はじめての方はもちろん、改めて基本から縫い
たい方、糸をかける、直線を縫うなど、初めの一歩

はじめてさんの楽しいミシンレッスン

吉田 さき予

からご指導します。オシャレなハンドメイドを楽し
みましょう。

第3(土)

月1回 3ヵ月

15：30〜18：30

15,180円

(財)日本手芸普及協会ミシンキルトの資格取得もで
きます。

(月)
運針、基礎縫いから、付下げ、コートなどの高度な

和裁

小畑 恭子

技術が習得でき、きものの柄や色合い、小物選びの
目が養えます。

14：00〜17：00

フリーチケット

18：00〜20：30

(発行日から3ヵ月間有効)

(金)

10回 22,548円

10：30〜13：30

15回 30,195円

14：30〜17：30

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

服飾

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

の中からお好きなものをお選びいただけます。講座

第2(水)

月1回 3ヵ月

が進むにつれてお手持ちの思い出の着物をミニ着物

13：00〜16：00

10,560円

にうかんだデザインを形に！初心者・経験者共にマ

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

イペースで進め、編物の楽しさを実感していただけ

13：00〜15：00

17,160円

市松人形などに使用する友禅染着物地を教材に使
い、約8時間で1作品を仕上げます。最初は、基本的
なサイズから始め、慣れてくると様々なサイズ・柄

ミニ着物づくり

森 修市

サイズに作りかえることもできます。その他に市松
人形やこどもの頃によく遊んだ人形などに着せるた
めのミニ着物も作ることができます。

かわいい小物から、今流行の作品まで、あなたの頭

〜手編みニットでオシャレにあなたを演
出！！〜

黒川 裕見子

楽しい手編物教室

楽しい編物教室
〜おしゃれな手編ニットを作る〜

ます。脳内サプリにも最高です。

小物から着たい作品まで初心者から経験者ともにマ
黒川 裕見子

イペースで進めていただけます。楽しく編んであな
たを演出していきましょう。

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

17,160円

編物の基本から学べて、作品ができあがる楽しさも

やさしいかぎ針＆棒針編物教室

黒川 裕見子

実感できる講座です。初心者や基礎から学びたい
方、長い間編物から離れていた方におすすめです。

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

18：00〜20：00

17,160円

まずは1歩から始めましょう。

かぎ針編みまたは棒針編みの基本の模様をレッスン
しながら、その模様を使った簡単なニット小物を編
みます。ベストがご自分のサイズで編めるようにな

基礎から始める ニッティング
〈かぎ針編み入門コース〉

るのが目標です。初心者の方をはじめ、基礎を1から
岩切 密子

しっかり学びたい方におすすめの講座です。ご自分
のペースで基礎をきっちり学びます。カリキュラム

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

13：30〜15：30

14,520円

修了後、希望により修了証が発行されます(有料)。
合間にお好きなものも編め、入門コ ース終了後には
講師認定コースに進んでいただけます。
かぎ針編みまたは棒針編みの基本の模様をレッスン
しながら、その模様を使った簡単なニット小物を編
みます。ベストがご自分のサイズで編めるようにな

基礎から始める ニッティング
〈棒針編み入門コース〉

るのが目標です。初心者の方をはじめ、基礎を1から
岩切 密子

しっかり学びたい方におすすめの講座です。ご自分
のペースで基礎をきっちり学びます。カリキュラム

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

13：30〜15：30

14,520円

修了後、希望により修了証が発行されます(有料)。
合間にお好きなものも編め、入門コ ース終了後には
講師認定コースに進んでいただけます。

かぎ針編み、棒針編み、アフガン編み、手あみ3技法

1本の糸から広がる世界！あみもの

井藤 夏榮

のどれからでもあなたに合わせて指導します。ま
た、楽しいだけの編み物も良し！編物検定試験の受

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

15,840円

験指導もいたします。

さまざまな素材の質感や色を楽しみながらかぎ針編
みの小物を作ります。家の中で使うものや身に着け

素材を楽しむ かぎ針編みの小物

能勢 マユミ

るもの、バッグなど出来るだけ簡単に編めて実用的
だけどおしゃれなデザインを提案します。

第1(月)

月1回 3ヵ月

13：30〜15：30

8,910円

第3(金)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：30

13,530円

■体験レッスン あり

思い出の着物や洋服、お気に入りのはぎれ等お手持

手織りでリメイク古布とはぎれの裂き織
り

ちの布を裂き織りでリメイクしませんか？卓上織り
曽田 よう子

機「咲きおり」を使って小物を織りましょう。初め
ての方も基礎から手織りを学べます。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

服飾

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

織りやすく、その上美しく仕上がります。このキリ

第1(土)

月1回 3ヵ月

ム糸で織ったキリムは年が経つにつれ、より深みと

10：30〜13：30

15,510円

キリムはもとはトルコ遊牧民の生活用具で、嫁入り
道具でもあった手織物。長い歴史の中で母から娘へ
継承され、織り込まれた文様のそれぞれに祈りや願
いなどの意味が込められています。この講座では、
今では現地でも入手不可の貴重な素材、トルコキリ
ムの最高峰であるコンヤから取り寄せた手紡ぎ、草
木染めの上質キリム糸を使います。初めての方にも

キリム織り
〜トルコ遊牧民の家族への愛のメッセー

みちした ふみこ

ジ〜

味わい、つやが増し、日本でも人気があります。幾
度となく訪れたトルコの暮らしについてのお話も交
え、 講師が師事したキリムアーティストアリ・オズ
デミル氏のキリム観を感じながら、100年以上の年
月を経た珍しいアンティークキリムに触れてみませ
んか。
■体験レッスン あり
犬服を作りたいけれど、何からはじめたらいいかわ
からない。ミシンが初めてでできるか不安・・・と

〜みんなで手づくり犬服ライフを楽しみ
ましょう！〜
はじめての 手づくりわんこ服

いう方のための初心者向けの入門講座です。ロック
西出 悟子

ミシンの操作や、犬服に必要な洋裁道具、裁断方
法、まち針の打ち方などの犬服作りの基本を学びな

第1(木)

月1回 3ヵ月

11：00〜13：00

10,560円

第1(木)

月1回 3ヵ月

14：00〜16：30

13,860円

がら定番のタンクトップ、Tシャツ、ラグランTシャ

〈入門クラス〉

ツを作ります。入門クラスを終えた方はステップ
アップクラスに進むことができます。

入門クラスを終えた方向けのステップアップクラス

〜みんなで手づくり犬服ライフを楽しみ
ましょう！〜
はじめての 手づくりわんこ服
〈ステップアップクラス〉

です。シャツやキャミソール、カバーオール、浴衣
西出 悟子

などニット生地以外に布帛生地を使ったお洋服や、
バイヤステープのつけ方、ギャザーの作り方、襟の
つけ方など様々な縫い方を楽しく学びませんか？

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

陶芸・工芸
講座名

近鉄文化サロン阿倍野
講座内容

講師

どろんこ遊びに夢中になった幼い日を思い出し、童
心にかえって作陶しませんか。自分の作品でお茶を

陶芸

小川 一雅 ほか

飲んだり自慢のお料理をのせてみたり…。赤膚焼の
特色を生かして初歩からロクロ成形まで学びます。
■体験レッスン あり

暮らしに生きる作品の数々を、新しいクラフト感覚
を加味して作陶していきます。特につくる方の個性

陶芸

羽﨑 昌子

と独創性を大切にし授業を進めますので、初めての
方でも安心して楽しく学べます。
■体験レッスン あり

曜日・時間

受講料

第1・3(月)
14：00〜17：00

月4回 3ヵ月

(水)

39,600円

10：30〜13：30

月2回 3ヵ月

14：00〜17：00

21,450円

18：00〜20：30

第1・3(木)
14：00〜17：00
第2・4(土)

月2回 3ヵ月

10：30〜15：30

21,450円

第2・4(日)
10：30〜15：30

「こんな大きさの器がほしいな」「かわいい雑貨を

初心者さんからの陶芸教室

chidori

作って飾りたいな」等の生活に身近な作りたいもの

第2・4(金)

を楽しく考えながら作っていきます。土の感触に癒

14：00〜17：00

されながら“無”になる感覚を味わいましょう。

17：30〜20：30

月2回 3ヵ月
21,450円

■体験レッスン あり

備前より取り寄せた備前土で、赤松の薪を使用し登
り窯で焼成する備前焼陶芸教室です。備前で永年修

備前焼 陶芸教室

澤田 陶歩

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

14,520円

る雑貨品に雅びな古典柄から日本の十二ヶ月の花々

第4(木)

月1回 3ヵ月

と風物をオリジナルデザインで描いていきます。講

10：00〜15：00

21,450円

絵付けし楽しめるホビーです。普段絵を描かない方

第1(月)

月1回 3ヵ月

でも本格的な作品を仕上げる事が出来ます。実用性

10：30〜13：00

10,230円

行を積んだ講師の指導により、焼締陶器ならではの
土味を生かす本物の備前焼作りを楽しんで頂けま
す。
■体験レッスン あり

岩絵具の風合いが出る絵具を使用し、桐箱、扇面、
貝合わせのハマグリ、栃材の菓子器等々、生活を彩

京絵付職人による 絵付教室

奥野 久美子

師の図案を用いますので、描くのが苦手な方も、初
めての方も安心してご参加ください。

ポーセラーツはシール感覚で使える転写紙を自由に

ポーセラーツ

辻井 典子

のある食器や小物を楽しく作りませんか？

白磁にお好きな柄をシール感覚で貼り、専用電気炉
で20時間焼成して仕上げるポーセラーツ。貴方だけ

大人可愛いポーセラーツ

東原 エリコ

第1(木)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

10,230円

などのアクセサリーを、チャイナペイントの様々な

第1(火)

月1回 3ヵ月

技法を使ってエレガントに本格的に制作していきま

10：00〜12：15

12,210円

のオリジナル食器を作っていただけます。実用性の
ある完成度の高い作品制作をお楽しみください。
■体験レッスン あり

毎回、1作品完成のコースですのでいつからでもス
タートできます。ペイント経験の、有無に関わらず
どなたでも気軽に参加頂け、ペンダントやブローチ

チャイナペイントのアクセサリーコース

山口 利加

す。毎回材料代として1,000～2,000円程度。他にな
い、講師オリジナルのクラスです。
■体験レッスン あり

あこがれのブランド食器や伝統の和絵付けをお気軽

彩色チャイナペインティングとポーセ
ラーツ

に、また本格的に描いてみませんか。下絵があるの
山口 利加

で、初めて筆を持たれる方でも大丈夫。ポーセラー
ツと合わせて、オリジナルの作品を仕上げることも
できます。

第1(火)
10：00〜12：15
第2(水)
10：15〜12：30〈増設〉

月1回 3ヵ月
12,210円

■体験レッスン あり

銅板や銀板の上にガラス様の釉薬をのせて焼成しま

七宝工芸

渡辺 和香

す。個性豊かなアクセサリーや飾って楽しむ作品な
ど自由な感性で楽しみましょう。

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

10：10〜12：40

17,820円

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

陶芸・工芸
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

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

17,820円

指輪やイヤリング、ネックレス等のアクセサリーか

彫金
〜ジュエリーメイキング〜

ら、スプーン等の食器類まで、アイデア次第で色ん
山村 玲

な物を作って頂けます。ステップアップに応じて、
デザインに石が入ったものも作れるようになりま
す。
■体験レッスン あり

アートクレイシルバーは純銀を粘土状にした素材

シルバーアクセサリー
〜アートクレイシルバー〜

で、好みの形にして焼成すると純度99.9％の純銀に
羽岡 朝子

なります。自由なデザインでオリジナルアクセサ
リーを作りませんか。インストラクター資格を取得
することもできます。

第1・3(月)
18：30〜21：00
(フリータイム2時間制)

月2回 3ヵ月
15,180円

■体験レッスン あり

ピューターと呼ばれる金属の板に凹凸をつけて、美
しい模様を表現します。メタルと聞くとハードなイ

メタルエンボッシングアート

松井 佳子

メージですが、力もいらず音も静かで、女性でも簡

第3(土)

単に重厚感あふれる作品が作れます。自由にアレン

10：30〜15：30

ジすることができ、インテリア雑貨やアクセサリー

(12：30〜13：30休憩あり)

月1回 3ヵ月
16,830円

としても楽しめる新しいクラフトです。
■体験レッスン あり

メタルエンボッシングアート
〈専科〉

メタルエンボッシングアート
〈講師養成コース〉

松井 佳子

メタルエンボッシングアートの基本も含まれた9作

第3(土)

品。認定証修得後、協会員となり専科カリキュラム

10：30〜15：30

を教えることが出来ます。

カリキュラム14作品(初級6・中級5・上級3)にて技術
松井 佳子

習得後、講師認定セッションを受け、メタルエン
ボッシングアート協会公認講師として活動すること
ができます。

(12：30〜13：30休憩あり)

第3(土)
10：30〜15：30
(12：30〜13：30休憩あり)

月1回 3ヵ月
20,130円

月1回 3ヵ月
20,130円

フォトン オリジナルキットを使って、ミラーシステ

アートとして楽しむ 大人のための万華鏡
づくり

ムなどの理論を学びながら万華鏡作りの工程を一通
鈴木 明子

第1(土)

月1回 3ヵ月

15：00〜16：30

10,230円

はガラスに鉛線と特殊なカラーフィルムを貼り作り

第1(木)

月1回 3ヵ月

ます。初級〜上級コースまで幅広い図案で、お好き

10：30〜12：30

10,230円

物、アクセサリー、ウィンドパネル、ティファニー

(土)

月4回 3ヵ月

ランプなど光の色彩美あふれる作品を作ることがで

13：30〜16：00

29,370円

の組み合わせや温度によって表情を変化させ、アク

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

セサリー、パネル、ランプ等、日常を彩る自分だけ

13：15〜15：15

20,460円

りマスターしていただきます。毎回、2タイプの違っ
たミラーシステムを仕上げて持ち帰っていただきま
す。全6回のコースになっています。(12パターンの
ミラーシステムが出来あがります。)

ステンドグラスの雰囲気をそのまま、より簡単に短
時間で安全に作品を作ることができるグラスアート

大人可愛いグラスアート

東原 エリコ

なカラーで制作していただけます。
■体験レッスン あり

本格的なステンドグラスを中心に、フュージングや

ステンドグラスアート
〜煌く光の世界へ〜

絵付けなどを初歩からわかりやすく学べます。小
池田 けい子

きます。
■体験レッスン あり

フュージング、絵付け、バーナーワーク、スランピ

〜焼成・曲げ・ダルドヴェール〜
ステンドグラス

ング、ダルドヴェール等の技法を用います。ガラス
和田 美紀

の作品を制作します。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

陶芸・工芸
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

アートはフィルムの美しさを通してみせる切り絵で

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

も影絵でもないアート。あなたの生活に彩りを届け

10：15～12：15

17,820円

ジング(溶解・融合)する技法で、ペンダントやイヤ

第2(金)

月1回 3ヵ月

リング・小皿・時計等を創ります。自分だけのオリ

13：00〜15：00

10,230円

せて洋風の干支やおひなさま、クリスマスの作品な

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

どご家庭に潤いを与える作品作りをします。色付け

10：30〜12：30

15,840円

グラスアートはイギリス生まれの手軽に出来るステ

〜生活色彩クラフト〜
グラスアート・シルエットアート

ンドグラスの雰囲気を楽しむアート。シルエット
山岡 くみ子

ます。
■体験レッスン あり

ベネチアン板ガラスやアメリカの板ガラスを使用し
て、ガラスを細かくカットして組み合わせ、フュー

〜カラフルに輝く アクセサリーや小物雑
貨〜

道家 紀美子

ガラスフュージング

ジナル作品が出来あがります。
■体験レッスン あり

色々な用途に合った紙粘土を使い、人形・レリー
フ・小物や四季折々なお花を作ります。季節に合わ

創作紙粘土人形

黒田 ぴんく

は水彩絵具で仕上げます。
■体験レッスン あり

ルナ＝月のように半透明でやさしい素敵なお花創り
を楽しみます。せっけん粘土はハーブの香りで心身

ルナ・フローラ
〜パン粘土の花・香りのせっけん粘土の

がゆったり癒されます。パンの花は無形からイメー
山本 かなめ

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

17,160円

て削り、編み上げる基本的な技術をマスターして、

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

貴方の持つ美意識と感性で物づくりに挑戦してみま

13：30〜15：30

17,820円

ジをふくらませて形を創り、彩色して華やかに仕上
げます。テキストのカリキュラムの他、四季折々に

花〜

ふさわしい小品を創っていきます。
■体験レッスン あり

竹工芸は、時代の変遷と共に今日の日本独自の工芸
品としての地位を確立してきました。竹を細く割っ

竹工芸

上野 孝志

せんか。
■体験レッスン あり

繊細な編み目と美しい姿で世界中の人々から憧れの
バスケットと称されているナンタケットバスケッ

ナンタケット・バスケット

久保田 亜莉子

第2・4(水)

月2回 2ヵ月

10：30〜12：30

22,440円

和紙を張り柿渋で塗り固め、アート感覚にて活き返

第4(金)

月1回 6ヵ月

らせる工芸技術です。「日本の美」をより身近に感

13：30〜16：00

21,120円

化していく楽しさ。実用品から芸術品まで奥が深い

第3(金)

月1回 3ヵ月

木彫をカリキュラムに沿って学んだ後、自由作品へ

14：00～16：00

11,550円

ト。アメリカのナンタケット島に伝わる技術に基
き、いろいろなバスケットを制作していきます。
■体験レッスン あり

日本人が常に持ち続けている「もったいない」と思

〜生まれかわる伝統工芸〜
奈良一閑張

う心に響く伝統工芸の講座です。かご等に吉野手漉
上田 晃子 ほか

じ、一緒に楽しみませんか。
■体験レッスン あり

一枚の木片に彫を入れることによってイキイキと変

渡辺二笙 木彫教室

佐藤 しづ子

と進みます。材料はすべて教室で用意いたします。

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

陶芸・工芸
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

季節の和の飾り 木彫制作(複数回で完成)茶杓(すす竹)

第1(水)

月1回 3ヵ月

や季節の木彫香合からはじめ、木彫「立雛」「打出

13：00〜16：00

13,200円

やさしい木彫講座、すす竹茶杓や木彫香合からはじ
め、季節の和の飾りを制作いたします。彫刻刀の持
ち方から丁寧にご指導。休憩時間には、和菓子・薄
茶のティータイム。折々に仏像や節句の工芸につい
ての楽しいお話も行います。

やさしい和の木彫
〜茶道具・季節の飾りもの・お守り仏〜

A：和の飾り継続受講コース…
久保田 唯阿

の小槌」「端午節句兜」「干支」「花 筏」「お守り
仏」など、季節の香合や和の飾り作りをいたしま
す。
B：1回受講コース…
茶杓(すす竹)や季節の木彫香合制作(1回受講約2時間
半で完成)
彫刻刀の持ち方から丁寧にご指導いたします。休憩
時間には、和菓子・薄茶のティータイムを設け、
折々に仏像や節句についての楽しいお話も行いま
す。彫り上げたのち着色・金箔した木彫作品をアク

心によりそう木彫
〜消毒可能な木彫カトラリーレストから

久保田 唯阿

はじめる和の飾り〜

第1(水)

月1回 3ヵ月

10：15〜12：30

13,365円

カービングを主として制作してゆきます。鳥を彫る

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

過程で鳥を見る目(解剖学的彫鳥術)、自然を見る目

15：30〜18：00

18,810円

リル板で覆う和柄のカトラリーレストなど、生活を
彩るエレガントな木彫作品から始め、木彫り「立
雛」、「打出の小槌」、「端午節句兜」、「干
支」、「花筏」、「お守り仏」など季節の香合や和
の飾り作りに進みます。
継続受講コース、1回受講コースがあります。
バードカービングとは、木で鳥を彫ることです。教

バードカービング
〜野鳥彫刻〜

室では、実物の鳥そっくりに彫るリアル・バード
田中 明 ほか

(自然を愛し保護する心)が育ちます。
■体験レッスン あり

タイ王国で700年前から伝わる伝統工芸のカービン
グ。ナイフ1本で果物や野菜に花や葉など彫刻しま

フルーツ・ベジタブルカービング

鈴置 美咲

す。身近な素材で暮らしと食卓に彩りを添えてみま
せんか？初めての方でもていねいにご指導致しま

第4(水)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

9,900円

第4(水)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：00

9,900円

す。

タイの伝統工芸フルーツカービングから発展した
ソープカービングは石鹸を専用ナイフ1本で花など

ソープカービング

鈴置 美咲

色々なモチ ーフに彫刻します。インテリアやプレゼ
ントにいかがですか。初めての方でもていねいにご
指導致します。

岐阜市の刀物メーカー「義春刀物(株)」が開発した
新しい彫刻アート。2019年度ホビー産業大賞受賞。

輝きを彫る新アート「シャインカービン
グ」

使う彫刻刀は、丸刀と三角刀だけ。彫るとガラスの
西岡 明子

ような質感が生まれます。デザインが印刷されてい
るので、塗り絵のように彫るだけと簡単。彫り跡が

〈全3回〉

第3(月)
10：30〜12：00

(全3回)
月1回 3ヵ月
8,910円

ステンドグラスのようにキラキラとても美しく輝き
ます。

日々の生活に彩りを添える季節の消しゴムはんこを

季節の彩りを楽しむ消しゴムはんこ

西岡 明子
(あこねこ)

作ります。初めての方でも消しゴムはんこの基礎か
ら学べ、素敵に捺すスタンプテクニックで表現力を
磨きます。また、暑中見舞いや年賀状に使える文字

第3(月)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：00

11,880円

第2・4(日)

月2回 3ヵ月

10：30〜15：30

25,080円

はんこや落款、お名前はんこも制作します。

ひの木から面を彫り、胡粉を塗り毛描きをし、彩色
して完成するまでの技術をわかりやすく身に付ける

能面打

中田 清 ほか

ことができます。能面は室町時代から伝わる日本古
来の芸術で、能舞台で使用でき美術品としても楽し
むことができます。

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

陶芸・工芸
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

大丈夫。考えてから作るのではなく、作りながら考

第4(金)

月1回 3ヵ月

える照明塾の「ＴＪ法」なら、あなたもあかりアー

13：00〜15：00

8,580円

たり、具引き唐紙を作ります。出来上がった料紙を

第3(火)

月1回 6ヵ月

継ぎ紙(つぎがみ)にしたりして、書道用やインテリ

10：15〜12：45

20,460円

針金をハンダ付けしてフレームを作り、和紙を張っ
て世界に1つのあかりを作ります。絵が描けなくても

あかりの学校

橋田 裕司

ティストになれます。
■体験レッスン あり

「料紙」は平安時代に和歌や経が書かれた美しい紙

王朝料紙を作る
〈本科〉

のことです。この講座では紙を染め、金銀装飾をし
藤原 彰子

アとして活用していただきます。
■体験レッスン あり

「料紙」は平安時代に和歌や経が書かれた美しい紙

王朝料紙を作る
〈研究科〉

のことです。この講座では紙を染め、金銀装飾をし
藤原 彰子

たり、具引き唐紙を作ります。出来上がった料紙を
継ぎ紙(つぎがみ)にしたりして、書道用やインテリ
アとして活用していただきます。

第3(火)
10：15〜16：00
(休憩45分あり)

月1回 3ヵ月
20,130円
月1回 6ヵ月
40,260円

■体験レッスン あり

切り絵は身近な道具で簡単にはじめることができま

紙から絵を切り出すアート「切り絵」を
はじめよう

す。絵が苦手な人でも大丈夫。切り絵になれば立派
下村 優介

なアートになります。下絵を描くところからはじ
め、オリジナル作品を切り終えた時に得る達成感も

第4(火)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

10,560円

魅力のひとつです。

破損してしまった大事なうつわ、陶器と漆器を修復
します。金繕い、金直しともいいます。割れた部分
を継ぎ、欠けた部分を形成し、その上を金銀の蒔絵

金継ぎ壊れた器の修繕

栗原 蘇秀 ほか

で飾ります。繕いの後を新たな景色となす、日本独
特の文化であり美学でもあります。講師養成コース
は、初心者から講師を目指して学ぶコースです。
■体験レッスン あり

破損してしまった大事なうつわ、陶器と漆器を修復
します。金繕い、金直しともいいます。割れた部分

金継ぎ壊れた器の修繕
〈講師養成コース〉全18回

を継ぎ、欠けた部分を形成し、その上を金銀の蒔絵
栗原 蘇秀 ほか

で飾ります。繕いの後を新たな景色となす、日本独
特の文化であり美学でもあります。講師養成コース
は、初心者から講師を目指して学ぶコースです。
■体験レッスン あり

第1(日)
13：45〜17：15 ①

①月1回 3ヵ月

第4(火)

13,035円

10：10〜12：40 ②

②③月1回 3ヵ月

第4(木)

10,230円

10：30〜13：00 ③

第1(日)
13：45〜17：15 ①

①月1回 3ヵ月

第4(火)

14,850円

10：10〜12：40 ②

②③月1回 3ヵ月

第4(木)

11,220円

10：30〜13：00 ③

かぶれない新うるしと、独自の漆皮技法で、初めて
の方でも気軽に親しめるように、器や箱、アクセサ

やさしい漆工芸 漆皮と蒔絵

栗原 蘇秀

リー、パネルなどをつくり、ご希望の方には本うる
しを使った伝統技法もご指導します。

第1(日)

月1回 3ヵ月

13：45〜17：15

13,035円

■体験レッスン あり

日本古来より使われて来た天然素材の漆。割れた陶
磁器を修繕し傷跡に新たな美を見出す金継ぎのよう
に、モノを大切にし自然を愛でる日本文化は、自他
分け隔てなく見つめる私たちが本来持つ自然観によ

本漆を使った金継ぎと繕い

日置 美緒
(へき みお)

第2(火)

月1回 3ヵ月

10：15〜13：00

22,110円

本」と、その本を納める「箱」を学びます。道具の

第3(木)

月1回 6ヵ月

使い方や、美しく作るコツ、幅広い製本方法をご紹

10：30〜12：30

20,460円

るものではないでしょうか。大切な器を繕いなが
ら、ゆっくりとした時間の中で、素材に触れ、道具
を大切にし、身の回りのものに目を向けるそんな時
間を共有したいと思っております。漆と道具の扱い
をそれぞれのペースに合わせて丁寧に指導していき
ます。

製本講座
〜手製本の楽しみ〜

いくつもの工程を重ねて、1冊の本に仕立てる「手製
中尾 あむ

介します。

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

陶芸・工芸
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

に入りのプリントを使い、夢ある作品で生活を楽し

第3(水)

月1回 3ヵ月

みましょう。自由課は様々な技法やペイントも習得

13：00〜16：00

10,230円

“紙を切り抜き・貼る”が基本のデコパージュはイタ

夢彩(ゆめいろ)デコパージュ
〈普通課〉

リア生まれ。フランス貴族にも愛されました。お気
吉川 ひろ子

出来ます。
■体験レッスン あり

“紙を切り抜き・貼る”が基本のデコパージュはイタ

夢彩(ゆめいろ)デコパージュ
〈自由課〉

リア生まれ。フランス貴族にも愛されました。お気
吉川 ひろ子

に入りのプリントを使い、夢ある作品で生活を楽し
みましょう。自由課は様々な技法やペイントも習得

第3(水)

月1回 3ヵ月

13：00〜16：00

10,230円

出来ます。

絵が苦手な方も、花やくだもの、風景などを楽しく
描きましょう。絵は上手に描こうと思わなくても感

アッセンデルフト

北野 エミ子

動する心と描きたい気持ちがあれば十分。あなたの
お家で眠っているインテリア木製品、Tシャツ、バッ

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

17,160円

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

23,760円

グなど色々な物に描けます。

絵が苦手な方も、花やくだもの、風景などを楽しく

アッセンデルフト
〈ステップアップコース〉

描きましょう。絵は上手に描こうと思わなくても感
北野 エミ子

動する心と描きたい気持ちがあれば十分。あなたの
お家で眠っているインテリア木製品、Tシャツ、バッ
グなど色々な物に描けます。

木や布の素材にアクリル絵具でパターンを用いペイ
ンティングします。花・動物・人形・風景などを描

卜一ルペイント

関 和子 ほか

き、夢のある作品を作ります。ご希望の方はフラ
ワーペイントのみの受講もできます。
■体験レッスン あり

第1・3(木)
10：30〜13：00

月2回 3ヵ月

第1・3(土)

17,820円

10：30〜13：00

平筆に2色の絵具をつけ一筆でスピーディーに描く新

〜ガラスにも描ける〜
ワンストロークペインティング

しい技法です。木、ガラス、ブリキ等素材を選ばず
中野 明代

描けます。「絵を描くのは苦手」という方も大丈夫
です。講師がていねいにご指導いたします。

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

17,160円

■体験レッスン あり

厚紙を組立て布を貼り小物等を縫わずに仕立てるフ

はじめてのカルトナージュ
〈Basic〉

ランスのクラフトワークです。新しい素材も活用し
松涛 倫子

第2(火)

月1回 3ヵ月

13：30〜15：30

10,560円

張り、装飾性を持たせ、家具に仕立てるインテリア

第1(土)

月1回 3ヵ月

茶箱。二つ目の作品よりお好きな生地やサイズをお

10：00〜12：30

13,200円

座終了後は、日本ヴォーグ社のディプロマが取得で

第1(土)

月1回 3ヵ月

きます。また、ご希望の方は、フレンチインテリア

14：00〜16：30

10,560円

てお気に入りの「使えるカルトナージュ」を楽しみ
ましょう。まずはポイントを押さえた〈ベーシッ
ク〉から

日本伝統の優れた収納、茶箱に布やクッション材を

インテリア茶箱

宮田 真貴 ほか

選びいただけます。

カルトナージュを中心にフランス伝統のクラフトを
学びながら、素敵なインテリア小物を作ります。講

フレンチメゾンデコール

大島 朋子

茶箱コースにお進みいただけます。
(期間：12ヵ月)

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

陶芸・工芸
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

カフェミナージュ®とは、布や飾りを貼るだけの工程
で既製品の雑貨にエレガントで可愛いデコレーショ
ンを施す神戸発信のカルトナージュ風クラフトで
す。針に糸を通す等の細かい作業や危ない作業もな
いことから、自称不器用と言われる女性をはじめ、

カフェミナージュ®
～おしゃれなインテリア雑貨作り～

小さなお子さまからご高齢の方までお楽しみいただ
北林 貴子

くことができます。
初回レッスン時にお好みの生地を選んでいただき、

第4(木)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：30

10,230円

置き時計やシルコットケース、ティッシュボックス
等日常生活で使用するインテリア雑貨をシリーズで
製作していきます。継続して受講いただくとお道具
箱やカーペットクリーナー等ステップアップした作
品作りもお楽しみいただけます。
スクラップブッキングで写真をおしゃれに飾って素

スクラップブッキング
〜思い出の写真を使って〜

敵なアルバムにして残しましょう。色々なテーマ・
瀬島 美恵子

テクニックでカード・ミニブック・ホームデコなど
プレゼントとして喜んでいただけるような作品も

第3(木)

月1回 6ヵ月

10：30〜12：30

18,480円

作っていきます。
■体験レッスン あり

細長い紙をニードルにくるくる巻きつけ形を作り、
出来たパーツを組み合わせて作品にします。カード

ペーパークイリング

井上 朝子

からミニチュアのような立体までできる繊細で可愛
いアートクラフトを楽しみましょう。

第1(月)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：30

8,580円

■体験レッスン あり

中世ヨーロッパ生まれのペーパーアートを基礎から

基礎から学ぶ ペーパークイリング
〈ボタニカルクイリング・ジャパン認定

学び、パーツの美しさにこだわった作品を仕上げて
井上 朝子

第4(土)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

8,580円

のりでオリジナルカードが仕上がります。プレゼン

第1(金)

月1回 6ヵ月

トからインテリアまで「気持ち」を伝えるあなただ

10：30〜12：30

15,840円

第2(木)

月1回 3ヵ月

いきます。ご希望の方は、ボタニカルクイリング・
ジャパンのスタンダートコース受講可能です。

対応〉

■体験レッスン あり

今、話題のしかけのある立体カードを作ります。型

〜開くととび出す〜
季節のポップアップカードをつくる

紙を使いますので、初めての方でも簡単にはさみと
石塚 美穂

けのカー ド作りを楽しみませんか。
■体験レッスン あり

アメリカンクラフトの中で最も新しいシャドウボッ
クス。5〜6枚の紙を使い、細かいパーツを貼り合わ

シャドウボックス
〜立体絵画〜

せて影をつくり立体感や遠近感を出し、つくる人の
中薗 桂子

10：30〜12：30

10,560円

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

12：30〜14：30

18,810円

クス。5〜6枚の紙を使い、細かいパーツを貼り合わ

第2(木)

月1回 3ヵ月

せて影をつくり立体感や遠近感を出し、つくる人の

10：30〜12：30

10,560円

感性で自由に表現できます。市販の物とはひと味違

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

う高級感のある作品は和洋の部屋に良くマッチし、

12：30〜14：30

18,810円

感性で自由に表現できます。市販の物とはひと味違
う高級感のある作品は和洋の部屋に良くマッチし、

〈本科〉

贈り物にも最適です。
■体験レッスン あり

アメリカンクラフトの中で最も新しいシャドウボッ

シャドウボックス
〜立体絵画〜

中薗 桂子

〈研究科〉

贈り物にも最適です。

アメリカンクラフトの中で最も新しいシャドウボッ
クス。5〜6枚の紙を使い、細かいパーツを貼り合わ

シャドウボックス
〜立体絵画〜
〈師範科〉

中薗 桂子

せて影をつくり立体感や遠近感を出し、つくる人の
感性で自由に表現できます。市販の物とはひと味違
う高級感のある作品は和洋の部屋に良くマッチし、

第2(木)
10：30〜12：30 第1・3(火)
12：30〜14：30

月1回 3ヵ月
11,220円
月2回 3ヵ月
20,460円

贈り物にも最適です。

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

陶芸・工芸
講座名

近鉄文化サロン阿倍野

て学んでいきます。上級クラスではお気に入りの
中尾 佳恵

受講料

第1(木)

月1回 6ヵ月

10：30〜13：00

20,460円

■体験レッスン あり

フランス式フレーミング技法をカリキュラムに沿っ

フランス額装
中尾 佳恵

〈中級〉

て学んでいきます。上級クラスではお気に入りの
カードや、記念の品物などを様々なテクニックで額

第1(木)

月1回 6ヵ月

10：30〜13：00

20,460円

に収めオリジナルの作品を作ることが出来ます。

フランス式フレーミング技法をカリキュラムに沿っ

フランス額装
〜お気に入りをインテリアに〜

カードや、記念の品物などを様々なテクニックで額
に収めオリジナルの作品を作ることが出来ます。

〈初級〉

〜お気に入りをインテリアに〜

曜日・時間

フランス式フレーミング技法をカリキュラムに沿っ

フランス額装
〜お気に入りをインテリアに〜

講座内容

講師

中尾 佳恵

〈上級〉

て学んでいきます。上級クラスではお気に入りの
カードや、記念の品物などを様々なテクニックで額

第1(木)

月1回 6ヵ月

10：30〜13：00

20,460円

に収めオリジナルの作品を作ることが出来ます。

ちぎり絵には、創る楽しみと描く喜びの両方があり
ます。色とりどりの和紙を指でちぎり、糊で貼って

しゅんこうの和紙 ちぎり絵

赤尾 三千代

製作します。脳の活性化にもつながります。下絵と
見本が用意されていますので、絵心がなくても大丈

第4(月)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：00

8,580円

夫です。

天然の革を使い裁断、染色、仕立てまで個性を生か

レザークラフト
〈本科〉

した作品(キーケース、サイフなどの小物やバッグな
絹川 雅

ど)を作ります。また爬虫類の革を使った高級感のあ
るバッグやインテリアなどの造形もできます。

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

15,180円

■体験レッスン あり

本物の靴職人がそれぞれの行程を懇切・丁寧に指導
しますので、どなたでも素敵な靴が作れます。製作
の最後には、お好きなデザインの中から靴を選んで

靴のお悩み解決！！手作り靴講座

川端 利成

頂き、お好きな木型であなたの足にあった、「世界
でひとつだけの靴」を製作できます。外反母趾・左

第1・3(火)

全6回 3ヵ月

13：00〜15：00

24,420円

第3(水)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：00

8,910円

右サイズ違い等でお悩みの方も是非一度ご参加くだ
さい。

初心者の方にも簡単に、立体的なバラの花を服等に
描いていただきます。または、講習では柄を描く事

デザインファブリック

阿部 まさ子

により体型を美しく見せる効果、背を高く見せる効
果等も含め、お教えします。
■体験レッスン あり

書画・水墨画・日本画など、書画を美しく残してお
くための裏打と表装。半切までの裏打技術と色紙
掛・短冊掛または小作品等の掛軸を製作します。合
理的で習得しやすい裏打技術です。裏打技術を修了

裏打・表装技術

野崎 寛之

した方は、「表装技術」講座へ進級。
表装技術では、裏打ちしたものをより美しく芸術的
に見せるために、作品のまわりに裂地や紙を貼って

第1・3(日)
10：30〜13：30
14：30〜17：30

月2回 3ヵ月
22,440円

掛物・巻物・書画帖・屏風等をつくりあげる「21世
紀の表装技術」を誰でも簡単に習得できます。3ヵ月
で掛軸一幅が表装できます。

現役のプロが教える！あめ細工の世界。誰もが魅了

じっくりと楽しもう！あめ細工の世界
へ！
(全3回)

されるあめ細工を作ることができます。講座ごとに
泉本 辰治

レベルを上げて、チャレンジしてみませんか？もち
ろん最後は食べることができますよ。でも、もった

第2(水)

全3回 3ヵ月

19：00〜21：00

13,860円

いないかも？

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

陶芸・工芸
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

やさしい木のぬくもりを感じられる木工雑貨や家具

〜DIYの基礎が学べる〜
電動ドライバーでカンタンかわいい木工

を作ります。作品は約70種類からお選びいただけま
三山 純代

第2(日)

月1回 3ヵ月

13：30〜16：30

11,880円

て香りも楽しめるアロマワックスサシェ、透明感が

第2(日)

月1回 3ヵ月

キレイなジェルキャンドル、ハーブを使用したアロ

10：00〜13：00

10,560円

す。木工の基礎を身につけて、DIYの幅を広げましょ
う。初心者向けの講座です。初回はティッシュケー
ス作成予定です。2回目以降、自由制作となります。
■体験レッスン あり

植物を使ったボタニカルキャンドルを中心に、様々

〜プレゼントにも最適！〜
ボタニカルキャンドル講座

な種類のキャンドルを制作する事ができます。飾っ
五十里 慶子

マキャンドル等、様々なボタニカルキャンドルが作
れます。自宅でも作れるレシピ付です！！

粘土の扱いや成形の仕方などの基礎から、自分のア

【新設講座】
かわいいミニチュアフード

イデアを活かした作品づくりまで、しっかりと学ぶ
Maman

ことができます。全12回修了後、認定試験にもチャ
レンジできます。趣味で楽しみたい方にもおすすめ

第2(木)
11：00〜12：30

(全12回)
月1回 6ヵ月
36,300円

です。

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

書道

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

実用習字(名前、贈答・慶弔用語、宛名書きなど日常

毛筆書道
〈漢字・かな・実用習字〉

村田 茜鳳

よく使う文字)および漢字・かなの3種類の中から、

(火) (水)

毎月お好きな教材を1種類選んで練習していただけま

10：30〜12：30

す。同じ講師で毛筆全般を学んでいただけるのが特

13：00〜15：00

色です。初心者は基礎から始めます。また昇級・昇
段試験(師範まで)を受けることもできます。

(土)

月4回 3ヵ月
25,410円

10：30〜12：30

■体験レッスン あり

漢字…基礎から学びます。希望者は師範取得まで指

毛筆書道
〈漢字・かな・実用習字〉

導します。楷・行・草・隷書が中心です。かな…基
増田 公蘭

本から始め俳句、短歌の散らし書きを学びます。実

第2・4(金)

用習字…書の教室誌実用書の手本執筆者です。これ

13：00〜15：00

を中心に、書く頻度の高い文字や書式を学びます。

月2回 3ヵ月
13,860円
★

■体験レッスン あり

◆漢字：毛筆書道の基礎から楷・行・草・隷書、さ

毛筆書道
〈漢字・かな・実用習字〉

小田 大拙

らに古典の臨書へと進め、希望の方は条幅作品の練

第1・3・4(月)(木)

習もできます。

18：00〜20：30

◆かな：基本のいろはから、俳句・短歌などを段階
的に練習します。
◆実用習字：冠婚葬祭での慶弔袋の表書きや、住
所・氏名、手紙文など実用書を練習します。

(フリータイム制2時間)
第1・3(月)
18：00〜20：30
(フリータイム制2時間)

月3回 3ヵ月
20,460円
月2回 3ヵ月
13,860円
★

■体験レッスン あり

古典から現代までの伝統芸術の美を、楷書、行書、
草書を通して学んでゆきます。初めての方から有段

毛筆書道
〈漢字・かな・実用習字〉

山下 紅波

者まで、個人添削により上達することができます。

(金)

月4回 3ヵ月

楷書、行書、草書の点画の長短や、文字のバランス

10：30〜12：30

25,410円

力が身につき、美しい文字が書けるようになりま

13：00〜15：00

★

す。
■体験レッスン あり

“書に興味のある方、初めて筆を持つ方も大歓迎で
す。楽しく練習し、書に親しみましょう！筆の正し

書に親しむ講座
〈毛筆漢字・かな〉

い持ち方や線の引き方からはじめ、漢字では五体
小田 大拙

(楷・行・草・篆・隷)の書法を、かなは基本のいろ
はから俳句・短歌などを段階的に練習します。希望
の方には額や軸作品の制作指導もいたします。
■体験レッスン あり

第1・3(火)
10：15〜12：15
13：00〜15：00〈増設〉
第1・3(土)
13：00〜15：30

月2回 3ヵ月
13,860円
★

(フリータイム制2時間)

かなの基礎(線の引き方・いろは単体)から練習し、

毛筆書道
〈かな・実用習字〉

大目 美美

教本「神戸笹波」を使用し、かな部または実用部で

第1・3(日)

月2回 3ヵ月

進級・昇段・師範まで指導します。折りにふれ、慶

10：30〜12：30

13,860円

弔・贈答用語・年賀状等も練習します。

13：00〜15：00

★

■体験レッスン あり

「書く楽しみをもちましょう」初心者から経験者ま
で、基礎から、美しい線で書ける様にご指導しま

書道
〜現代・古典を書で表現しましょう〜

す。自分のお名前の勉強や俳句、和歌、言葉、文章
鈴木 麻寿子

等、現代の「調和体」で作品を書き、家の中や各展
示会も出品できます。「源氏物語」「万葉集」等も

〈かな・漢字・日常書〉

第2・4(木)
15：30〜17：30

月2回 3ヵ月
13,860円
★

指導します。
■体験レッスン あり

日本語を美しく書き表わす「かな書道」で、線の引
き方、字形やリズムの取り方などの基本を学んでゆ

書道
〈かな〉

き、手紙や年賀状、暑中見舞、俳句、短歌などが美
真鍋 清光

しい文字で書けるように指導します。初心者は「い
ろは」の練習から始め、級・段位の取得を楽しみな

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

10：15〜12：15

13,860円

が ら学んでいきます。
■体験レッスン あり

※受講料欄に★印のある講座では、ご希望の方に現在ご受講中の時間に条幅の指導もします。(手本代として別途1回 4,400円必要です。)
※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

書道

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

「書の教室」をもとに、流麗なかなの基礎から色

書道
〈かな〉

紙、短冊、条幅、手紙、はがきなどが美しく書ける
東 晃舟

ように指導します。また、競書への出品を通して級
段位・師範まで修得することができます。希望に応

第1・2・4(水)
13：00〜15：00

月3回 3ヵ月
25,080円
★

じて展覧会出品までていねいに指導いたします。

暮らしに役立つ筆ペン・実用書からはじめてみませ

美文字教室
〈漢字・かな・ 筆ペン習字・実用書〉

んか。美しく整った文字が確実に上達できるよう、
真鍋 清光

基礎から懇切ていねいに指導します。また段級取得

第1・2・3(月)

を目指した練習もできます。書く楽しさ・喜びを味

13：00〜15：00

わってください。

月3回 3ヵ月
18,810円
★

■体験レッスン あり

暮らしに役立つ筆ペン・実用書からはじめてみませ

美文字教室
〈漢字・かな・ 筆ペン習字・実用書〉

平樂 大龕

んか。美しく整った文字が確実に上達できるよう、

第2・4(火)

基礎から懇切ていねいに指導します。また段級取得

19：00〜21：00

を目指した練習もできます。書く楽しさ・喜びを味
わってください。

第1・2・3(水)
18：00〜20：00

月2回 3ヵ月
13,860円
★

■体験レッスン あり

一(いち)からはじめましょう。筆の持ち方から基本

基礎からはじめる書道
〈大筆・小筆・ ボールペン等〉

点画。級・段取得もできスキルアップも。ボールペ
浅岡 弘風

ン・硬筆検定など幅広く学習し、個々のご希望にあ
わせてご指導いたします。

第2・4(金)
13：00〜15：00

月2回 3ヵ月
13,860円
★

■体験レッスン あり

女性的な書が「円筆」。男性的な書は「方筆」。書

書道に親しむ
(初心者対象)

を方円の2つに大別して実技をスタートさせます。そ
久保田 心耀

して陰と陽の調和を目指すのが書の本当の姿だと思
います。楽しく仲良く勉強していきます。

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

14：00〜16：00

17,160円

■体験レッスン あり

「美文字を書こう！」を目標に楽しくお稽古をしま
せんか。
お好きな道具(筆・筆ペン・ボールペン)で日常生活

書のおけいこ

大田 香雨

に役立つ実用習字や昇段級取得など、ご希望に応じ
て気軽に楽しくご指導させていただきます。久しぶ
りに筆を持たれる方、初心者の方でも安心してご受
講いただけます。

第1・3(月)
15：30〜17：30
第2・4(日)
10：00〜12：00

月2回 3ヵ月
13,860円

12：00〜14：00

■体験レッスン あり
第1・3(火)

美しい文字を身につける講座
〜日常生活や職場で役立つ実用書〜

「美しい文字を身につけたい」と願うみなさまに、

10：15〜12：15

初心者の方に筆の持ち方、線の引き方など基本から

13：00〜15：00〈増設〉

はじめ、名前や住所、祝儀袋や手紙文など日常によ
小田 大拙

〈小筆コース〉

く使う文例を練習します。一人ひとりにあった進め

第1・3(木)

方や指導により、バランスのとれた美しい文字を習

19：00〜21：00

得していきます。
■体験レッスン あり

月2回 3ヵ月
13,860円

第1・3(土)
13：00〜15：30
(フリータイム制2時間)
第1・3(火)

美しい文字を身につける講座
〜日常生活や職場で役立つ実用書〜
〈ボールペンコース〉

「美しい文字を身につけたい」と願うみなさまに、

10：15〜12：15

初心者の方にはペン持ち方、線の引き方など基本か

13：00〜15：00〈増設〉

らはじめ、名前や住所、祝儀袋や手紙文など日常に
小田 大拙

よく使う文例を練習します。一人ひとりにあった進

第1・3(木)

め方や指導により、バランスのとれた美しい文字を

19：00〜21：00

習得していきます。
■体験レッスン あり

月2回 3ヵ月
13,860円

第1・3(土)
13：00〜15：30
(フリータイム制2時間)

※受講料欄に★印のある講座では、ご希望の方に現在ご受講中の時間に条幅の指導もします。(手本代として別途1回 4,400円必要です。)
※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

書道

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

第1・3(火)

美しい文字を身につける講座
〜日常生活や職場で役立つ実用書〜

「美しい文字を身につけたい」と願うみなさまに、

10：15〜12：15

初心者の方には筆ペンの持ち方、線の引き方など基

13：00〜15：00〈増設〉

本からはじめ、名前や住所、祝儀袋や手紙文など日
小田 大拙

〈筆ペンコース〉

常によく使う文例を練習します。一人ひとりにあっ

第1・3(木)

た進め方や指導により、バランスのとれた美しい文

19：00〜21：00

字を習得していきます。
■体験レッスン あり

月2回 3ヵ月
13,860円

第1・3(土)
13：00〜15：30
(フリータイム制2時間)

毛筆(小筆)またはペンのどちらかを選び、手紙等日

初心者のための日常文字を美しくする講
座

大目 美美

〈細筆・硬筆〉

〈筆ペン・ボールペンの練習もできま

第1・3(日)

教本「神戸笹波」実用部で進級・昇段・師範取得も

10：30〜12：30

可能です。

13：00〜15：00

月2回 3ヵ月
13,860円

■体験レッスン あり

美しい文字造形を生むための原則を指導します。慶

初心者のための日常文字を美しくする講
座

常に使用する文章や贈答・慶弔用語を練習します。

弔用語・手紙・住所・名前等日常生活での使用頻度
増田 公蘭

の高い文字や書式を学習します。小筆・筆ペン・
ボールペン・デスクペン等用具は自由です。段・級

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

13,860円

も取得できます。

す。〉

■体験レッスン あり

日頃ご使用のボールペンまたは万年筆を使って、オ

ペン習字(ボールペンの練習もできま
す。)

フィスや日常生活ですぐに役立つ硬筆習字を学んで
村田 茜鳳

(火)

いきます。初心者の方は「いろは」から練習しま

10：30〜12：30

す。かなに重点をおきながら基礎を学びます。

12：30〜14：30

月4回 3ヵ月
20,790円

■体験レッスン あり

線の引き方等基本からはじめ、文字を美しく書くポ
イントを学び実用書(名前や住所、手紙文等)へと進

実用ペン習字(筆ペンの練習もできま
す。)

めていきます。一人ひとりにあったペースと指導に
小田 大拙

より、バランスのとれた美しい文字を習得していき
ます。また、級・段位の取得もでき、ご希望の方に
は筆ペンの指導もいたします。
■体験レッスン あり

日常生活や職場で役立つ 筆ペン習字

小田 大拙

第1・3・4(月)(木)
18：00〜20：30 (フリータイ

月3回 3ヵ月

ム制2時間)

17,160円

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

18：00〜20：30 (フリータイ

13,860円

ム制2時間)

筆ペンの持ち方や線の引き方からはじめ、文字を美

第1・3(月)

しく書くポイントを学び、実用書へと進めていきま

18：00〜20：30 (フリータイ

す。冠婚葬祭での慶弔袋の表書きや住所・氏名の記

ム制2時間)

月2回 3ヵ月

帳、封筒の宛名や手紙文等、日常生活や職場で役立

第1・3(木)

13,860円

つ内容を練習していきます。
■体験レッスン あり

18：00〜20：30 (フリータイ
ム制2時間)

筆で文字を書く唯一の賞状書士はかくことで技能を

ビジネス書道
〜賞状書士をめざして〜

身につけられます。実用的な宛名、祝儀袋を始め賞
波多江 栄子

状の書き方、コツ、バランスの取り方を基礎から学
べます。小さなステップからスタートし手書きの美
しさを身につけませんか。

第2・4(土)
10：30〜12：30
12：40〜14：40

月2回 3ヵ月
13,860円

■体験レッスン あり

賞状、写経、のし袋、宛名、手紙文などの細字の楷

暮らしの書道
〜基本書道か賞状書き〜

書や行書を基礎から学びます。ご希望により半紙、
浅野 鈴秀 監修 ほか

条幅作品の楷、行、草を肉筆手本で学び競書に出品
し、師範位取得も出来ます。

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

15：30〜17：30

13,860円

■体験レッスン あり

筆ペンとボールペンが、同時に両方上達できる講座
です。自分の住所・氏名の練習や、ひらがな、カタ

筆ペンとボールペンが同時に学べる講座

赤松 錦英① ほか

カナ、日常必要な書式(のし書き・年賀状・お礼状な
ど)を中心に、調和のとれた美しい文字の書き方を丁
寧にアドバイスします。
■体験レッスン あり

第1・3(火)
10：30〜12：30①
第2・4(火)
17：00〜19：00②

月2回 3ヵ月
13,860円

19：00〜21：00②

※受講料欄に★印のある講座では、ご希望の方に現在ご受講中の時間に条幅の指導もします。(手本代として別途1回 4,400円必要です。)
※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

書道

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

悠久の歴史…毛筆によって培われた美しい文字。書

中野蘭芬の書道教室
〈漢字・実用書・かな・ペン〉

く楽しさを体感してください。墨の磨り方、筆の持
藤野 北辰 監修 ほか

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

13,200円

書の各体、かなは大字・小字、実用細字はボールペ

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

ン・筆ペン・小筆など、ご希望の種類をお選びくだ

13：30〜16：00

14,520円

ち方から指導します。奥深い古典臨書、暮らしの
書、ペン習字まで幅広く学べます。希望者には、師
範取得、毎日書道展出品の指導もいたします。
■体験レッスン あり

美しい文字を学びましょう。漢字は楷書・行書・草

漢字・かな・ペン字・実用細字

細田 清山

さい。

百人一首ほど多くの人に親しまれている歌はないと

書で楽しむ
〜百人一首〜

思います。歌の世界を色紙や短冊などに美しく楽 み
東 晃舟 ほか

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

12,210円

彫る練習から始めます。初歩を修得すると、さらに

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

上級の技法や各公募展出品作品の作り方まで学ぶこ

10：30〜12：30

20,460円

ながら、初心者には筆の使い方から丁寧に指導しま
す。万葉がなも学びます。
■体験レッスン あり

主に石印材を用い、簡単な文字から、次第に趣味豊
富な雅印や姓号印、蔵書印など多字数の印を作りま
す。初心者の方は8分角(2.5cm四方)の印材に1字印を

篆刻・篆書

尾崎 蒼石

とができ、篆書も覚えることができます。 (篆書は肉
筆手本で学びます。)
■体験レッスン あり
古代文字篆書を板に彫り岩絵具や金箔で仕上げる
書・刻・彩の三位一体の新しい書の表現です。基本
を覚えて3作目からはお一人ずつ直筆手本をお渡しし
て自由な作品づくりを楽しんでもらえます。篆書の
かき方や文字の成り立ちを学びながら、公募展出品

はじめての刻字

吉﨑 努 監修 ほか

まで、指導します。完成時の感動は意欲を昂めま
す。部屋のインテリアに、プレゼントに最適です。
体験コースもありますのでぜひお気軽にご参加くだ

第1(木)
13：15〜15：15

月2回 3ヵ月

第2(木)

15,180円

13：00〜15：00

さい。文字の成り立ちや、篆書の書き方指導。毎年
秋に会員さまの作品発表会を開催。プロ歓迎。
■体験レッスン あり
日本文化を凝縮し、江戸時代から伝承されてきた縁
起の良い文字。歌舞伎をデザイン化された文字で表
す勘亭流の書体を伝承します。江戸時代の知恵や遊
びを歌舞伎の歴史と共に紐解きながら、イメージを

〜縁起の良い文字で幸せを招く〜
歌舞伎文字勘亭流

歌舞伎文字で表現します。力強くどっしりとした、
龍澤 帆亭

手書きでしか表せない独特の文字の書き方の工夫や
遊びを提案しながら、日常生活に取り入れます。お

第2(水)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

10,230円

第4(火)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：00

13,200円

部屋に飾るのは勿論、ストラップやTシャツなど様々
なものに書いてプレゼントするなど、一緒に幸せを
招きましょう。
■体験レッスン あり
約2千年前に中国の皇帝や皇室が国の隆盛を願い、運
気を上昇させる花絵文字を描かせたのが発祥と言わ
れています。吉祥花文字は中国の花絵文字を日本風
にアレンジしたものです。文字に描かれている動植

開運！吉祥花文字

美保

物は、それぞれ意味をもち、運を呼びこむ基とな
り、お祝いなどに喜ばれています。縁起の良い吉祥
花文字を描いてみませんか？
又、認定試験もあります。
■体験レッスン あり

※受講料欄に★印のある講座では、ご希望の方に現在ご受講中の時間に条幅の指導もします。(手本代として別途1回 4,400円必要です。)
※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

書道

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

稲の藁を束ねた筆(わら書)を用い、自由な発想で自
由に描き遊べる創作書としてお楽しみ頂けます。藁
の持つ独特のかすれや偶然の表情に出逢いながら、

藁書(わらしょ)
〜稲わらで描く創作書〜

自分の大好き！を見つけていきます。作品はご自身
野中 江峰

第3(月)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：00

7,590円

くよう、様々なアイデアをお伝えします。筆が久し

第1(土)

月1回 6ヵ月

ぶりという方も大歓迎！楽しい時間、ぜひご一緒し

10：30〜12：30

17,820円

のお好きな言葉や書きたいものを自由にお持ち頂
き、気に入った一作品を表装し当日お持ち帰り頂き
ます。インテリアやプレゼント等にもご活用くださ
い。
■体験レッスン あり

歳時記や季節を感じる内容を用いて、生活に生きる
書を楽しみます。表現は自由の世界、個性の花が開

生活を楽しむ アイデア書

安川 眞慈

ましょう。
■体験レッスン あり

四季の万葉歌、脳若返る万葉の恋を書し、この講座

万葉(まんよう)筆あそび
〜脳若返る万葉の恋〜

で今も昔も変わらない「人の心」を語り合い、ひと
鈴木 葩光

第2(木)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

10,560円

アにもなる小作品を作り、和のハンコを捺して大人

第4(水)

月1回 6ヵ月

可愛く仕上げます。字の苦手な方にも楽しんでいた

10：30〜12：00

17,160円

時万葉人になってゆったり心豊かに過ごしましょ
う。
■体験レッスン あり

筆ペンで味のある字を書くコツを学び、好きな言葉

味わいのある 筆ペン書道
〜和のハンコを捺して〜

等を葉書や和紙に書いたり季節のカードやインテリ
てらさわ ひろみ

だけます。
■体験レッスン あり

※受講料欄に★印のある講座では、ご希望の方に現在ご受講中の時間に条幅の指導もします。(手本代として別途1回 4,400円必要です。)
※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

文化・歴史
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

昨今、癒しを求める方が増えている中、人気が高
まっている阿字観。阿字観とは真言宗に伝わる瞑想

高野山の瞑想法 阿字観(あじかん)修法

久利 康暢

法です。呼吸法や宇宙と一体になる事により日常生

(くり こうちょう)

活では体験できない瞑想を体得して、自己が持つ能
力を高めてみませんか？

第4(水)
16：00〜17：30
18：30〜20：00

月1回 6ヵ月
13,860円

■体験レッスン あり

般若心経は262文字の短いお経の中に仏教のエ ッセ

はじめてのお写経
〜般若心経のこころ〜

ンスが説かれています。「とらわれない心」を学ぶ
生駒 基達

ことにより混沌とする現代をおおらかに、こだわり

第4(木)

月1回 6ヵ月

なく生きるための智慧を身につけ、さらにお写経の

10：30〜12：30

15,180円

実践により心のうるおいも感じていただきます。
■体験レッスン あり

日本の仏教史を考える場合、聖徳太子を抜きにして
語ることはできない。推古天皇が即位すると皇太子
となって政治を補佐します。太子が「冠位十二階」

シルクロードのロマンと仏陀の道

児島 建次郎

や「憲法十七条」を制定し、隋の煬帝と交渉するた
め遣隋使を送ります。太子の誕生から政治の中枢と

第2・4(火)

月2回 6ヵ月

10：30〜12：00

30,360円

して取り組んだ業績などを取り上げます。
■体験レッスン あり

「『日本書紀』をゆっくり読みながら、古代史の舞
台を紙上散歩し、古代の雰囲気を追体験してみませ

史料でたどる 古代史散歩

栄原 永遠男

ん か？今期は天武天皇の時代をたどります。律令国
家がどのように仕上げられていくのか、その道筋を

第1(火)

月1回 6ヵ月

10：30〜12：00

14,520円

多面的にたどっていきたいと思います。」
古事記は、1300年以上前の712年(和銅5年)に太安万
侶によって編纂された日本における現存最古の書物
です。上・中・下の3巻からなり、上巻は天地初発か
ら日本の形成などの神話の世界を描き、中・下巻
は、神倭伊波礼毘古命即ち神武天皇から推古天皇ま
での歴代天皇の御代が語られています。古事記には

講読を通して学ぶ古事記の魅力

毛利 正守

人間味溢れるダイナミックな物語が多くあり、それ
を通して古代の人びとのあり方の一端を知ることの

第3(金)

月1回 6ヵ月

10：30〜12：00

14,520円

第1・3(日)

月2回 6ヵ月

10：30〜12：00

29,040円

できる魅力があります。本講座では、古事記本文を
上巻からテキストに沿って読み進め、語釈や文学や
歴史を解説しながら丁寧に講読のかたちをとって講
じていきます。
■体験レッスン あり
本講座で新しい教科書『はんこ』(法政大学出版 局

『はんこ』の考古学
〜アジアのハンコの謎を解く〜

2016)を用いてオリエント・シルクロード・中国・日
久米 雅雄

本などアジアのハンコの歴史の六千年を全体12 回の
講義(1回の美術館探訪、印章見学)を通して楽しく学
んでまいります。
日本の鬼は、古代律令国家が生みだした概念です。
それは古代国家に疫病や飢饉、天変地異をもたらす
荒ぶる神でもありました。私たちの祖先はその鬼の
到来を回避する方法を生み出しました。それは『古
事記』や『日本書紀』『風土記』などから、平安時
代の律令の法典『延喜式』に見いだすことができま

【新設講座】
【オンライン】
古代律令を引き継いだ近世城下町の魔界
都市プランニング

す。この鬼に関する神話的世界観は中世では、『御
佐々木 高弘

伽草子』の鬼神の物語に流入しました。近世の城下

第3(土)

町ではどのように継承されたのでしょう。特に徳川

13：00〜14：30

家康は、朝廷の文献に明るく、城下町建設に利用し

(全12回)
月1回 3ヵ月
8,580円

た痕跡が見いだせます。その他の城下町ではどう
だったのでしょう。前半は古代律令国家が生み出し
た鬼の世界を、後半は全国の城下町を旅しながら、
全12回の講座で、その痕跡を見いだす方法をお話し
ていきます。
※Zoomを使用するオンライン講座です。

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

文化・歴史
講座名

近鉄文化サロン阿倍野

象徴。絢爛豪華な天平文化が光り輝くなか、権力者
鈴木 浩

たちによる暗闘が展開された争乱の平城京でもあっ
た。長屋王の変から薬子の変までの100年間の全奈

〈全9回〉

受講料

第1(月)
13：00〜15：00

(全9回)
月1回 9ヵ月
15,840円

良時代の歴史を語り抜きます。

京・鎌倉を視野に収めつつ、鎌倉時代初期の政治展

【新設講座】
鎌倉時代初期の政治と人と書

曜日・時間

青によし平城の都は、我が国の本格的な古代国家の

奈良まほろば歴史講座
〜奈良時代全史「争乱の平城京」〜

講座内容

講師

杉橋 隆夫

〈全4回〉

開を追う。毎回2・3人の政治家の書(古文書)を取り
上げて解読、その人物の手跡と人となりとを究め

第4(土)

全4回 4ヵ月

15：30〜17：00

9,680円

る。

近江の戦国文化を、城だけでなくその周辺の歴史文
化を含め、お散歩気分で楽しむシリーズです。今回

【新設講座】
近江戦国散歩 戦いの舞台を歩く

大沼 芳幸

〈全4回〉

は、近江を舞台に繰り広げられた「戦（いくさ）」

第3(日)

に焦点を当て、その戦いの舞台となった城郭を中心

13：00〜14：30

に、様々な歴史文化遺産を「お楽しみ」の部分も含

(全4回)
月1回 4ヵ月
9,680円

めて紹介します。

2022年は、白洲正子の名作『近江山河抄』が藝術新

【新設講座】
白洲正子と近江『近江山河抄』の舞台を
歩く

潮に連載開始されて50年目の記念の年です。これを
大沼 芳幸

そしてその周辺に残された様々な文化遺産とともに

〈全4回〉

日本史・世界史
〜人物を通して新しい歴史に出会う〜

日本史
〜人物を通して新しい歴史に出会う〜

日本史・世界史
〜歴史に名をなす人物光と影〜

きっかけに『近江山河抄』舞台を白洲正子の作品、

第3(日)
10：30〜12：00

(全4回)
月1回 4ヵ月
9,680円

紹介します。

歴史の面白さは新しい歴史に出会えることです。毎
吉田 美幸

回一人の人物をとおして、人物の謎に迫り歴史を再
発見していきます。

歴史の面白さは新しい歴史に出会えることです。毎
吉田 美幸

回一人の人物をとおして、人物の謎に迫り歴史を再
発見していきます。

吉田 美幸

歴史上の人物の知られざる影の部分に光をあてるこ
とによって、真実の姿を探ってみませんか。

第1(金)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：00

5,280円

第3(金)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：00

5,280円

第1(水)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：00

3,630円

古代～近世にかけての中国・日本の伝承文化を比較
し、その共通点・相違点から中国・日本の民衆文化
を検討したい。河伯という黄河の神、治水における

【新設講座】
日本・中国の伝承文化

国家・文化、龍神、御霊会(死者の霊魂慰霊)、屈原
松田 吉郎 ほか

と龍舟(ペーロン)、ちまき、航海の神の媽祖、住吉
神社、台湾・日本の蛇信仰は各々、神信仰、実在人

第1(月)
10：30〜12：00

(全12回)
月1回 6ヵ月
15,180円

物、動物信仰である。信仰の歴史、内容から人々の
考え方、文化、国家の政策を見ていく。中国史は松
田、日本史は後藤が担当する。

世界中で愛され続けているギリシア神話。古代の原
典を丁寧に読みながら、その魅力を探っていきま

はじめてのギリシア神話

中村 満耶

す。関連の絵画や映画なども多数ご紹介します。前

第3(月)

月1回 6ヵ月

提知識は全く必要ありませんので、どうぞお気軽に

13：00〜14：30

17,160円

第4(水)

月1回 6ヵ月

10：30～12：00

18,480円

ご参加ください。
■体験レッスン あり

誰もが一度は見たことがある有名な絵画を奥深く、
幅広く解説します。まずは予備知識なしで鑑賞し、

【新設講座】
知っておきたい世界の名画
〜西洋美術の傑作を徹底解説〜(音楽鑑
賞付き)

描かれた物や人物、タイトルの由来、創作エピソー
松本 佳子

ド、画家の人生から時代背景へと読み解いていきま
す。一枚の絵画から無限に広がる美術の世界を楽し
みましょう。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

文化・歴史
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

西洋美術の巨匠たちの波乱万丈の人生と作品を、世

西洋美術の巨匠たち
～印象派の時代～音楽鑑賞付き

界史からの視点も合わせてじっくりと解説します。
松本 佳子

第4(金)

月1回 6ヵ月

13：00〜14：30

18,480円

の流れの順に取り上げ、時代背景、関わりのあった

第2(土)

月1回 6ヵ月

人物などと合わせてじっくりと解説します。今期は

10：30〜12：00

18,480円

宝石への憧れは、今も色褪せません。永く人に寄り

第1(水)

月1回 3ヵ月

添った有名な宝石・ジュエリーには様々なドラマが

10：00〜11：30

11,880円

毎回講座の最後には、その時代にちなんだ音楽も同
時に解説・鑑賞し、より深く楽しみます。今期はお
なじみの印象派と画家たちを取りあげます。

【新設講座】
日本美術の巨匠たち

日本美術の巨匠たちの波乱万丈の人生と作品を歴史
松本 佳子

室町時代の雪舟から江戸時代の尾形光琳までです。

古代より人は身を飾る手だてとして装身具を大切に
して来ました。その主役は天然宝石です。命のはか
なさに人は抗えず、それ故に永遠の色と輝きを持つ

【リニューアル講座】
絵画の中の宝石

喜多 健

～受け継がれてきた宝石たち～

あります。本講座では宝石学はもちろん、世界史、
美術史も織り込んで、そのドラマを深く考えてゆき
ます。

目の前に美しいけれど正体が分からない宝石があっ
た時、私たちは主にその色から正体をさぐります。

【新設講座】
ようこそ宝石学の教室へ

ですが、天然宝石の中でも見た目が似るものはあ
喜多 健

り、さらに人が作った物もありえます。本講座で
は、よく知られる宝石と、それに似るけれど違うも

第4(金)

月1回 3ヵ月

10：30～12：00

11,880円

第1(月)

月1回 3ヵ月

14：00〜15：30

7,260円

のとの違いを、お伝えします。なお、スピリチュア
ルな内容は含みません。

10回におよぶシルクロードの旅で撮影したおよそ2

シルクロードを旅する
〜知っているようで知らない世界を見て

万5千枚の写真から、厳選した映像を基に、自然・風
芝川 明義

度からシルクロードの魅力をお伝えします。

みよう！！〜

■体験レッスン あり

釈尊の仏教が興起した紀元前5〜6世紀の北インドに

【リニューアル講座】
ジャイナ教と仏教
～マハーヴィーラと釈尊～

土・現地の日常生活・文化・芸術など、いろんな角

おいて、仏教に酷似したジャイナ教が興起しまし
杉岡 信行

た。その開祖の名前はマハーヴィーラ。以来、ジャ

第2(火)

イナ教は、インドを中心に現在まで活動を続けてい

10：30〜12：00

ます。仏教との比較によりながら、両沙門道の思

〈全6回〉

16,500円

想・宗教を見てゆきます。

古文書をよんでみましょう。入門ですから変体仮名

古文書 入門

(全6回)
月1回 6ヵ月

管 宗次

から入りますが、原典資料にも触れてみたく思いま
す。

第2(木)

月1回 6ヵ月

10：30〜12：00

17,160円

「ある文献を理解しようと試みるときに、その文献
だけ見ていたのでは、何も見えてこない」。これ
は、大阪市立大学で村田正博先生より伝えていただ
いた、大切な教えのひとつです。『萬葉集』を縦の

『萬葉集』に親しむ

岡田 高志

糸として、『古事記』・『日本書紀』を横糸に添
え、読解に努めると、どのような古代文学の世界が

第2(土)

月1回 6ヵ月

13：00〜15：00

14,520円

第2(日)

月1回 6ヵ月

10：30〜12：00

14,520円

見えてくるのでしょうか…？「萬葉集に親しむ」の
講座名・回数を引き継いだ今春より、視野を広く、
志を高くして、誠心誠意努めます。
■体験レッスン あり

口で唱える神聖な言葉には霊魂が宿るとする「言

日本文学の潮流
〜古代文献を中心として〜

霊」信仰を基礎に、異国の文字・文化との交渉を経
岡田 高志

て誕生した日本古代文学、その世界はどんなもの
か、その潮流はいかに継承されていったかを探求し
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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

文化・歴史
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

歌人の歌と生涯をおもしろくわかりやすく解説しま

第4(木)

月1回 6ヵ月

す。古代から中世までの日本の歴史の知識も楽しみ

10：30〜12：00

17,820円

ています。物語の周辺の出来事や先行の作品などに

第2(金)

月1回 6ヵ月

も触れながら読んでいきたいと思っています。トー

10：30〜12：15

15,180円

ます。都でのめざましい復活を支えたのは何か。ロ

第1(火)

月1回 6ヵ月

マンスというよりむしろ政治家源氏を思わせる物語

13：00〜15：00

15,180円

いま大人気の百人一首。百人の中からよりすぐりの

百人一首の歌人たち

林 和清

ながら身につきます。いつからでも受講できます。

もういちど「源氏物語」を終わりまで読み返したい
とお思いの方達と巻まきのハイライトを読みなおし

「源氏物語」再読

鳥居 雅子

クありおしゃべりありで楽しんでいます。「賢木」
の巻に入ります。お気軽にご参加ください。

講読とトークを交えながら「源氏物語」を終わりま
で味わいます。明石から帰京した源氏の物語に入り

「源氏物語」を読む

鳥居 雅子

が展開していきます。
■体験レッスン あり
戦後日本の経済成長を象徴するイベントとなった
1970年の日本万国博覧会(大阪万博)。それから55年
ぶりとなる2025年に再び大阪で万博が開催されるこ
とに決まった今。本講座では、それらの原点の一つ
ともなった、とある博覧会にスポットを当ててみた

【リニューアル講座】
ぶらり大阪 博覧会編 大阪万博の原点は
戦前にあった！？

いと思います。今から100年以上前に大阪で開催さ
井上 敏孝

れた、とある博覧会の知られざる歴史をひも解く
と、現在の大阪を代表するインフラや、あの有名な

〈全3回〉

第4(土)
10：30〜12：00

(全3回)
月1回 3ヵ月
6,930円

観光地、さらには大阪の食文化やお笑い文化の源流
の一端が浮かび上がってきます。３年後の大阪万博
開催を控え、いまいちど戦前に開催された、とある
博覧会を振り返ることで、大阪の知られざる歴史や
魅力の再発見につなげてみませんか。
源氏物語は世界的に評価の高い、まさに文化遺産と
いえる作品です。今、私たちは源氏物語を、現代語
訳だけでなく、翻案小説や漫画・映画など、様々な
かたちで楽しむことができます。そのような多様な
楽しみ方ができるところも、この作品の優れた点と
言えましょう。ただ、物語の精髄にふれるには、や
はり原文で味わうのが一番です。ところが源氏物語
は千年の昔に記されたものですから、言葉や生活習
慣も今とはずいぶん異なり、独りで原文を読むに

じっくりと味わう源氏物語

水谷 隆

は、いささか高いハードルがあります。本講座で
は、受講生の皆さんとともに、言葉の意味を一つ一

第4(金)

月1回 6ヵ月

15：30〜17：00

14,520円

つ確認しながら原文をじかに味わい、ゆっくりと千
年の時を超えて源氏物語の世界に分け入っていきま
す。何かと心に余裕を失ったように見える現代だか
らこそ、そうした知的探求の時間を楽しみ、豊かな
精神生活を送ることに、大きな意味があるのではな
いでしょうか。
【今期は乙女の巻を読んでまいります。】
■体験レッスン あり
春から行っている神話講座の後編です。春の講座
は、天地創造から日向三代まで神話のストーリをな
ぞって登場する神々を図鑑のように紹介、解説して

【リニューアル講座】
神さま図鑑㊦
～神話と八百万の神々はここが面白い～
〈全6回〉

きましたが、後編では主役級の神さまの周辺に登場
安本 寿久

し、活躍する神さまたちを扱っていきます。知名度

第3(木)

こそ主役級には劣りますが、霊験あらたかだとして

13：00〜14：30

各地に祭られ、多くの参拝者を集める神さまも少な

(全6回)
月1回 6ヵ月
14,520円

くありません。その神威はどこから来るのか。私た
ちは何故、そうした神さまに惹かれるのか。一緒に
考えていきましょう。

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

文化・歴史
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

子どもの頃、あるいは大人になってから読んだ物語

イギリス児童文学
〜物語分析を楽しむ！〜

の、おもしろさの秘密をご一緒に考えてみましょ
藤井 佳子

う。イギリスを中心に、今期はアメリカとドイツの
児童文学も視野に入れて、テーマ性の高い作品を分

第3(木)

月1回 6ヵ月

13：30〜15：00

14,520円

析します。

【リニューアル講座】
古地図で辿る、なにわの橋々

西俣 稔

古地図を手に、八百八橋と云われた大阪の川筋を辿

第3(木)

月1回 3ヵ月

13：30〜15：30

8,250円

ではそれら朝鮮古代の王や人物の事績をたどりなが

第2(金)

月1回 3ヵ月

ら、朝鮮古代史や古代日朝関係をお話しようと思い

14：30〜16：00

7,590円

り、橋々の由来や歴史を語ります。

朝鮮半島では高句麗・百済・新羅さらに渤海が勃興

王や人物の事績からたどる朝鮮古代史・
古代日朝関係史

し、日本とも積極的に交流を行ってきました。ここ
井上 直樹

ます。
■体験レッスン あり
日本人として知っていて当たり前のことを、学校で
は教わらないし、親も教えない方が多い。だから、
意外と知らないことが多いかもしれません！
元旦には、みんなが初詣に行くから行く・・・けれ
ど、その神社の成り立ちや、そこにお祀りされてい
る神様の事、お参りの仕方なんて気にしたこと、な
いのではないでしょうか？
海外の方は、自国の文化や歴史についてお話しされ
るのに対して、日本人のほとんどの方は、自国の古
くからの文化や歴史の事を語れず、恥ずかしい思い

【リニューアル講座】

をされることがあるそうです。まず、大人が、日本

【オンライン】
〜元神職の孫が教える〜

南部 貴子

神社の賢いまわり方(関西編)

の古来から受け継がれている文化を知っておかない

第2(金)

と、これを次世代へ伝えていく方がいなくなってし

10：30〜11：45

まいます。

〈全3回〉

(全3回)
月1回 3ヵ月
10,560円

特に、神社仏閣の事は、興味がなければ全く知らな
い事ばかりですよね。
そこで、日本古来の歴史を絡めながら、その地域の
神社の事を学んでいただき、さらに、神社により興
味を持っていただき、神社に行く際、楽しんでいた
だける講座です。
昔の人がどんな思いで神社にお参りしていたのか、
そんなことも感じられるかもしれませんね。紀伊半
島南部について、全３回でご紹介いたします。
※Zoomを使用するオンライン講座です。
仏像の見分け方や、形などを通して【仏像のここ
ろ】私達に向けてのメッセージを読み解いてゆきま
す。心に残る路傍のかわいい石の地蔵さん！！赤い

【新設講座】
おもしろ仏像講座

よだれかけは、なぜしているの？阿弥陀さんの頭は
樋口 隆秀

なぜアフロヘアーなのか？観音さんは、なぜ蓮の華
を持っているのか？今さら
を

聞けない

素朴な疑問

第3(木)

月1回 6ヵ月

10：15〜12：15

16,500円

読み解いてゆきます。単純で初歩的なことか

ら、分かりやすく解説いたします。チョットの予備
知識が、今度仏像と接する時に新たな感動や発見が
生まれ、鑑賞力がアップします。

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

文学・文芸
講座名

俳句を楽しむ
〈初級〉

近鉄文化サロン阿倍野
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

美しい言葉と四季折々の季語に感動し、好奇心たっ
猪瀬 幸

ぷりの自分の人生を詠み楽しみませんか。初心者の
方もわかりやすく句会の中でご指導いたします。

第4(土)

月1回 6ヵ月

12：30〜14：30

14,520円

■体験レッスン あり

全くの初心者にも、既経験者にも対応したクラスで

俳句のこころ

平田 冬か

す。実作と理論の両面から、句作の楽しさ、俳句の
面白さを勉強します。

第1(金)

月1回 6ヵ月

13：30〜15：30

14,520円

■体験レッスン あり

初歩から実作指導します。随時、秀歌を鑑賞し短歌

短歌入門

桑岡 孝全

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

14,520円

アドバイスします。近代・現代の秀歌鑑賞とみなさ

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

んの作品批評をします。短歌を作る喜びを分かち合

13：00〜15：00

14,520円

の理論と歴史の基本を学びます。
■体験レッスン あり

四季の移り変わりや日々の営みを三十一文字の短歌
にしてみませんか。初めての方にもやさしく楽しく

今日から始める 短歌

前田 康子

いましょう。
■体験レッスン あり

万葉集の歌人たちの作品と人生を、史実とともに学

【リニューアル講座】
万葉集の歌人たち

んでゆきます。古代のロマンにひととき心をあそば
田中 教子

せましょう。伝説の時代からとりあげ、古事記・日
本書紀もあわせてみてゆきます。

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

15：00〜16：30

17,160円

■体験レッスン あり

【リニューアル講座】
楽しい短歌の実作と鑑賞

短歌の実作を学びます。初心者の方も楽しく学んで
田中 教子

ゆきましょう。短歌の歴史や俳句との違い、名歌鑑

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

13：00〜14：30

17,160円

世界最短詩型だからこそ表現出来る歯切れよい面白

第3(金)

月1回 3ヵ月

さをラジオでもお馴染みの講師と一緒に学んでいき

13：30〜15：30

8,250円

賞などもあわせて行います。
■体験レッスン あり

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

大西泰世のらくらく川柳

大西 泰世

ましょう。
■体験レッスン あり

漢詩作詩教室
〈初級〉

漢詩を作ってみませんか。漢詩のしくみを一からか
山本 東甌

み砕いてお話し、作詩の手ほどきをします。漢詩に
よる自己表現にチャレンジしてください。

第1(金)

月1回 6ヵ月

15：30〜17：30

14,520円

■体験レッスン あり

詩の巧拙によるクラス分けでなく、作詩経験のある

漢詩作詩教室
〈中級〉

方が対象です。七言絶句の習作(作詩練習)の批正(添
山本 東甌

第4(金)

月1回 6ヵ月

15：30〜17：30

14,520円

として残してくれます。短歌を詠み、読むことで、

第1(水)

月1回 3ヵ月

ぜひ毎日を豊かなものにしてください。講座では、

13：30〜15：30

8,910円

削)を中心に漢詩の表現法を学び、興味を深めていき
ます。
■体験レッスン あり

ふと立ち止まった風景や心に湧いた思い。短歌はそ
のときの時間の佇まいや心情を、いきいきした記憶

たっぷり楽しもう 現代短歌

なみの亜子

歌会形式で短歌の実作と批評を行い、あわせて話題
の歌集や歴代歌人の作品を鑑賞していきます。

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

お花

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

初心者の方でも、より効率的にフラワーアレンジの
基礎から学び、短期間でお得にNFD3級資格取得を目
指すためのコースです。試験対策に加えオシャレな

江口 美貴 花のサロン
〈NFD資格3級エントリーコース〉

江口 美貴 ほか

パリスタイルのブーケや季節のアレンジなどもカリ

第4(火)

キュラムに含まれます。公益社団法人日本フラワー

14：00〜21：00

デザイナー協会(NFD)の公認校として、合格率全国

第2・4(日)

トップを誇り、NFD講師による一貫指導で合格へと

10：30〜17：00

全10回 162,800円

導きます。3級資格取得後、ステップアップコース
で、2・1級の取得を目指せ、資格取得後のバック
アップも強力なスクールです。

フラワー装飾技能検定は日本で唯一のフラワーデザ

〈オンライン講座〉
花のサロン
「国家検定フラワー装飾技能士3級資格

インに関する国家資格です。就職活動やご自身のス
江口 美貴 ほか

キルアップに有効な国家資格がオンラインでリーズ
ナブルに学習できます。

取得コース」

第2・4(日)

全10回 約4ヵ月

13：00〜15：00

97,900円

(教室での受講もできます。)
フラワーアレンジが全く初めての方におすすめの
コースです。パリのスタイルの花合せで楽しくレッ
スンし、流行のデザインメソッドを講義と実技の両
面から捉え、自由にレッスンしましょう。テレビや
雑誌で活躍中のフラワーアーティスト江口美貴と

江口 美貴 花のサロン
〈プライマリーコース〉

江口 美貴 ほか

NFD新資格認定対応

第4(火)

NFD本部講師の丁寧な一貫指導により、フラワーデ

14：00〜21：00

全24回 6ヵ月

ザイナー資格NFD3級の新資格が取得できる人気講座

第2・4(日)

330,440円

です。テレビスタジオのディスプレイやウエディン

10：30〜17：00

グ、ショップ生けこみなどの人気の現場実習もカリ
キュラムに含まれます。レッスン日の振り替えや合
格保証もあり安心して学べます
■体験レッスン あり
NFD3級の資格を取得された方を対象にした上級クラ
ス。パリコレ・ショー・テレビのスタジオなど現場

江口 美貴 花のサロン
〈ステップアップコース〉

実習も豊富に組みこまれ、プロとしての即戦力が身
江口 美貴 ほか

につきます。デザインセンスや色合わせ等高度な技
術を学び1級まで取得されますとフラワーデザイ

(2級受験コース)

ナー、インストラクターとして、花の仕事の活躍の

第4(火)
14：00〜21：00
第2・4(日)

全26回 365,860円

10：30〜17：00

場も開けます。

NFD3級の資格を取得された方を対象にした上級クラ
ス。パリコレ・ショー・テレビのスタジオなど現場

江口 美貴 花のサロン
〈ステップアップコース〉

実習も豊富に組みこまれ、プロとしての即戦力が身
江口 美貴 ほか

につきます。デザインセンスや色合わせ等高度な技
術を学び1級まで取得されますとフラワーデザイ

(1級受験コース)

ナー、インストラクターとして、花の仕事の活躍の

第4(火)
14：00〜21：00
第2・4(日)

全30回 432,300円

10：30〜17：00

場も開けます。
フラワーデザイナー資格(NFD)3級から1級まで、短
期間(1年)でお得に取得できるコースです。ヨーロピ
アンフラワーデザインの基礎から学び、資格試験対
策はもちろん、テレビや雑誌で活躍中のフラワー

江口 美貴 花のサロン
〈セットコース〉
(NFD3級+2級+1級)

江口 美貴 ほか

アーティスト江口美貴ならではのセンスあふれる花

第4(火)

合わせやデザインが自然に身につきます。NFD公認

14：00〜21：00

校で合格実績はトップクラス、パリコレ・ショー・

第2・4(日)

テレビのスタジオなど現場実習も豊富にあり、花の

10：30〜17：00

全80回 994,210円

プロとして活躍できる実力を養います。デザインセ
ンスや色合わせ等、高度な技術を学び1級まで取得さ
れますと、フラワーデザイナー、インストラクター
として、花の仕事の活躍場も開けます。

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

お花

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

フラワーデザイナー資格(NFD)3級から1級まで、短
期間(1年)でお得に取得できるコースです。ヨーロピ
アンフラワーデザインの基礎から学び、資格試験対
策はもちろん、テレビや雑誌で活躍中のフラワー

江口 美貴 花のサロン
〈セットコース〉

江口 美貴 ほか

(NFD2級+1級)

アーティスト江口美貴ならではのセンスあふれる花

第4(火)

合わせやデザインが自然に身につきます。NFD公認

14：00〜21：00

校で合格実績はトップクラス、パリコレ・ショー・

第2・4(日)

テレビのスタジオなど現場実習も豊富にあり、花の

10：30〜17：00

全56回 734,791円

プロとして活躍できる実力を養います。デザインセ
ンスや色合わせ等、高度な技術を学び1級まで取得さ
れますと、フラワーデザイナー、インストラクター
として、花の仕事の活躍場も開けます。
フラワーデザイナー資格(NFD)3級から1級まで、短
期間(1年)でお得に取得できるコースです。ヨーロピ
アンフラワーデザインの基礎から学び、資格試験対
策はもちろん、テレビや雑誌で活躍中のフラワー

江口 美貴 花のサロン
〈セットコース〉

江口 美貴 ほか

(NFD2級+1級+インストラクターコース)

アーティスト江口美貴ならではのセンスあふれる花

第4(火)

合わせやデザインが自然に身につきます。NFD公認

14：00〜21：00

校で合格実績はトップクラス、パリコレ・ショー・

第2・4(日)

テレビのスタジオなど現場実習も豊富にあり、花の

10：30〜17：00

全71回 987,901円

プロとして活躍できる実力を養います。デザインセ
ンスや色合わせ等、高度な技術を学び1級まで取得さ
れますと、フラワーデザイナー、インストラクター
として、花の仕事の活躍場も開けます。
フラワーデザイナー資格(NFD)3級から1級まで、短
期間(1年)でお得に取得できるコースです。ヨーロピ
アンフラワーデザインの基礎から学び、資格試験対
策はもちろん、テレビや雑誌で活躍中のフラワー

江口 美貴 花のサロン
〈セットコース〉

江口 美貴 ほか

(NFD1級+インストラクターコース)

アーティスト江口美貴ならではのセンスあふれる花

第4(火)

合わせやデザインが自然に身につきます。NFD公認

14：00〜21：00

校で合格実績はトップクラス、パリコレ・ショー・

第2・4(日)

テレビのスタジオなど現場実習も豊富にあり、花の

10：30〜17：00

全45回 680,130円

プロとして活躍できる実力を養います。デザインセ
ンスや色合わせ等、高度な技術を学び1級まで取得さ
れますと、フラワーデザイナー、インストラクター
として、花の仕事の活躍場も開けます。

江口 美貴 花のサロン
〈デコレーションコース〉

江口 美貴 花のサロン
〈NFD資格認定集中コース〉

江口 美貴 花のサロン
〈NFDウェディングフラワーコース〉

江口 美貴 花のサロン
「レギュラーコース」

アーティフィシャルフラワーならではのデコレー
江口 美貴 ほか

ション技術と表現で、ファッション、ブライダル、

第2・4(日)

全5回 3ヵ月

インテリア、ディスプレイなど幅広く活用できるよ

11：00〜15：00

134,330円

う、高い実用性とその造形美を学ぶ講座です。

初心者からでもパリスタイルのセンスとNFD3級が取
江口 美貴 ほか

得できます。また短期間でのレッスンになり、仕事
の忙しい方や主婦の方にもおすすめです。合格保障
もついているので安心して学べます。

第4(火)
15：00〜18：00
18：00〜21：00

全18回 263,780円

第2・4(日)
13：00〜16：00

ウェディングに関する基礎知識とブーケをつくる技
江口 美貴 ほか

術等をテーマ毎に学びます。ウェディングワークを

第2・4(日)

月2回 4ヵ月

目指す方の学習の場となることを目的とし、NFD協

10：30〜17：00

92,400円

会発行のディプロマを取得することができます。

初心者からでも通いやすく気軽に学べるフラワーア
江口 美貴 ほか

レンジメントコース。ステップアップに、NFD資格
も取得できます。人気のパリスタイルが取得できま
す。

第4(火)
15：00〜17：00
18：00〜20：00
第2・4(日)

月2回 3ヵ月
43,560円

14：30〜16：30

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

お花

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

お花の専門誌でも多く取り上げられている、フラ
ワーアーティスト江口美貴が提案する『パリプリ』

江口 美貴 花のサロン
「プリザーブドフラワー・プルミエコー
ス Fleur de Paris〜 premier〜」

江口 美貴 ほか

(初めての方)

スタイル。プリザードフラワーを使って、パリスタ

第4(火)

イルの高い技術とセンス、『パリプリ』スタイルを

15：00〜17：00

学びます。プリザードフラワーが初めての方でも、

18：00〜20：00

基本のワイヤリングやテーピング、ブーケの組み方

第2・4(日)

など基本知識を学びながら、毎回、パリスタイルの

13：00〜15：00

全10回 5ヵ月
237,600円

センスフルな作品を制作するコースです。
■体験レッスン あり
お花の専門誌でも多く取り上げられている、フラ
ワーアーティスト江口美貴が提案する『パリプリ』

江口 美貴 花のサロン
「プリザーブドフラワー・プルミエコー
ス Fleur de Paris〜 premier〜」

江口 美貴 ほか

(花のサロン受講者)

スタイル。プリザードフラワーを使って、パリスタ

第4(火)

イルの高い技術とセンス、『パリプリ』スタイルを

15：00〜17：00

学びます。プリザードフラワーが初めての方でも、

18：00〜20：00

基本のワイヤリングやテーピング、ブーケの組み方

第2・4(日)

など基本知識を学びながら、毎回、パリスタイルの

13：00〜15：00

全10回 5ヵ月
221,100円

センスフルな作品を制作するコースです。
■体験レッスン あり
よりハイレベルな、フラワーアーティスト江口美貴
が提案する『パリプリ』スタイルのデザイン・技術
を学ぶコースです。プリザードフラワーのメソッド

江口 美貴 花のサロン
「プリザーブドフラワー・ディプローム

江口 美貴 ほか

コース Fleur de Paris〜 deplome〜」

のみならず、生花のフラワーデザイン・メソッドを
用いることで、ワンパターンなプリザードフラワー
のデザインを超越した、広がりのある高度なデザイ
ンを学んで頂けます。コース終了後には、AIFのディ

第4(火)
15：00〜17：00
18：00〜20：00
第2・4(日)

全12回 6ヵ月
298,320円

13：00〜15：00

プロームを発行いたします。
全くの初心者の方から始めて頂ける、高感度な最新
フレンチ講座。「パリ」と「花」を愛するあなたに
おすすめのおしゃれなレッスンです。トレンドブー
ケからアレンジメント、インテリアとのコーディ

パリの花装飾 Fleur de decoration「フ
ルール・ド・デコラシオン」

ネートまでパリのエスプリが薫る、花あしらいを学
江口 美貴 ほか

びます。ディオールなどブランドの花装飾を手掛け
るシリル・ホヌー先生の直接指導により、本場のセ

(初めての方)

第4(日)
10：30〜12：30

全48回 272,580円

ンスとテクニックを身につけましょう。イベント参
加やパリのディプロマ取得が可能な花留学もご案内
できます。
■体験レッスン あり
全くの初心者の方から始めて頂ける、高感度な最新
フレンチ講座。「パリ」と「花」を愛するあなたに
おすすめのおしゃれなレッスンです。トレンドブー
ケからアレンジメント、インテリアとのコーディ

パリの花装飾 Fleur de decoration「フ
ルール・ド・デコラシオン」

ネートまでパリのエスプリが薫る、花あしらいを学
江口 美貴 ほか

びます。ディオールなどブランドの花装飾を手掛け
るシリル・ホヌー先生の直接指導により、本場のセ

(花のサロン受講者)

第4(日)
10：30〜12：30

全48回 256,080円

ンスとテクニックを身につけましょう。イベント参
加やパリのディプロマ取得が可能な花留学もご案内
できます。
■体験レッスン あり
21世紀のフラワーデザインの主流であるドイツフ

江口 美貴 花のサロン
〈ドイツフローリストコース〉

江口 美貴 ほか

(初めての方)

ローラルを学びます。枠組みの花、シュトラオスな

第4(火)

ど 時代の先端をいくフラワーアレンジの技術トレン

14：00〜21：00

月1回 12ヵ月

ドや造形を深め独自のメソッドで学びます。姉妹提

第4(日)

215,820円

携校へのヨーロッパ留学ツアーで本場のディプロマ

13：00〜17：00

も取得可能です。

21世紀のフラワーデザインの主流であるドイツフ

江口 美貴 花のサロン
〈ドイツフローリストコース〉
(花のサロン受講者)

江口 美貴 ほか

ローラルを学びます。枠組みの花、シュトラオスな

第4(火)

ど 時代の先端をいくフラワーアレンジの技術トレン

14：00〜21：00

月1回 12ヵ月

ドや造形を深め独自のメソッドで学びます。姉妹提

第4(日)

199,320円

携校へのヨーロッパ留学ツアーで本場のディプロマ

13：00〜17：00

も取得可能です。

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

お花

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

年間3,000件のウエディングの空間演出で人気の江口

江口 美貴 花のサロン
〈ウエディングフラワー専科〉

江口 美貴 ほか

美貴のセンスが学べるコースです。トレンドブーケ

第4(火)

やコサージュ、リングピロー、オリジナルグッズま

15：00〜17：00

で学べる夢いっぱいのコースで、挙式間近な方やご

18：00〜20：00

家族、ご友人へのプレゼントも気軽に作れます。ま
た、このコースの履修設定を転換にすることによ

第2・4(日)

月2回 1ヵ月
20,020円

14：30〜16：30

り、資格検定受験へのステップアップも可能です。

リビングやエントランス、ティータイムのインテリ
アの花、ハロウィン、クリスマスなどのイベントフ

江口 美貴 花のサロン
〈インテリアフラワーコース〉

江口 美貴 ほか

第4(火)

ラワー、ドイツやパリスタイルの花束やバラエ

15：00〜17：00

ティー豊かな花のアイテムを楽しくレッスンしま

18：00〜20：00

す。また、このコースの履修設定を転換にすること

第2・4(日)

により、資格検定受験へのステップアップも可能で

14：30〜16：30

月2回 1ヵ月
14,520円

す。

純白のウェディングドレスに合わせる正当派のブー

江口 美貴 花のサロン
〈オートクチュール・フルールブライダ

ケから、艶やかなお色直しのドレスに合うブーケ
江口 美貴 ほか

造形や色を追求したアーティフィシャルフラワー独

ルコース〉

第2・4(日)

全7回 4ヵ月

11：00〜15：00

147,227円

第2・4(日)

全10回 5ヵ月

11：00〜15：00

64,372円

特のデザインと世界観を学びます。

桂由美がプロデュースするハイクオリティなアー

江口 美貴 花のサロン 桂由美のオートク
チュール・フルール認定講座

や、趣向を凝らした会場装花まで、自然の色にない

ティフィシャルフラワー(造花)を使ったコースです。
江口 美貴 ほか

花びらを「ばらす・組み立てる」といったリメイク
をおこない、キュートなコサージュやアクセサ

「花びらメイキングコース」

リー、フレームなどのアレンジメントを作ります。

NFD講師として、花のヨーロッパ、ドイツデザイン
をインターナショナルなお花で初心者の方にNFD本

フローラルアレンジメント -麗〜Setsu〜NFD講師養成〜

月2回 1ヵ月

部講師、試験審査員およびNFD講師による的確な指
導にてNFD3級資格習得を目指します。NFD公認校と
小西 麗節 ほか

して開校以来、3級、2級、1級合格率100％を継続、
試験日の自由設定、レッスン日、時間の自由振替、

〈資格検定3級取得コース〉

13,420円
第2・4(月)
15：30〜21：00

月3回 1ヵ月
19,803円
月4回 1ヵ月

お忙しい方のニーズにも添えます。プロとしての第

25,963円

一歩、達成コースです。
■体験レッスン あり
NFD資格検定3級正会員として履修、20単位で2級受
験を目指す方のコースです。ホテルでのウエディン

フローラルアレンジメント -麗〜Setsu〜NFD講師養成〜

月2回 1ヵ月

グ、ショービジネス、歌手、タレントのコンサート
等の舞台美術、政財界の晩餐会、祝宴など、当ス
小西 麗節 ほか

クールのフローラル活動を体験し、プロとしての創
案をつくりながら学びます。花のプロフェッション

〈資格検定2級取得コース〉

15,620円
第2・4(月)
15：30〜21：00

月3回 1ヵ月
23,103円
月4回 1ヵ月

にますます近づいていくご自分に気づき、力強く、

30,363円

花を学ぶ喜びが感じられるグレードアップコースで
す。
NFD2級正会員として30単位を履修、NFD1級取得、
NFD講師誕生へのコースです。あらゆるデザイン分

フローラルアレンジメント -麗〜Setsu〜NFD講師養成〜

月2回 1ヵ月

野に新しい美を創り出す共通の造形原理で、花の仕
小西 麗節 ほか

〈資格検定1級取得コース〉

17,820円

事を広範囲の活動に生かせます。花のクリエイター

第2・4(月)

として、デザイナー、インストラクターとして、グ

15：30〜21：00

月3回 1ヵ月
26,403円

ローバルに活躍するプロフェッションがこのコース

月4回 1ヵ月

からスタートしています。すぐ実践、すぐプロ活動

34,763円

に近づけます。最も注目のコースです。
ウェディング、花嫁の一番輝くその日を最高に演出
する！コースです。ウェディング会場花飾り、リン

〈NFDウェディングフラワーディプロマ
取得コース〉

月2回 1ヵ月

グピロー、ときめくキュート花嫁のブーケ、ジュエ

フローラルアレンジメント -麗〜Setsu-

リーのような花のヘアアクセサリー等を学びます。
小西 麗節 ほか

ウェディングプランナー、プロデューサーをめざす
方の必修コースです。12カリキュラム受講後、NFD
理事長名の修了証(NFDウェディングコースディプロ
マ)を取得できます。

14,520円
第2・4(月)
15：30〜21：00

月3回 1ヵ月
21,120円
月4回 1ヵ月
26,840円

■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

お花

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

プリザーブドの基本ワイヤリング花をより美しく開

〈NFDプリザーブドフラワーディプロマ

月2回 1ヵ月

花テクニックを学びブーケ、BOXフラワー壁飾り、

フローラルアレンジメント -麗〜Setsu小西 麗節 ほか

取得コース〉

受講料

20,900円

煌めくオーナメントで可愛くもエキセントリックに

第2・4(月)

も表現。妖精演出、麗～Setsuの世界を。NFDプリ

15：30〜21：00

ザーブドフラワーディプロマ取得コースです。

月3回 1ヵ月
31,185円
月4回 1ヵ月

■体験レッスン あり

41,360円

コンセプトは“花の妖精”。可憐で少しいたずら好き
な花の妖精を演出します。フレッシュ＆ドライの花

フローラルアレンジメント -麗〜Setsu〈アレンジメントコース〉

を使い、インテリア、ウエディング、パーティーの
小西 麗節 ほか

デコレーション、ギフトなど、色々なフローラルア

第2・4(月)

月2回 1ヵ月

レンジメントを学びます。お花の仲間との楽しいお

15：30〜21：00

12,320円

しゃべり、お友達とのコミュニケーション。午後の
素敵なひと時です。1年間で認定証が取得できます。
■体験レッスン あり

花のお仕事を実践なさっておられる方のコースで
す。花でホテル、劇場、フェスティバルプラザをク

フローラルアレンジメント -麗〜Setsu〈デザイナーコース〉

リエイト。そして、花嫁の美しい花飾り、新感覚で
小西 麗節 ほか

第2・4(月)

月2回 1ヵ月

15：30〜21：00

17,820円

ベルトなどに花を飾っておしゃれでエレガントな着

第2・4(月)

月1回 3ヵ月

こなしの提案もします。一年間で認定証が取得でき

15：30〜21：00

16,830円

清楚で繊細に。すべての技術でイベント、ウエディ
ングプロデュースなど、花の仕事の完成度を高めま
す。1年間で認定証が取得できます。
■体験レッスン あり

貴女のお部屋をフレッシュ＆プリザーブドで気軽に
優雅に飾りましょう。また、チョーカー、飾り衿、

フローラルアレンジメント -麗〜Setsu〈花飾り＆着こなしエレガント・アイテ

小西 麗節 ほか

ム〉

ます。
■体験レッスン あり

〈ベーシックコース〉

ベーシックコース：お花に触れる初めての方から経

(全3回)

験者の方まで、基礎から丁寧な指導を致します。

【リニューアル講座】
ナチュラルフラワー

月2回 3ヵ月

『花のある暮らしを愉しむ』コースです。
中西 由美

〜花のある暮らしを愉しむ〜

ステップアップコース：スタイリッシュな花材や資

第2(金)

材を用いて、場、テーマをイメージし、花や緑を美

10：30〜12：30

しく魅せるテクニックを学びます。『花と向き合っ

20,130円
〈ステップアップコース〉
(全3回)

て豊かな暮らしを愉しむ』コースです。

月2回 3ヵ月

■体験レッスン あり

23,430円

季節のイベントに加え、生花とアーティフィシャル

フランス国立園芸協会 認定講師に学ぶ
フランススタイル「パリのお花」

又はプリザーブドフラワーも取り入れたコースで
大北 真由美

す。パリのエスプリがきいたフランススタイルのお

第1(金)

月1回 3ヵ月

しゃれな作品をお楽しみ下さい。日本でも数少ない

13：00〜15：00

23,760円

第4(月)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

15,510円

フランス国家資格保持者が指導します。
■体験レッスン あり

アーティフィシャルフラワー、プリザーブドフラ
ワー、ドライフラワーなど、多様な素材のお花で、

季節を楽しむフラワーアレンジメント

佐藤 千夏

季節のアレンジを楽しむ講座です。ハロウィン、ク
リスマス、お正月飾りなど、イベントに合わせた
リースやオーナメントを作りましょう。初めての方
も安心して取り組めます。

可愛いお花(枯れないお花)を使って、ステキなイン
テリアフラワー雑貨が作れるフラワークラフト。お
花と雑貨のコラボレーションで、あなただけのオリ

〜ハーバリウムも作れる〜
フラワークラフト

ジナル作品が作れます。玄関やテーブル、お部屋の
大塚 ゆりこ ほか

壁をフラワー雑貨で飾るとステキな空間に！！
季節に合った作品も作れ、プレゼントにも最適で
す。ハンドメイドの楽しさを、ぜひ体感しに来てく

第2(木)
10：30〜12：30

月1回 3ヵ月

第4(木)

6,930円

10：30〜12：30

ださいね。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

お花

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

フラワーアレンジメントの基本と応用を学び、和・

フラワーコーディネート
〈本科〉

洋の花を自由自在に生けこなすナチュラルスタイリ
山本 真弓 ほか

ングの感性を磨きます。日本フラワー作家協会の認
定証が取得できます。

第2・4(水)

月2回 1ヵ月

18：30〜20：30

11,220円

(期間：1年24レッスン)
■体験レッスン あり

独自のカリキュラムで、パーティー花、店舗や会場

フラワーコーディネート
〈研究科〉

のつぼ生け、ドライフラワー・プリザーブドローズ
山本 真弓 ほか

をいかしてのスペースディスプレイ、ラッピンク、
ギフト花束など多彩なレッスン内容です。

第2・4(水)

月2回 1ヵ月

18：30〜20：30

14,520円

第2・4(水)

月2回 1ヵ月

18：30〜20：30

14,520円

(期間：1年24レッスン)

花店開業、教室運営などプロを目指す人に必要な

フラワーコーディネート
〈教授科〉

ブーケ制作、教会装飾花、オブジェディスプレイの
山本 真弓 ほか

ポイントや、花の仕入管理についても第一線で活躍
中の講師が要望に応じた指導をいたします。
(期間：1年24レッスン)

花の香りと彩りに癒されながらナチュラル感覚で自
分らしさを表現してみませんか。最新の花をどこよ
りも早くをモットーに多種の花材資材を自由にアレ

クリエイティブフラワーコーディネート

伊藤 直華

ンジできるコツと感性を磨きます。花が豊かなライ

岡本 依子

フスタイルに変えてくれます。日本フラワー作家協
会の認定証が取得できます。まずは体験からはじめ

第2(土)
15：30〜18：30
(フリータイム2時間制)

月1回 1ヵ月
7,810円

てみませんか。
■体験レッスン あり

季節のお花はもちろん様々なお花を使って、且つ天

廣之信のFLOWER CAFÉ

山田 廣之信

然素材から異質素材なども組み合わせ、キュートな

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

デザインからアグレッシブなデザインまで幅広いア

18：00〜20：00

14,520円

レンジメントを楽しく作っていきます。

多彩なセレモニーを生花のようなプリザーブドフラ
ワーをたっぷり使っておしゃれに演出してみません
か。季節のアレンジはもちろん一生に一度のブライ

プリザーブドフラワー
〜おしゃれを飾ろう！〜

ダルブーケ挙式間近の方や家族友人のブーケを個別
伊藤 直華 ほか

レッスンで心ゆくまで指導します。プリザーブドな
らではの前もって準備できるうれしいブーケレッス
ンです。ご希望の方には講師資格取得もできます。

第2(土)
15：30〜18：30
(フリータイム2時間制)

月1回 1ヵ月
7,810円

あこがれのプリザーブドレッスン！ますは体験から
はじめてみませんか。
■体験レッスン あり
色の持つ特性と効果的な配色方法を知ることは心を
癒し豊かなライフスタイルをもたらしてくれます。
当講座はみずみずしいフレッシュフラワー、プリ
ザーブドフラワー、スパイスなどの素材を使用して
バラエティ豊かな作品作りを楽しんでいただいてま

手軽で身近なセンスアップを！ フラワー
カラーコーディネート

シバタ チカコ ほか

〜花の色彩学〜

す。カリキュラムは文科省認定『色彩検定』の内容

第1・3(火)

月2回 1ヵ月

に準じて内容を設定しておりますので生活全般にい

18：30〜20：30

13,420円

る作 を毎月1作品ずつご提案しています。豊かな彩

第1(火)

月1回 3ヵ月

りと季節感に溢れたライフスタイルづくりをご一緒

18：30〜20：30

8,580円

かしていただける色彩知識が無理なく自然に身につ
いてきます。『日本フラワー作家協会』の認定証を
申請していただくことも可能です。自然のパワーを
感じながら心豊かな時間をご一緒しませんか？
■体験レッスン あり
人気のプリザーブドフラワーを使って、テーブル飾

花の色彩学Petit(プチ)
〜プリザーブドフラワーコース〜

りや壁飾りなどプレゼントとしても喜んでいただけ
シバタ チカコ ほか

に楽しんでみませんか？
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

お花

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

自分のために、友人のために！！はじめての方もOK
のブライダルブーケレッスンです。ナチュラル・モ

憧れのブライダルブーケ

山本 真弓

第2(水)

月1回 1ヵ月

18：30〜20：30

7,810円

か？ショップオーナーが旬の花の選び方やディスプ

第4(土)

月1回 1ヵ月

レイのコツ、ポイントをていねいにアドバイスいた

16：00〜18：00

5,610円

クニックも学びます。そして、ご自身やお友達、ご

第4(土)

月1回 1ヵ月

家族のためにウエディングブーケを作れるように的

16：00〜18：00

6,710円

ダン・スタイリッシュ、2回目からはご希望の花材、
スタイルで技術と感性を学び、あなただけのブーケ
を作ります。

日々の生活シーンに合わせたフラワーアレンジメン
ト。季節の花と触れ合う時間を一緒に楽しみません

ブルーオニオンのフラワーレッスン

藤本 朱実 ほか

します。
■体験レッスン あり

初心者の方でも大丈夫です。季節の花材を使って
様々なブーケを楽しみます。ブーケの基礎知識やテ

ブライダルブーケレッスン

藤本 朱実 ほか

確な指導をいたします。
■体験レッスン あり

木の実やドライフラワー、香辛料などの素材をワイ

木の実と花のアート トロッケンゲビンデ
〈基礎Ⅰ〉〈基礎Ⅱ〉

ヤーで結わえて、様々な部屋飾りをつくります。ド
森本 禮子 監修 ほか

イツに古くから伝わる、素朴で格調高い民芸クラフ
トです。

第1(月)

月1回 3ヵ月

13：40〜16：00

8,580円

■体験レッスン あり

木の実やドライフラワー、香辛料などの素材をワイ

木の実と花のアート トロッケンゲビンデ
〈上級〉

ヤーで結わえて、様々な部屋飾りをつくります。ド
櫻井 ゆき子

イツに古くから伝わる、素朴で格調高い民芸クラフ
トです。

第1(月)

月1回 3ヵ月

13：40〜16：00

9,570円

第1(月)

月1回 3ヵ月

13：40〜16：00

15,180円

■体験レッスン あり

木の実やドライフラワー、香辛料などの素材をワイ

木の実と花のアート トロッケンゲビンデ
〈研究科〉

ヤーで結わえて、様々な部屋飾りをつくります。ド
櫻井 ゆき子

イツに古くから伝わる、素朴で格調高い民芸クラフ
トです。
■体験レッスン あり

第1(木)
10：30〜15：30
庭に咲いた花を自然のままに美しく。レースやリボ

パピエ・コレ押し花 Papier Collé
OSIHANA

ンなどを使って押し花のコラージュを楽しんでみま
Mary

せんか。フルーツや野菜、美しい花の押し方からオ
リジナル作品までていねいにご指導いたします。
■体験レッスン あり

10：30〜12：30
13：30〜15：30

月1回 3ヵ月

(休憩60分あり)

15,840円

第1(土)

月1回 3ヵ月

11：30〜16：30

8,085円

11：30〜13：30
14：30〜16：30
(休憩60分あり)

一緒に押し花を楽しみませんか？四季折々に咲く
花々を残しておきたい…。そんな思いを押し花にし

押し花工房

稲田 裕美 ほか

て、葉書や装飾額などに仕上げていきます。カリ
キュラムに沿って基本からデザインへと学び、講師
資格も取得できます。

深雪アートフラワー
〈基礎コース〉

深雪アートフラワー
〈上級コース〉

白い布を花弁や葉の形に切り、着色してコテをあ
永澤 淳子

第2・4(月)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

7,260円

第1(木)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

13,200円

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

13：00〜16：00

10,560円

ら四季折々の花を作り、季節を感じられるブーケ・

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

リース等やお好みのコサージュ等を作ることができ

13：00〜16：00

13,860円

て、手作り花の楽しさを感じて頂きます。
■体験レッスン あり

布に絵を描くように着色し、多様な技法を用いなが
永澤 淳子

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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

お花

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

深雪アートフラワー
〈専修コース〉

深雪アートフラワー
〈プロコース〉

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

染色法と技術を深めて、創造性豊かな作品作りをし
永澤 淳子

ます。
単位終了の方は深雪スタジオから修了証を取得でき

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

13：00〜16：00

15,510円

ます。

植物の形や姿等の表情や風情を学びながらオリジナ
永澤 淳子

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

13：00〜16：00

18,810円

アにプレゼントにおしゃれな花です。基本を学ぶた

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

めの可愛いアレンジの花や鉢物等初級から師範まで

10：30〜12：30

13,860円

ル作品を作ります。
深雪スタジオから師範認定証を取得できます。

ラシール・フルールの花は陶器のような艶とやさし
い色合いの高級感のある作品に仕上がり、インテリ

ラシール・フルール
〜ロウの花〜

中野 政子 ほか

〈初級〉

習得できます。
■体験レッスン あり

ラシール・フルールの花は陶器のような艶とやさし

ラシール・フルール
〜ロウの花〜

い色合いの高級感のある作品に仕上がり、インテリ
中野 政子 ほか

めの可愛いアレンジの花や鉢物等初級から師範まで

〈上級〉

い色合いの高級感のある作品に仕上がり、インテリ
中野 政子 ほか

アにプレゼントにおしゃれな花です。基本を学ぶた
めの可愛いアレンジの花や鉢物等初級から師範まで

15,510円

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

17,160円

習得できます。

ラシール・フルールの花は陶器のような艶とやさし

ラシール・フルール

い色合いの高級感のある作品に仕上がり、インテリ
中野 政子 ほか

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

20,460円

を通して、ウエディングブーケの基本、ラウンド

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

ブーケ、キャスケードブーケ、ブトニア、リスト

10：30〜12：30

13,860円

アにプレゼントにおしゃれな花です。基本を学ぶた
めの可愛いアレンジの花や鉢物等初級から師範まで

〈師範科〉

習得できます。

ウエディングブーケを手作りしてみませんか。一年

ラシール・フルール
〜ロウの花〜

月2回 3ヵ月

ラシール・フルールの花は陶器のような艶とやさし

〈専修〉

〜ロウの花〜

第1・3(金)
10：30〜12：30

習得できます。

ラシール・フルール
〜ロウの花〜

アにプレゼントにおしゃれな花です。基本を学ぶた

中野 政子 ほか

〈ブライダルコース〉

レットをロウの花でつくります。

軽くて薄くのびるフワフワ粘土。好みのカラー粘土
を混ぜてステキなお花や人形を作ります。自然乾燥

【女性限定講座】
〜粘土で作る お花と飾り〜
クレイフラワー DECO クレイクラフト

塩野 浩子

〈カリキュラムⅠ〉

なので手間いらず。フラワーアレンジも勉強できま

第1・3(木)

す。笑い声があふれ、ほっと心が落ち着く教室で、

12：30〜14：30

一緒に楽しみながら、幸せを感じる趣味の時間を過

15：00〜17：00

月2回 3ヵ月
17,160円

ごしにいらっしゃいませんか。
■体験レッスン あり

軽くて薄くのびるフワフワ粘土。好みのカラー粘土

【女性限定講座】
〜粘土で作る お花と飾り〜
クレイフラワー DECO クレイクラフト

を混ぜてステキなお花や人形を作ります。自然乾燥
塩野 浩子

なので手間いらず。フラワーアレンジも勉強できま
す。笑い声のあふれる教室で、一緒に楽しみません
か。

〈カリキュラムⅡ〉

第1・3(木)
12：30〜14：30
15：00〜17：00

月2回 3ヵ月
20,460円

■体験レッスン あり

色づくりから、染色、花の創り方、ディスプレイま
でを学びます。フリルテクニックもマスターでき、

早葉子 そめ花

林 纓子

色、形、デザインと、創造の可能性を追求できま
す。コサージュ、リース、ブーケなどの作品を作り

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

17,160円

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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

お花

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

と影の使い方を覚えます。またプレゼントにも最適

第4(日)

月1回 3ヵ月

な小さな額や小物をさくさく作ります。流行のレジ

13：30〜16：30

10,230円

自分で押した押し花を使って癒しの絵画を描きま

〜自然の色をそのままに〜
アート押し花講座

しょう。奥行きのある作品にするための遠近法や光
來田 容子

ンアクセサリー製作メニューもあります。
■体験レッスン あり

(月)
伝統的ないけばなから現代的ないけばなまで、池坊

池坊
〈本科〉

のお花を基本から学べます。日常に追われて疲れた
織田 冨起子 ほか

心をお花との対話で元気にしませんか。一年で自由
花・生花の基本を学び、皆伝までのお免状の取得が
できます。
■体験レッスン あり

13：30〜21：00
フリータイム制
(16：00〜17：30を除く)
(担当： 織田 冨起子 門井 節子)
(土)

月3回 3ヵ月
26,730円

15：30〜20：00
フリータイム制
(担当：橋本 由美子 勝田 晶子)

(月)
13：30〜21：00

池坊
〈研究科〉

歴史と伝統あるいけばなを通して、生活に潤いを与
織田 冨起子 ほか

え感性を豊かにしませんか。古典的・現代的いけば
な等一人ひとりの個性を大切にして表現することを
学んでいただきます。

フリータイム制
(16：00〜17：30を除く)
(担当： 織田 冨起子 門井 節子)
(土)

月3回 3ヵ月
28,710円

15：30〜20：00
フリータイム制
(担当：橋本 由美子 勝田 晶子)

未生流は三角形を基本の構図にもつ格花が高く評価

未生流中山文甫会
〈本科〉

されています。伝統を大切にしながらも、未生流中
繁田 貞甫 ほか

山文甫会は常に時代に即した新しい花の姿を追求し

(水)

月4回 3ヵ月

ていきます。本科では基本型の盛花・瓶花を学んで

13：30〜20：00

31,350円

(水)

月4回 3ヵ月

13：30〜20：00

33,990円

いただきます。
■体験レッスン あり

本科を修了された方を対象に、盛花・瓶花に加え、

未生流中山文甫会
〈研究科〉

格花・新格花・フリースタイルなどをおけいこして
繁田 貞甫 ほか

いただきます。基本型から応用型へ、より高度な技
術が修得でき、様々ないけばなのある暮らしを楽し
んでいただけます。

月1回の気軽なお稽古です。いけばな小原流の基本

いけばな小原流
〈ビギナークラス〉

「たてるかたち」「かたむけるかたち」を学びま
吉田 豊貞 ほか

す。小学生以上の方どなたでも、小さなお子様連れ
の方も歓迎です。第1、第3火曜日どちらでも都合の
良い日を選べます。〈要予約〉

第1(火) 第3(火)
14：00〜16：30
18：00〜20：00

月1回 3ヵ月
8,910円

■体験レッスン あり

四季おりおりのお花を玄関やリビングに飾ってみま

いけばな小原流
〈初級〉

せんか？いけばな小原流初級クラスでは基本花器を
吉田 豊貞 ほか

使って、花材の特徴を生かした色彩豊かなお花を、
現代の生活空間にマッチした形で楽しめるいけばな
を基本から学んでいただきます。

第1・3(火)
14：00〜16：30
18：00〜20：00

月2回 3ヵ月
18,480円

■体験レッスン あり

いけばな小原流
〈中級〉

いけばな小原流
〈研究科〉

吉田 豊貞 ほか

初級クラスを終了されますと、小原流の伝統的な

第1・3(火)

「色彩盛花」「瓶花」へと進んでいただきます。

14：00〜16：30

■体験レッスン あり

18：00〜20：00

研究科では「文人調いけばな」「琳派調いけばな」
吉田 豊貞 ほか

「写景盛花」など高度な技術を学んでいただき、教
授者の資格を取得することができます。
■体験レッスン あり

第1・3(火)
14：00〜16：30
18：00〜20：00

月2回 3ヵ月
23,100円

月2回 3ヵ月
28,380円

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

お花

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

伝統花の「生ける花」、暮らしの中に「飾る花」と

花芸 安達流＆YOTOフラワーアレンジメ
ント

してのフラワーアレンジメント、「贈る花」として
川本 陽曈

プリザーブドフラワーまで応用範囲を拡げていきま
す。
■体験レッスン あり

この講座では、ひとり、ひとりの表現力を大切に
し、「いつでも、どこでも、誰でもいけられる」を

草月流

岡本 青珠

モットーとしています。テキストに沿って学んでい
きますので全く初めての方でも心配ありません。
■体験レッスン あり

曜日・時間

受講料

第1・3(月)
10：30〜12：30

月2回 3ヵ月

第1(月)

18,480円

10：30〜12：30

月1回 6ヵ月

第3(月)

24,420円

10：30〜12：30

第2・4(火)
15：30〜21：00

月2回 3ヵ月

第2・4(木)

18,480円

18：00〜20：00

およそ1,200年もの昔に嵯峨天皇を始祖とし、宮中に

嵯峨御流
〈本科〉

おいて発展した長い歴史と伝統をもつ生花です。本
栄長 君甫 ほか

(木)

月4回 3ヵ月

10：30〜20：00

31,350円

本科で学んだ基本を応用して、生花(流儀花)荘厳華

(木)

月4回 3ヵ月

と格調高い趣のある技術も習得でき、師範資格を取

10：30〜20：00

33,990円

得することもできます。月1回コースでは生花(流儀

第3(日)

月1回 3ヵ月

13：30〜17：30

16,500円

科では主に盛花と瓶花の基礎を学び、現在の生活空
間に美しく表現することができるようになります。
■体験レッスン あり

嵯峨御流
〈研究科〉

栄長 君甫 ほか

花)のみ指導いたします。

不器用でも大丈夫。伝統的な「格花」と現代的な

〜花・色・香りに親しんで〜
未生流

小川 花櫻甫

〈本科〉

「新花」からなる、未生流の基本から学べます。植

(金)

物の香りや色彩心理にも触れて、ご自分の癒しにも

16：00〜20：00

月4回 3ヵ月

役立ててみませんか？3回授業の時は、プリザーブド

(土)

31,350円

フラワーも使えます。

13：00〜20：00

■体験レッスン あり

ワンランクアップした花材を使って、格花や自由形

〜花・色・香りに親しんで〜
未生流

のテクニックを広げていただきます。四季折々のお
小川 花櫻甫

花で豊かな感性を育んでいただき、暦のことなども
自然と身につきます。指導者としての資格も取得で

〈研究科〉

きます。

(金)
16：00〜20：00

月4回 3ヵ月

(土)

33,990円

13：00〜20：00

季節の移ろいの美しさを、毎日の生活の中に取り入

大和未生流
〜自然の中に美を求める〜

れ生かしてきた日本人の美的感性が誕生させた花の
須山 法香斎 ほか

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

18,480円

おひとりの、ガーデニングの困ったを解決、枯らさ

第3(火)

月1回 6ヵ月

ないガーデニング、たくさん育てたくなるガーデニ

10：30〜12：00

13,860円

第1(金)

月1回 6ヵ月

10：30〜12：30

14,520円

表現。その優れた繊細な伝統的感性を大切にして、
知的で気品ある花の美しさを求めてまいります。
■体験レッスン あり

植物を育てる環境は人それぞれ違います。おひとり

初めてのベランダガーデニング

鍛治 佳容子

ングを目指しましょう。

今話題の新しい寄せ植え『プランツ・ギャザリン

プランツ・ギャザリング
〜ブーケみたいな寄せ植え〜

グ』数種類の植物をブーケのように組み合わせて植
吉田 朱里

える技法です。今までの寄せ植えにない華やかな美
しさをお楽しみいただけます。お花を交えて癒しの
時間を過ごしましょう。

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

お茶

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

三千家の宗家としての心がまえと相手の事を思いや
る心の余裕が生れます。約1年で入門習事の免状を、

表千家
〈本科〉

種村 宗順 ほか

又研究科ではお濃茶のお点前とお茶会のお客ぶりや

(月)

お道具の取り合せ等が修得できます。表千家では、

13：00〜15：00

月4回 3ヵ月

茶の湯といいます。お客様に対して心がこもった一

15：30〜17：30

34,650円

服のお茶をたてるためにお稽古を重ね今日の生活に

18：00〜20：00

生かすべく精進されてはいかがでしょうか。
■体験レッスン あり

平安時代にもたらされた抹茶が鎌倉時代に喫茶とい
う習慣を生み、室町時代に成立した茶の湯から桃山

表千家
〈研究科〉

時代に利休が“わび茶”を大成しました。お茶会に出
種村 宗順 ほか

席されお道具を拝見されて表千家の茶の湯に親し
み、楽しみを持たれてはいかがでしょうか。お濃茶
のお点前は茶筅創り、飾り物など唐物までお稽古し

(月)
13：00〜15：00

月4回 3ヵ月

15：30〜17：30

38,280円

18：00〜20：00

ます。お免状のお取り次ぎもさせていただきます。

表千家
〈特別研究科〉

許し物(盆点)のお免除をお受けになった方を対象に
八幡 和世

「茶通箱」以上のお点前と七事式のお稽古を行いま
す。教授の資格も取り次がせていただきます。

(土) 日にちはお問い 合わせく

前期4回 27,060円

ださい。 12：00〜17：00

後期4回 27,060円

利休直系の伝統を受け継ぐ裏千家の茶の湯。茶の精
神と和の心を学びながら、基礎から深いお点前へと

裏千家
〈本科〉

西川 宗進

進んでいきます。お茶会への参加の心得や、茶道の

第1・2・4 (火) (土)

作法などを学んでいき、3ヵ月間で盆略点前ができる

10：30〜20：00

月3回 3ヵ月

(水)

27,225円

ようになります。
〈新コース〉 新案「点茶卓」を使って正座をせずに

16：30〜20：00

腰をかけて 炉、風炉のお点前および、客の作法が学
べるお稽 古ができました。(火曜日のみ)
利休直系の伝統を受け継ぐ裏千家の茶の湯。茶の精

裏千家
〈研究科〉

西川 宗進

神と和の心を学びながら、基礎から深いお点前へと

第1・2・4(火)

進んでいきます。お茶会への参加の心得や、茶道の

10：30〜20：00

作法などを学んでいき、3ヵ月間で盆略点前ができる
ようになります。

(水)

月3回 3ヵ月

16：30〜20：00

30,195円

〈新コース〉 新案「点茶卓」を使って正座をせずに

(土)

腰をかけて 炉、風炉のお点前および、客の作法が学

13：00〜20：00

べるお稽 古ができました。(火曜日のみ)
利休直系の伝統を受け継ぐ裏千家の茶の湯。茶の精

裏千家
〈研究科〉

西川 宗進

神と和の心を学びながら、基礎から深いお点前へと

第2・4(火)

進んでいきます。お茶会への参加の心得や、茶道の

10：30〜20：00

作法などを学んでいき、3ヵ月間で盆略点前ができる
ようになります。

(水)

月2回 3ヵ月

16：30〜20：00

22,110円

〈新コース〉 新案「点茶卓」を使って正座をせずに

(土)

腰をかけて 炉、風炉のお点前および、客の作法が学

13：00〜20：00

べるお稽 古ができました。(火曜日のみ)

お茶会への参加の心得や、お茶の作法を学んでいた

【男性限定講座】
男の茶道

西川 宗進

〈入門〉

西川 宗進

〈本科〉
日曜茶席
〈入門〉

日曜茶席
〈本科〉

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

の方は6ヵ月でお茶やお菓子のいただき方、床の間や

10：30〜12：30

18,810円

道具類の見方などの基本を学んでいただけます。

【男性限定講座】
男の茶道

だく男性の方を対象としたクラスです。全く初めて

茶の精神と和の心を学習しながら順次深い点前へと
進んでゆきます。

初めての方のために、茶席での心づかい、お茶やお
西川 宗進

菓子のいただき方、床の間や道具類の見方など、茶
会の基本が学べます。

西川 宗進

茶の精神と和の心を学習しながら順次深い点前へと
進んでゆきます。

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

20,130円

第2・4(日)

月2回 3ヵ月

10：30〜14：00

18,810円

第2・4(日)

月2回 3ヵ月

10：30〜14：00

20,130円

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

お茶

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

(木)
10：30〜12：30
13：30〜15：30
15：30〜17：30
18：00〜20：00
第1・3(木)
10：30〜12：30
利休が提唱した「和敬静寂」の心を基調に点前作法

裏千家
〈本科〉

を通して自然を考え、人間関係の交わり方などを学
中村 宗瑳 ほか

びます。最初は茶道の概要を、その後は基礎と常識
を学び小習・茶箱・花月式を習得しお茶会へ参加す
る事も出来るようになります。
■体験レッスン あり

13：30〜15：30
15：30〜17：30
18：00〜20：00
第2・4(木)
10：30〜12：30
13：30〜15：30

月4回 3ヵ月
34,650円
月2回 3ヵ月
18,810円

15：30〜17：30
18：00〜20：00
第1・3(金)
13：30〜15：30
15：30〜17：30
18：00〜20：00
第2・4(金)
18：00〜20：00
(木)
10：30〜12：30
13：30〜15：30
15：30〜17：30
18：00〜20：00
第1・3(木)
10：30～12：30
13：30～15：30

裏千家
〈研究科〉

中村 宗瑳 ほか

利休が提唱した「和敬静寂」の心を基調に点前作法

15：30～17：30

を通して自然を考え、人間関係の交わり方などを学

18：00～20：00

びます。最初は茶道の概要を、その後は基礎と常識

第2・4(木)

を学び小習・茶箱・花月式を習得しお茶会へ参加す

10：30〜12：30

る事も出来るようになります。

13：30〜15：30

月4回 3ヵ月
38,280円
月2回 3ヵ月
21,120円

15：30〜17：30
18：00〜20：00
第1・3(金)
13：30～15：30
15：30～17：30
18：00～20：00
第2・4(金)
18：00〜20：00

〜椅子にかけて学べる茶道〜
立礼 裏千家

茶道はしたいけれど、どうも正座は苦手という方の
中村 宗瑳 ほか

ため、点茶盤という椅子にかけて学べる茶道です。
■体験レッスン あり

千利休の教えを受け継ぐ武者小路千家の略盆点前か

茶道 武者小路千家

小川 妙泉

ら薄茶・濃茶を体系だてて学び、流派の行事・茶会
なども参加できるようになります。

第1・3(金)
13：30〜15：30

月2回 3ヵ月

15：30〜17：30

18,810円

18：00〜20：00

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

10：30〜14：30

21,780円

江戸時代から続く文化を学ぶとともに、それを現代

椅子席でおけいこ煎茶 花月菴流

油谷 青慧 ほか

生活に生かすことが出来、老若男女、各々の楽しみ
方ができる講座です。

(土)

月4回 3ヵ月

10：30〜15：30

34,650円

第3(土)

月1回 3ヵ月

15：30〜17：00

13,530円

■体験レッスン あり

月1回の椅子席で気軽に中国茶・台湾茶のおけいこを
楽しみませんか。季節ごとのおいしい中国茶や台湾

茶遊サロン『中国茶・台湾茶』を楽しむ

前田 久美子

茶を味わいながら、中国茶文化、種類、効能、選び
方を学びましょう。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

お茶

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

中国茶の基礎からしっかり知りたい方、中国茶入門
者対象講座。毎回貴重な中国茶を飲み比べながら、
中国茶文化やおいしい飲み方、入れ方、効能、選び

茶遊サロン 中国茶講座 初級コース

前田 久美子

方、保存方法など楽しみます。ご都合の良い月から
始められます。6回受講で初級コース修了となりま

第4(土)

月1回 3ヵ月

13：30〜15：00

15,180円

す。
■体験レッスン あり
本格的な台湾茶・中国茶の淹れ方、飲み方、茶藝、
お茶の見分け方、お茶や茶器の買い方、保存方法な
ど学びます。初級よりもっと詳しく知りたい方、さ
らに上級を目指したい方の為の講座です。楽しみな

茶遊サロン 中国茶講座 中級コース

前田 久美子

第4(土)

月1回 3ヵ月

16：00〜17：30

16,830円

サロンのコンセプトに基づいたお茶会・茶藝(大陸・

第4(土)

月1回 3ヵ月

台湾)実践・セミナー講座の実践。ご都合の良い月か

10：30〜12：00

18,480円

がら極めて行きます。思った以上の楽しい講座で中
国茶にはまりつつ毎月美味しく楽しく受講できま
す。ご都合の良い月から始められます。6回受講で中
級コース修了となります。(修了証書有り)
(期間6ヵ月)

台湾茶・中国茶の品評、テーブルセッティング、お
茶会の実践。茶遊サロンのコンセプトの実践。茶遊

茶遊サロン 中国茶講座 上級コース

前田 久美子

ら始められます。9回受講で上級コース修了となりま
す。(修了証書有り)

茶遊サロン中国茶講座「上級コース」修了者対象講

茶遊サロン 中国茶講座 研究コース

前田 久美子

座。中国茶省別・台湾茶四大銘茶・台湾高山茶・中
国茶種類別に飲み比べます。

第3(土)

月1回 3ヵ月

18：00〜20：00

18,480円

知れば知る程おもしろい中国茶の世界。お仕事帰り
に気軽に楽しむ中国茶・台湾茶の入門編コース。初

茶稽古 気軽に楽しむ中国茶・台湾茶

前田 久美子

めての中国茶・台湾茶を気楽に本格的に楽しみま
しょう。

第4(土)

月1回 3ヵ月

18：30〜19：30

12,540円

■体験レッスン あり

美味しい台湾茶を飲みながら椅子席で気軽に台湾茶
を楽しみませんか。お茶をテーマに『台湾茶摘み製
茶体験旅行』『台湾茶館巡り』など多数の体験旅行

茶遊サロンの台湾茶教室

前田 久美子

をプロデュースしてきた経験を活かし、台湾茶と台
湾茶文化を目的別にとことん楽しむ教室にしたいと

第3(土)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：00

15,180円

思います。知れば知る程おもしろい台湾茶の世界を
気楽に本格的に楽しみましょう。

朝鮮半島では高麗時代に隆盛した「茶礼」がありま
したが、その後一時的に衰退しました。現代の韓国

韓国茶礼

趙 霞泉

では「茶礼」を復興させる文化運動を積極的に進め

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

(ちょう かせん)

ています。講座では貴重な伝統文化の継承、研究を

13：30〜15：30

23,760円

いて中(あ)てる遊び)をいたします。組香には季節や

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

歴史のエピソードにちなんだものがありますので毎

13：00〜15：30

27,720円

第1(日)

月1回 6ヵ月

11：00〜12：30

20,460円

し、また許状も申請していただけます。
■体験レッスン あり

香道には700年の伝統があります。本講座では、お

香道 泉山御流
〈初級〉

香を炷(た)くお手前のお稽古と組香(香木の香りを聞
西際 好譽 ほか

月異なった組香をお楽しみください。
■体験レッスン あり

月一回、日曜日のお昼に「和のくつろぎ 香道」をお

〜和の香りのあそび〜
日曜の香道

楽しみください。深い香りを鑑賞しながら季節ごと
花岡 紹香

の組香(香遊び)をいたしましょう。香炉の持ち方か
らご指導いたします。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

語学

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講師

【新設講座】

OTC専任

海外旅行に使える英会話

外国人講師

講座内容
海外旅行が楽しみだけど言葉が不安…そんな方の為
に！シンプルなフレーズを覚えて海外旅行を快適
に！

お友達やご家族お２人まで参加OK！ネイティブ講師

オンラインで英語time！

OTC専任
外国人講師

とあわせて最大4名さまで、時には楽しくおしゃべり
time時には英語のレッスンtime気軽に楽しくご受講
いただけます。初心者の方には、日本人スタッフが
サポートします。

曜日・時間

(木)
11：20〜12：20

曜日・時間などは語学教室受付
までお問い合わせいただくか
https://ameblo.jp/kintetsubu
nkaotc/まで

土曜に大人気の話せるようになろうよ！クラスが平

受講料
(全11回)
3ヵ月
34,209円

1回 3,960円
5回 18,150円
10回 34,100円

10回 3ヵ月

入門編！英語を話せるようになりたい人

OTC専任

日午前中に新たに開講！日本人講師による話せるよ

(月)

34,098円

集まれ～！

日本人講師

うになるレッスンを受けてみませんか？そしてネイ

10：50〜12：20

20回 6ヵ月

ティブレッスンにつなげよう。

68,198円

(月)
13：30〜14：30

外国人講師と楽しく話そう英会話

OTC専任
外国人講師

外国人クラスの60分コースが新しくできました。気

(火)

軽に楽しく外国人講師によるレッスンをご受講頂け

13：30〜14：30

ます。

(木)
11：20〜12：20

11回 3ヵ月
34,209円
22回 6ヵ月
68,418円

18：00〜19：00
3ヵ月
10回 1組(1〜2名) 40分
(月) (木)
11：50〜12：30
グループレッスンはちょっと…とお考えの方に！目

プライベートレッスン

OTC専任

〈固定制〉

外国人講師 ほか

的とステップに合ったレッスンプランを立てて学習
します。
3ヵ月または6ヵ月間のご予約可能(2022年4月から
2022年9月末まで)

(水)
13：00〜13：40
13：50〜14：30
(木)
11：00〜11：40
(金)
14：40〜15：20
15：30〜16：10

45,097円
3ヵ月
10回 1組(1〜2名) 60分
64,897円
3ヵ月
10回 1組(1〜2名) 90分
94,598円
6ヵ月
20回 40分 90,195円
6ヵ月
20回 60分 129,795円
6ヵ月
20回 90分 189,200円

たまには一人でレッスンしてみたい。英会話は初め

曜日・時間は6F OTC受付まで

プライベートレッスン

OTC専任

てでいきなりのグループレッスンは不安...という方

お問い合わせください。(月)〜

〈チケット制〉

外国人講師

にはチケット3枚から購入して預けるプライベート

(木)まで 1レッスン40分。 朝・

レッスンがおススメです。

昼・夕の時間帯がございます。

チケット制 (2022年4月～
2022年9月末まで有効。当
講座スケジュールに基づき
ます。)
16,830円

(全10回)
外国人講師とのレッスンが不安な方へ！日本語が少

(水)

3ヵ月

13：00〜14：00

30,800円

(金)

(全20回)

日本語が少し話せる外国人講師のゼロか

OTC専任

し話せる講師で英会話を楽しく学びませんか？ゼロ

らはじめる英会話

外国人講師

から始めますので初心者の方も安心してご受講頂け
ます。

13：30〜14：30

6ヵ月
61,600円

(全10回)

鍛えよう英語耳！

OTC専任
日本人講師

会話をする前提となる英語を聞く力！知識があって
も聞きとれない！日本人に多いお悩みのひとるで
す。この講座でそのお悩みを解決しましょう！

3ヵ月
(土)

37,400円

10：30〜12：00

(全20回)
6ヵ月
71,500円

会話をする前提になる英語を聞く力！英語の知識が

英検準2級の勉強をしながら英語耳を作

OTC専任

ろう！

日本人講師

あっても聞き取れない！そんな方の為に！英検準2級
の勉強をしながら、英語を聞ける耳を作りましょ
う！

10回 3ヵ月
(土)

37,400円

10：30〜12：00

20回 6ヵ月
71,500円

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

語学

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

英会話に興味はあるけど年齢的に…年下の人達と学
ぶのは少し気おくれしてしまう、とお考えの方達

60代からの日常英会話 with日本人講師

OTC専任

に！同世代のクラスメイトと楽しく安心してレッス

日本人講師

ンしてみませんか？日本人講師によるきめ細やかな
レッスンをいたします。
■体験レッスン あり

曜日・時間
〈入門〉
(土)
11：00〜12：30
〈中級〉
(土)

やさしい英会話

日本人講師 ほか

ご受講いただけるクラスです。日本人講師がきめ細
やかにご指導させてもらいます。最終レッスン日に
は外国人講師と楽しくレッスンします。

13：00〜14：30

日本人講師

会話をするのは自信がない方の為に、このクラスで

(金)

は日本人講師がきめ細やかにレッスンさせてもらい

11：00〜12：30

ます。

13：00〜14：30

■体験レッスン あり

Let's Speak！ 英会話＆日本人講師と学
ぶ日常英会話
〈フルタイム チケット制〉

固定制のみの講座が皆さまのご要望にお応えし、チ
OTC専任
外国人講師

71,500円

10回 47,300円
6ヵ月
20回 94,600円

英会話をはじめようと思ってもいきなり外国人との

日本人講師と学ぶ はじめての英会話

37,400円
全20回 6ヵ月

3ヵ月
(土)

■体験レッスン あり

OTC専任

全10回 3ヵ月

13：00〜14：30

英会話に初めてチャレンジ！という方でも安心して
OTC専任

受講料

ケット制での受講が可能になりました。ご自身のス

(月)〜(土)

テップに合うクラスをご予約していただきご受講い

10：30〜19：50までの各クラ

ただけます。ご都合の良い時に英語のレッスンをし

ス

ていただけます。

3ヵ月
10回 37,400円
6ヵ月
20回 71,500円

チケット
1枚 5,060円
5枚 25,300円
10枚 45,650円

個々のレベルに合わせてクラスを相談。体験レッス
ン受講後ご納得いただいてから入会していただけま
す。少人数制なので楽しく受講していただけます。

Let's Speak！ 英会話

OTC専任

〈STEP1〉

外国人講師

午前・お昼クラス：定員各6名、夜クラス：定員5名
道案内、買い物、趣味など日常会話の必須表現を中

3ヵ月
(水)
14：10〜15：40

11回 40,810円
6ヵ月
22回 78,320円

心にレッスンします。日常で使用する初歩的なコ
ミュニケーションができることを目指します。
■体験レッスン あり
(月)
知っている英語を使いこなすことに力をおいてレッ

Let's Speak！ 英会話

OTC専任

〈STEP2〉

外国人講師

スンします。基礎的な話題からもう少し進んだコ
ミュニケーションができるよう目指します。
■体験レッスン あり

13：00〜14：30
14：40〜16：10
(水)
11：00〜12：30
(金)

3ヵ月
11回 40,810円
6ヵ月
22回 78,320円

14：40〜16：10
(月)
19：40〜20：50
コミュニケーションの基礎となる意思表示や自分の

Let's Speak！ 英会話

OTC専任

〈STEP3〉

外国人講師

感情をある程度相手に伝えられるようにし、日常会
話からもう少しステップアップした表現を学びま
す。
■体験レッスン あり

(火)
10：30〜12：00

3ヵ月

14：40〜16：10

11回 40,810円

18：20〜19：30

6ヵ月

(水)

22回 78,320円

14：40〜16：10
(木)
13：00〜14：30
(火)

海外旅行、電話等、より幅の広い話題に必要な会話

13：00〜14：30

3ヵ月

19：40〜20：50

11回 40,810円

Let's Speak！ 英会話

OTC専任

表現を現実的な場面に沿って自分の意見、感情など

〈STEP4〉

外国人講師

目に見えない抽象的な内容を述べる力を養います。
■体験レッスン あり

(木)

6ヵ月

14：40〜16：10

22回 78,320円

19：40〜20：50

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

語学

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講師

Let's Speak！ 英会話

OTC専任

〈STEP5〉

外国人講師

講座内容

曜日・時間

与えられた場面、状況の中で、最も適切な表現を使

(月)

3ヵ月

えるようにレッスンします。自分の意見、感情など

13：00〜14：30

11回 40,810円

を論理的に話す力を身につけていきます。
■体験レッスン あり

(火)

6ヵ月

19：40〜20：50

22回 78,320円

今から英会話を始めたいけどどんな勉強をしたら話

話せるようになろうよ！英会話 入門編

OTC専任
日本人講師

せるようになる？勉強してるけどなかなか話すまで
は、、、そんな方へ！話せるようになるレッスン受
けてみませんか？そしてネイティブレッスンに繋げ

10回 3ヵ月
(土)

37,400円

14：45～16：15

20回 6ヵ月
71,500円

よう！

中学英語を諦めてしまった方や、すっかり忘れてし

すっかり忘れた人の為の中学英語

受講料

OTC専任

まった方、なんとなくの理解しかしていない方の為

日本人講師

の中学3年間の英語をやり直すクラスです。今さら人

10回 3ヵ月
(金) 9：30～10：30

に聞けない事もすっきり解決できますよ！

30,800円
20回 6ヵ月
61,600円

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。英会話をゼロから楽しく始めるレッスンで

かんたん 英会話
〈STEP1〉

す。中学のテキストを基に簡単なフレーズを使って
岸本 真由美

表現しましょう。STEP1は中学1年生、STEP2は中学
2年生の教科書を使用し、アドバンスは総復習のクラ

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

13：00〜14：15

17,820円

スです。
■体験レッスン あり

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。英会話をゼロから楽しく始めるレッスンで

かんたん 英会話
〈STEP2〉

す。中学のテキストを基に簡単なフレーズを使って
岸本 真由美

表現しましょう。STEP1は中学1年生、STEP2は中学
2年生の教科書を使用し、アドバンスは総復習のクラ

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

11：30〜12：45

17,820円

スです。
■体験レッスン あり

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。英会話をゼロから楽しく始めるレッスンで

かんたん 英会話
〈アドバンス〉

す。中学のテキストを基に簡単なフレーズを使って
岸本 真由美

表現しましょう。STEP1は中学1年生、STEP2は中学
2年生の教科書を使用し、アドバンスは総復習のクラ

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

10：10〜11：25

17,820円

スです。
■体験レッスン あり

海外旅行で、何を話しているのかわかっても、相手

楽しくゆっくり覚える 海外旅行に役立つ
英会話

に自分の言いたいことが思うように伝えられなくて
サハラ カズミ

困った経験はありませんか。旅行に役立つ会話を中
心に、楽しくわかりやすくレッスンします。

(水)

月4回 3ヵ月

15：40〜16：40

26,070円

■体験レッスン あり

英会話は苦手とあきらめないで。海外旅行や日常会

はじめての海外旅行に役立つ英会話

サハラ カズミ

話に役立つ表現を中心に、歌やゲームも取り入れ

(水)

月4回 3ヵ月

16：50〜17：50

26,070円

に伝わるように、ゆっくり楽しくレッスンします。

(水)

月4回 3ヵ月

英会話を学習するのが初めての方や、英語から長い

18：00〜19：00

26,070円

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

13：30〜14：45

17,160円

て、楽しくゆっくりレッスンします。
■体験レッスン あり

中学程度の英語を使って自分の言いたいことが相手

楽しくゆっくり学ぶ 英会話

サハラ カズミ

間離れている方におすすめのクラスです。

話せたら、聞けたら、でも無理かとあきらめてしま
う英会話。この講座では毎回ゆっくり繰り返し繰り

シルバー世代のはじめての英会話

姫野 幸子

返し授業を進めていきますので無理なくしっかり学
んでいただけます。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

語学

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

話せたら、聞けたら、でも無理かとあきらめてしま
う英会話。この講座では毎回ゆっくり繰り返し繰り

シルバー世代の英会話

姫野 幸子

返し授業を進めていきますので無理なくしっかり学
んでいただけます。

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

16：00〜17：15

17,160円

■体験レッスン あり

英語で、ユーモア短編集を楽しみながらリスニン

英語でユーモア
〜ショート・ユーモア ストーリーを楽し

姫野 幸子

む〜

グ・スピーキング能力を高めて行きましょう。中学
程度の英語がわかる方が対象です。

(月)

月4回 3ヵ月

17：30〜18：45

26,070円

■体験レッスン あり

簡単な日常生活で使う英会話を学びます。旅行英会
話や海外からの観光客の人に話しかけられたら？

英語でコミュニケーション

南出 照美

様々なエッセンスを取り入れながら、英語のコミュ
ニケーションを楽しく習得しましょう。

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

19：00〜20：30

18,480円

■体験レッスン あり

韓国語
〈中級Ⅰ〉

韓国語
〈中級Ⅲ〉

読み書きができる方が対象の講座です。難しいこと
平沢 恵子

は考えず、まずは韓国の文化や生活に興味を持って
気楽な気持ちで始めてみましょう。

平沢 恵子

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

11：10〜12：30

17,820円

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

11：00〜12：30

17,820円

象にした講座です。少しでも韓国語がわかれば、韓

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

国語ドラマや韓国旅行でも楽しさが広がります。身

13：30〜15：00

14,520円

聞き取りと読み書きができる方が対象です。

韓国語の読み書きができ簡単な会話ができる方を対

韓国語

文 聖姫

近な会話を中心にゆっくり楽しく学びます。

ゆっくり楽しく学ぶ イタリア語
〈初級〉

学習経験のある方を対象とし、文法・会話を学習し
梶原アウローラ

ていただき、イタリアの文化関係のお話もさせてい
ただきます。

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

18：30〜20：00

17,820円

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

16：20〜17：30

13,860円

■体験レッスン あり

一年以上中国語を習ったことのある方、この機会に
是非ご一緒に楽しく中国語を勉教してみませんか？

ゆっくり、しっかり積み重ね中国語

張 紅昇

簡単な会話と、中国と日本の昔話”牛郎織女や桃太
郎”など、楽しく授業を行っております。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

こども
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

聴覚の完成する1歳までの時期に、生の音楽を聞かせ

ママと一緒にベビーリトミック
R3.4.2〜R4.4.1生まれ

たり、楽器で音を出したりするのは知能の発達の上
四宮 典子

でとても大切です。同じ年ごろのお友達やママと一

月3回(火・水)

緒にいろいろな音楽に触れ、みんなで遊ぶ中で情緒

10：15〜10：55

や協調性の芽を養っていきます。

(1年間36回)
月3回 3ヵ月
17,490円

■体験レッスン あり

年齢別のグループでピアノの生の音楽とリズムに合

幼児リトミック
〈1歳児〉

わせて歌ったり、運動やお遊戯、お絵かきやコラー
四宮 典子

のカリキュラムで情操の芽を育みます。

R2.4.2〜R3.4.1生まれ

(火) (水)
11：15〜11：55

(1年間44回)
3ヵ月
21,120円

■体験レッスン あり

年齢別のグループでピアノの生の音楽とリズムに合

幼児リトミック
〈2歳児〉

ジュなど、こどもの感覚の全てを活性化しながら1年

わせて歌ったり、運動やお遊戯、お絵かきやコラー
四宮 典子

ジュなど、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。

H31.4.2〜R2.4.1生まれ

(火) (水)
12：10〜12：50

(1年間44回)
3ヵ月
21,120円

■体験レッスン あり

「聴く」「歌う・動く」「想像する」などの活動を

3歳ソルフェージュ

西本 亜香
(にしもと あこ)

通じて音楽に積極的に向かう姿勢を育み、4歳以降の

(金)

月3回 (年間36回)

ピアノレッスンで力を伸ばすための土俵作りを行い

13：30〜19：30

3ヵ月

ます。お子様の個性や反応を大事にした個人レッス

(30分個人レッスン)

28,380円

ン。

こどものピアノコース
〈4歳からのピアノ・小学生のピアノ
コース〉

身体の成長、知的な理解の発展段階にある4歳は、ピ
西本 亜香

アノを始めるのに最適な年齢です。一人一人の個性

(金)

(にしもと あこ)

に合わせた個人レッスンで自分らしく表現する楽し

13：30〜19：30

さを実感し、「音楽する力」を育みます。

月3～4回(年間40回)
3ヵ月
27,168円より

こどもたちが思い描いたイメージを色や形に表現で

カワイ造形ひろば
〈年少〜小学生〉

きるよう、造形活動を通して創造力を高めると共に
林 りえ

基本的な技術指導を行います。こどもたちが描いた
絵本を発表するフェスティバルもあります。

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

10：15〜11：45

17,160円

第1・3(日)

月2回 3ヵ月

13：00〜14：30

14,520円

■体験レッスン あり

こどもの心を豊かに育てる。これが児童絵画の大き
な目的の一つです。こどもの創造活動は生活そのも

ジュニア絵画・造形
〈4歳児〜小学生〉

ので、絵を通して様々な体験の中から、美や真実の
飯田 元美

姿を心の中に育て、技術と共に個性を豊かに伸ばし
ていきます。楽しい絵画と工作を織りまぜて進めま
す。
■体験レッスン あり

お子さまの発達段階に応じて絵画(水彩、アクリル、

ジュニア美術

中村 晃子

油彩、ねんど、工作)をご指導いたします。個性を生

〈4歳児〜中学生〉

(てるこ)

かしながら制作能力を伸ばしてまいります。
■体験レッスン あり

第4(日)
10：10〜12：10
13：00〜15：00

月1回 3ヵ月
7,260円

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

17,160円

ただき方やいろいろな器物の取り扱い方が学べ、さ

第2・4(日)

月2回 3ヵ月

らに茶道を通して、礼儀作法・日常生活の立居振舞

10：30〜12：30

12,540円

クニックを指導いたします。
■体験レッスン あり

お茶の作法
〈小学生〜中学生〉

なごやかな楽しい雰囲気の中で、お茶・お菓子のい
西川 宗進

が自然に身につきます。

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

こども
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

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

17：00〜19：00

12,540円

こどもの時にゆっくり確実に、正しい書き順・書き
方を身につけることが一生の財産である美しい文字

こども書道教室
〈4歳〜中学生〉

を生みます。本講座では、その子に合わせて、独自
岡本 飛雲

の楽しく学べるテキストを使い、基本よりていねい
に指導します。(硬筆、毛筆、または両方を選んで受
講していただけます。)
■体験レッスン あり

3才児には水書きから。筆で書く楽しさ、姿勢、集中

ぼちぼちお習字
〈3歳〜大人まで〉

力は、今後の学習の基礎をつくります。小学校へ出
浅野 爽月

張授業に行っている講師が、感性も育てます。ま
た、ご希望の保護者の方も。ご一緒にお習いいただ
ける「親子で受講コース」もございます。

月2回 3ヵ月
第1・3(木)

12,540円

16：00〜20：00

親子で受講コース 月2回

(フリータイム 約1時間)

3ヵ月
24,420円(2名分の金額です)

■体験レッスン あり

楽しく歌う中で、創造力や協調性が身につきます。
練習の成果をあべのハルカスのイベント等で発表し

あべのハルカス 少年少女合唱団・
ADVANCEクラス

土居 克江 ほか

〈小学3年生～高校生〉

ていただきます。その後各種イベントや音楽会への

(日)

月4回 1ヵ月

参加を積極的に進めて、大阪を代表する「こども合

10：15〜12：30

4,840円

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

16：20〜17：00

13,860円

唱団」として育てていくことを目標にしています。
■体験レッスン あり

英語の手遊び、英語の歌、リズム遊びを通して、楽

えいごで楽しむMusic
〈3才〜小学生3年生〉

しみながら学ぶクラスです。小さな頃からたくさん
ゆかり☆ゴスペル

の歌にふれてくちずさみ、英語と音楽を楽しむ経験
を通して心豊かな時間を過ごしませんか。
■体験レッスン あり

第2・4(火)
15：30〜21：00

こどものピアノ教室
〈個人レッスン〉

金山 寿子

4歳〜

お子さまの年齢や個性に合わせて、わかりやすくご

第2・4(木)

指導いたします。音楽を表現するたのしさ、すばら

15：00〜21：00

しさを体感いただけます。グレード取得、発表会も

第1・3(土)

あります。

10：30〜21：00
第1・2・3(日)

〈おためし3ヵ月コース〉
月2回 3ヵ月
17,160円
月3回 3ヵ月
22,440円

10：30〜17：00

第2・4(火)
15：30〜21：00

こどものエレクトーン教室
〈個人レッスン〉

金山 寿子

4歳〜

お子さまの年齢や個性に合わせて、わかりやすくご

第2・4(木)

指導いたします。音楽を表現するたのしさ、すばら

15：00〜21：00

しさを体感いただけます。グレード取得、発表会も

第1・3(土)

あります。

10：30〜21：00
第1・2・3(日)

〈おためし3ヵ月コース〉
月2回 3ヵ月
17,160円
月3回 3ヵ月
22,440円

10：30〜17：00

2020年に小学校でプログラミング必修化！マサ
チューセッツ工科大学で開発されたプログラミング

ジュニアプログラミング Scratch教室

言語で、楽しく学びながら問題を解決する力と論理

第1・3(金)

(株)オーエークリエイ

的に考える力を伸ばす講座です。少人数制で一人ず

16：00〜19：00の間で1時間

ト講師

つのペースでレッスンを進めていきます。年長〜小

30分 (年長〜小学6年生)

月2回 3ヵ月
16,212円

学3年生はScratch Jr,小学4〜6年生はScratchを使い
ます。

日本が世界に誇る伝統文化、上方舞を初心者から、

「こども上方舞」
〜きもの姿で優雅な振る舞い〜
〈小学生〜中学生〉

山村 若司桜

楽しく、やさしく、わかりやすく学ぶ教室です。き

(月)

もの姿の優雅さや舞踊を通して、きものの着方やた

16：30〜18：30

28,380円

たみ方、行儀作法や美しい立居振舞いが身につきま

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

16：30〜18：30

14,520円

す。

月4回 3ヵ月

■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

こども
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
月4回 3ヵ月

日本舞踊 花柳流
〈個人レッスン〉

日本舞踊のお稽古を通して日本の礼節・豊かな情
花柳 禮毬

操・思いやる心を学びましょう。
■体験レッスン あり

〈小学生クラス〉

(火)
16：00〜18：00
(1回30分程度)

36,960円
月3回 3ヵ月
27,720円
月2回 3ヵ月
18,480円

クラシックバレエの基本をレッスンします。柔軟で

こどもバレエ
〈3才～〉

姿勢がよく健康で美しい身体をつくり、情緒豊かな
うえの みさお ほか

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。

(火)

月4回 3ヵ月

16：00〜17：00

22,770円

■体験レッスン あり

クラシックバレエの基本をレッスンします。柔軟で

こどもバレエ
〈小学1年生〜6年生〉

姿勢がよく健康で美しい身体をつくり、情緒豊かな
うえの みさお ほか

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。

(火)

月4回 3ヵ月

17：00〜18：00

22,770円

■体験レッスン あり

クラシックバレエの基本をレッスンします。柔軟で

こどもバレエ
〈中学生〉

姿勢がよく健康で美しい身体をつくり、情緒豊かな
うえの みさお ほか

(火)

月4回 3ヵ月

18：30〜19：45

22,770円

持ちから音楽性、想像力、感性を引き出してみませ

(水)

月4回 3ヵ月

んか？体験レッスンいつでも大歓迎です。お気軽に

16：40〜17：40

22,770円

ちから音楽性、想像力、感性を引き出してみません

(水)

月4回 3ヵ月

か？体験レッスンいつでも大歓迎です。お気軽にお

17：40〜19：10

22,770円

緒を養うと共に精神力や忍耐力がつき、また自然と

(日)

月4回 3ヵ月

正しい姿勢、美しいプロポーションになります。発

12：30〜13：30

22,770円

緒を養うと共に精神力や忍耐力がつき、また自然と

(日)

月4回 3ヵ月

正しい姿勢、美しいプロポーションになります。発

13：30〜15：00

22,770円

緒を養うと共に精神力や忍耐力がつき、また自然と

(日)

月4回 3ヵ月

正しい姿勢、美しいプロポーションになります。発

16：00〜17：30

23,430円

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 あり

子供たちは音楽に合わせて踊ることが大好きです。

こどもバレエ
〈3歳〜高学年〉

音楽に合わせて跳んだり回ったり、子供の楽しい気
川本 優貴

お問合せ下さい！！
■体験レッスン あり

子供達は音楽に合わせて踊ることが大好きです。音

こどもバレエ
〈中学生〜高校生〉

楽に合わせて跳んだり回ったり、子供の楽しい気持
川本 優貴

問合せ下さい！！
■体験レッスン あり

バーレッスンから民族舞踊のステップまで、クラ

こどもバレエ
〈3歳〜小学1・2年生(初級)〉

シックバレエを基礎から練習します。リズム感や情
春木 友里沙

表会にも参加できます。
■体験レッスン あり

バーレッスンから民族舞踊のステップまで、クラ

こどもバレエ
〈小学3年生〜中学1年生〉

シックバレエを基礎から練習します。リズム感や情
春木 友里沙

表会にも参加できます。
■体験レッスン あり

バーレッスンから民族舞踊のステップまで、クラ

こどもバレエ
〈中学2年生〜大学生(上級)〉

シックバレエを基礎から練習します。リズム感や情
春木 友里沙

表会にも参加できます。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

こども
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

かで強い体をつくります。発表会にも出演でき、小

(日)

月4回 3ヵ月

品やストーリーのある全幕物の役を持つことで表現

10：30〜11：30

22,770円

かで強い体をつくります。発表会にも出演でき、小

(日)

月4回 3ヵ月

品やストーリーのある全幕物の役を持つことで表現

11：45〜12：45

22,770円

美しい音楽の中でのレッスンを通してバレエの基礎

こどもバレエ
〈3歳〜7歳児・初級〉

を学び、情操とリズム感を養い正しい姿勢、しなや
辻本 芳子 ほか

力や技術をより向上させることができます。
■体験レッスン あり

美しい音楽の中でのレッスンを通してバレエの基礎

こどもバレエ
〈小学生・初級〉

を学び、情操とリズム感を養い正しい姿勢、しなや
辻本 芳子 ほか

力や技術をより向上させることができます。
■体験レッスン あり

美しい音楽の中でのレッスンを通してバレエの基礎
を学び、情操とリズム感を養い正しい姿勢、しなや

こどもバレエ〈中級〉
〈小学生高学年～中学生〉

かで強い体をつくります。発表会にも出演でき、小
辻本 芳子 ほか

品やストーリーのある全幕物の役を持つことで表現
力や技術をより向上させることができます。トゥ

(日)

月4回 3ヵ月

13：15〜14：45

23,430円

シューズでより良く踊れるようにレッスンします。
■体験レッスン あり

KIDSモダンバレエ
〈幼児〜小2クラス〉

アニメや童謡の音楽にのってバレエの基本で姿勢を
瀧口 順子 ほか

良くし、楽しく自由に踊ることで、お子さまの感性
やリズム感、協調性を身につけていきます。

(月)

月4回 3ヵ月

16：30〜17：30

21,120円

■体験レッスン あり

バレエのように細かな決まりは無く、自由に身体を

KIDSモダンバレエ
〈小学3年生以上クラス〉

使って表現し、お子さまの自由な創造性を育てま
瀧口 順子 ほか

す。一人ひとりの個性が光るように基本練習から舞
台芸術活動まで、楽しく学びます。

(月)

月4回 3ヵ月

17：40〜19：00

21,120円

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

17：00〜18：00

12,540円

■体験レッスン あり

ハワイアンフラケイキ
(こどもクラス)

名雪 ハウナニ 瑞枝

〈5歳〜〉

本格的なハワイアンフラを楽しくわかりやすく指導
いたします。いつも笑顔のあるレッスンです。

ポンポンを持ってLet's Cheer！レッスンを通して笑

チアダンス

富永 七美

顔や思いやりなどの、チアスピリットを学びましょ

(金)

う。発表会だけでなくスポーツ応援などの経験も出

17：00〜18：00

来ます。未経験者も大歓迎です！

(幼稚園年長〜小学6年生)

月4回 3ヵ月
22,770円

■体験レッスン あり

ミュージカルをやってみたい、やらせてみたい。

〜歌おう！ 踊ろう！演じよう！〜
基礎からはじめる キッズミュージカル教
室

歌、ダンス、お芝居の基礎を楽しみながら触れてい
羽根 博司

タートにぴったりのクラスです。

〈入門・初級〉

室

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

17：30〜19：00

13,860円

■体験レッスン あり

〜歌おう！ 踊ろう！演じよう！〜
基礎からはじめる キッズミュージカル教

きます。こども達それぞれのペースに合わせた、ス

もっと上達したい！という声に応えて、楽しさの中
羽根 博司

に厳しさのスパイスを加えたクラス。入門・初級ク
ラスからさらに一歩踏み込んだ指導をめざします。

〈中級・上級〉

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

18：00〜19：30

13,860円

(土)

月4回 3ヵ月

15：00〜16：45

21,450円

身体を鍛え、武道のもつ礼儀作法や、精神力を学べ

こども合気道
〈小学生〜中学生〉

る合気道。その基本精神から基本技を、12級から
細川 博永

1・2段までの段階に応じて学びます。ハキハキとし
た、元気なこどもに育てます。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

こども
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

なわとびで体力づくりをしましょう。二重とびをは
じめ、さまざまな跳び方(技)にチャレンジしたり、

〜基礎体力づくり〜
フィジカルなわとび

早さを変えたり、正確に決めたり、楽しく跳んでい
YOUYA

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

17：00〜17：45

12,540円

使った遊びで身体の芯を作り、将来どのスポーツに

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

進んでも役に立つ体をつくることができます。遊び

16：00〜16：45

12,540円

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

17：00～18：30

11,220円

るうちに自然と体の芯がつくられていきます。どん
な運動にも応用の効く体づくりに、また運動能力の

(小学生)

アップにも繋がります。
■体験レッスン あり

縄を使った運動や遊びで、運動能力の基礎が形成さ
れる幼児期のお子さまの将来に役立つ体づくりをサ

新しい才能の発見！フィジカルなわとび
(3・4・5歳)

ポートします。縄跳びが出来ない幼児でも、縄を
YOUYA

ながら縄を跳ぶことでリズム感、体の感覚を育てて
いきます。
■体験レッスン あり

今注目を集めるスポーツ、卓球を始めてみません

こども卓球教室
(小学3年生～中学3年生)

か？経験豊富なコーチがラケットの持ち方など基礎
梅屋 拓

から丁寧に指導します。みんなで楽しく卓球をしま
しょう。
ウェアとシューズだけご準備ください。
■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

まなぼスタジオ
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

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

15：00〜16：00

11,220円

健康科学に基づいて、歌うことを楽しみながら心と
体を幸せかつ健やかな状態に保ち、誰もが口ずさめ

幸せと笑顔のためのボイストレーニング
〜歌は心と体のおクスリです〜

る愛唱歌や世界名曲などを歌い、時にはヒットソン
中野 陽子

グやクラシックまたオペラ等も取り上げます。近年
の状況から受けるストレスは大きく、心と体を幸せ
で健やかに保つ歌唱効果を実感してみませんか。
■体験レッスン あり

〈個人レッスン〉
(小学5年生〜大人)
第1・3(火)
14：00〜14：30
14：30〜15：00

楽しく歌ってボイストレーニング

中野 陽子

楽しく歌いながら、発声・呼吸・表現等の声楽の基

15：00〜15：30

本をふまえた「声づくり」をします。ハルカスのス

15：35〜16：05

月2回 3ヵ月

タジオはとりわけ響きが良く、心ゆくまでのびのび

16：10〜16：40

21,120円

と歌えます。

16：45〜17：15
第2・4(火)
16：10〜16：40
16：45〜17：15
17：20〜17：50
(1回30分)

大人のピアノコース
〈ポピュラーピアノ・クラシックピア

西本 亜香

ノ・60歳からのピアノ・デイタイムピア

(にしもと あこ)

ノコース〉

あべのハルカス近鉄本店でピアノレッス
ン

スン。お好きな曲を弾いてみませんか？
■体験レッスン あり

日々の忙しさのなか、すこしだけ自分に時間をつ
三上 香子

(金)

月2回 (年間22回)

13：30〜19：30

3ヵ月

(30分個人レッスン)

19,470円より

①第2・4(月)

かってみませんか？初心者の方から経験者まで、お

13：00〜17：00

月2回 3ヵ月

気に入りの曲から始めましょう。ピアノでリフレッ

②第2・4(水)

17,160円

シュ！お子さま連れもOKです。

15：30〜17：10

中世ヨーロッパ生まれのペーパーアートを基礎から

基礎から学ぶ ペーパークイリング
〈ボタニカルクイリング・ジャパン認定

中学生～大人まで年齢、レベルに合わせた個人レッ

学び、パーツの美しさにこだわった作品を仕上げて
井上 朝子

いきます。ご希望の方は、ボタニカルクイリング・
ジャパンのスタンダートコース受講可能です。

対応〉

第4(土)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

8,580円

■体験レッスン あり

聴覚の完成する1歳までの時期に、生の音楽を聞かせ

ママと一緒にベビーリトミック
R3.4.2〜R4.4.1生まれ

たり、楽器で音を出したりするのは知能の発達の上
四宮 典子

でとても大切です。同じ年ごろのお友達やママと一

月3回(火・水)

緒にいろいろな音楽に触れ、みんなで遊ぶ中で情緒

10：15〜10：55

や協調性の芽を養っていきます。

(1年間36回)
月3回 3ヵ月
17,490円

■体験レッスン あり

年齢別のグループでピアノの生の音楽とリズムに合

幼児リトミック
〈1歳児〉

わせて歌ったり、運動やお遊戯、お絵かきやコラー
四宮 典子

のカリキュラムで情操の芽を育みます。

R2.4.2〜R3.4.1生まれ

(火) (水)
11：15〜11：55

(1年間44回)
3ヵ月
21,120円

■体験レッスン あり

年齢別のグループでピアノの生の音楽とリズムに合

幼児リトミック
〈2歳児〉

ジュなど、こどもの感覚の全てを活性化しながら1年

わせて歌ったり、運動やお遊戯、お絵かきやコラー
四宮 典子

ジュなど、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。

H31.4.2〜R2.4.1生まれ

(火) (水)
12：10〜12：50

(1年間44回)
3ヵ月
21,120円

■体験レッスン あり

「聴く」「歌う・動く」「想像する」などの活動を

3歳ソルフェージュ

西本 亜香
(にしもと あこ)

通じて音楽に積極的に向かう姿勢を育み、4歳以降の

(金)

月3回 (年間36回)

ピアノレッスンで力を伸ばすための土俵作りを行い

13：30〜19：30

3ヵ月

ます。お子様の個性や反応を大事にした個人レッス

(30分個人レッスン)

28,380円

ン。

※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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

まなぼスタジオ
講座名
こどものピアノコース
〈4歳からのピアノ・小学生のピアノ
コース〉

近鉄文化サロン阿倍野
講座内容

講師

曜日・時間

身体の成長、知的な理解の発展段階にある4歳は、ピ
西本 亜香

アノを始めるのに最適な年齢です。一人一人の個性

(金)

(にしもと あこ)

に合わせた個人レッスンで自分らしく表現する楽し

13：30〜19：30

さを実感し、「音楽する力」を育みます。

受講料

月3～4回(年間40回)
3ヵ月
27,168円より

こどもたちが思い描いたイメージを色や形に表現で

カワイ造形ひろば
〈年少〜小学生〉

きるよう、造形活動を通して創造力を高めると共に
林 りえ

基本的な技術指導を行います。こどもたちが描いた
絵本を発表するフェスティバルもあります。

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

10：15〜11：45

17,160円

■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。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

