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 順子

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

29,700円+税

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 順子

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

33,000円+税

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 24,000円+税

ださい。 12：00〜17：00

後期4回 24,000円+税

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)

23,400円+税

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

26,100円+税

〈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

19,200円+税

〈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

【男性専用講座】
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

16,200円+税

道具類の見方などの基本を学んでいただけます。

【男性専用講座】
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

17,400円+税

第2・4(日)

月2回 3ヵ月

10：30〜14：00

16,200円+税

第2・4(日)

月2回 3ヵ月

10：30〜14：00

17,400円+税

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

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

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
29,700円+税
月2回 3ヵ月
16,200円+税

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

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
33,000円+税
月2回 3ヵ月
18,300円+税

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

【新設講座】
茶道 武者小路千家

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

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
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

16,200円+税

18：00〜20：00

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

10：30〜14：30

19,200円+税

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

田中 香坡 監修

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

29,700円+税

■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を味わ

茶遊サロン『中国茶・台湾茶』を楽しむ

前田 久美子

いながら、心に沁みる中国茶の淹れ方、中国茶文
化、種類、効能、選び方を学びましょう。

第3(土)

月1回 3ヵ月

15：30〜17：00

12,000円+税

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

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。毎回貴重な高級台湾茶・中国銘茶を飲
み比べながら、中国茶文化やおいしい飲み方、入れ

茶遊サロン 中国茶講座 初級コース

前田 久美子

方、効能、選び方、保存方法など楽しみます。ご都

第4(土)

月1回 3ヵ月

合の良い月から始められます。6回受講で初級コース

13：30〜15：00

13,500円+税

修了となります。(修了証書有り)
(期間6ヵ月)
■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

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

第4(土)

月1回 3ヵ月

16：00〜17：30

15,000円+税

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

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

16,500円+税

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

16,500円+税

知れば知る程おもしろい中国茶の世界。気軽に楽し

茶稽古 気軽に楽しむ中国茶・台湾茶

前田 久美子

む中国茶・台湾茶の入門編コース。初めての中国
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

11,100円+税

■体験レッスン あり

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(ちょう かせん)

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

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

21,000円+税

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

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

24,600円+税

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
西際 好譽 監修

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。

第1(日)

月1回 6ヵ月

11：00〜12：30

18,000円+税

■体験レッスン あり

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

