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
よく使う文字)および漢字・かなの3種類の中から、

毛筆書道
〈漢字・かな・実用習字〉

村田 瑞鳳

(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

(土)

段試験(師範まで)を受けることもできます。

月4回 3ヵ月
21,900円+税

10：30〜12：30

■体験レッスン あり

実用習字(名前、贈答・慶弔用語、宛名書きなど日常
よく使う文字)および漢字・かなの3種類の中から、

毛筆書道
〈漢字・かな・実用習字〉

毎月お好きな教材を1種類選んで練習していただけま
佐伯 暁嵐

す。同じ講師で毛筆全般を学んでいただけるのが特
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。
■体験レッスン あり

(火)
15：30〜17：30

月4回 3ヵ月

第2・4(日)

21,900円+税

10：30〜12：30

月2回 3ヵ月

12：30〜14：30

12,000円+税

15：00〜17：00

実用習字(名前、贈答・慶弔用語、宛名書きなど日常
よく使う文字)および漢字・かなの3種類の中から、

毛筆書道
〈漢字・かな・実用習字〉

毎月お好きな教材を1種類選んで練習していただけま
塩田 碧汀

す。同じ講師で毛筆全般を学んでいただけるのが特
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。

(火)

月4回 3ヵ月

10：15〜12：15

21,900円+税

13：00〜15：00

月2回 3ヵ月

15：00〜17：00

12,000円+税

■体験レッスン あり

美しい文字が書きたい、習いたいと思うだけでなか

毛筆書道
〈漢字・実用習字〉

なか足がむかない方、気軽に始めてみませんか。漢
河本 扇鶴

字・実用習字(小筆)ともに基本から入り、正しく美し

第1・2・4(金)

月3回 3ヵ月

10：30〜12：30

17,400円+税

本から始め俳句、短歌の散らし書きを学びます。実

(金)

21,900円+税

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

く書くようにていねいに指導します。競書出品もで
きます。
■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

月4回 3ヵ月

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
12,000円+税

■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
らに古典の臨書へと進め、希望の方は条幅作品の練

毛筆書道
〈漢字・かな・実用習字〉

習もできます。
小田 大拙

◆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。

第1・3・4(月)(木)
18：00〜20：30

月3回 3ヵ月

(フリータイム制2時間)

17,700円+税

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

18：00〜20：30

12,000円+税

(フリータイム制2時間)

■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)

楷書、行書、草書の点画の長短や、文字のバランス

10：30〜12：30

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

月4回 3ヵ月
21,900円+税

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。

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

月2回 3ヵ月
12,000円+税

(フリータイム制2時間)

■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)

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

かなの基礎(線の引き方・いろは単体)から練習し、教

毛筆書道
〈かな・実用習字〉

本「神戸笹波」を使用し、かな部または実用部で進
大目 美美

第1・3(日)

級・昇段・師範まで指導します。折りにふれ、慶

10：30〜12：30

弔・贈答用語・年賀状等も練習します。

13：00〜15：00

月2回 3ヵ月
12,000円+税

■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

書道
〜現代・古典を書で表現しましょう〜
〈かな・漢字・日常書〉

で、基礎から、美しい線で書ける様にご指導しま
村田 恒星
鈴木 麻寿子

す。自分のお名前の勉強や俳句、和歌、言葉、文章
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

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

15：30〜17：30

12,000円+税

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

12,000円+税

が ら学んでいきます。
■体験レッスン あり

「書の教室」をもとに、流麗なかなの基礎から色

書道
〈かな〉

東 晃舟

紙、短冊、条幅、手紙、はがきなどが美しく書ける

第1・2・4(水)

ように指導します。また、競書への出品を通して級

13：00〜15：00

段位・師範まで修得することができます。希望に応

15：00〜17：00

月3回 3ヵ月
21,900円+税

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

第1・2・3(月)

んか。美しく整った文字が確実に上達できるよう、

13：00〜15：00①

美文字教室

平樂 大龕①

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(水)

月3回 3ヵ月

〈漢字・かな・ 筆ペン習字・実用書〉

真鍋 清光②

を目指した練習もできます。書く楽しさ・喜びを味

19：00〜21：00②

16,200円+税

わってください。
■体験レッスン あり

第2・4(火)
19：00〜21：00①

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、
平樂 大龕

基礎から懇切ていねいに指導します。また段級取得

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

を目指した練習もできます。書く楽しさ・喜びを味

19：00〜21：00

12,000円+税

わってください。
■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点

基礎からはじめる書道
〈大筆・小筆・ ボールペン等〉

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)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

12,000円+税

■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

15,000円+税

■体験レッスン あり

お好きな道具(筆・筆ペン・ボールペン)で日常生活に
役立つ実用習字や昇段級取得など、ご希望に応じて

書のおけいこ

大田 香雨

気軽に楽しくご指導させていただきます。久しぶり

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

に筆を持たれる方、初心者の方でも安心してご受講

15：30〜17：30

12,000円+税

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。
※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)

書道

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

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〜

講座内容

講師

小田 大拙

「美しい文字を身につけたい」と願うみなさまに、

第1・3(火)

初心者の方に筆の持ち方、線の引き方など基本から

10：15〜12：15

はじめ、名前や住所、祝儀袋や手紙文など日常によ

第1・3(木)

く使う文例を練習します。一人ひとりにあった進め

19：00〜21：00

方や指導により、バランスのとれた美しい文字を習

〈小筆コース〉

得していきます。
■体験レッスン あり

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〜

小田 大拙

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〜

小田 大拙

第1・3(火)
10：15〜12：15

らはじめ、名前や住所、祝儀袋や手紙文など日常に

第1・3(木)

よく使う文例を練習します。一人ひとりにあった進

19：00〜21：00
13：00〜15：30

■体験レッスン あり

(フリータイム制2時間)

「美しい文字を身につけたい」と願うみなさまに、

第1・3(火)

初心者の方には筆ペンの持ち方、線の引き方など基

10：15〜12：15

本からはじめ、名前や住所、祝儀袋や手紙文など日

第1・3(木)

常によく使う文例を練習します。一人ひとりにあっ

19：00〜21：00

■体験レッスン あり

大目 美美

〈細筆・硬筆〉

〈筆ペン・ボールペンの練習もできま

月2回 3ヵ月
12,000円+税

13：00〜15：30
(フリータイム制2時間)

に使用する文章や贈答・慶弔用語を練習します。教

第1・3(日)

本「神戸笹波」実用部で進級・昇段・師範取得も可

10：30〜12：30

能です。

13：00〜15：00

月2回 3ヵ月
12,000円+税

■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

第1・3(土)

月2回 3ヵ月
12,000円+税

毛筆(小筆)またはペンのどちらかを選び、手紙等日常

初心者のための
日常文字を美しくする講座

第1・3(土)

習得していきます。

字を習得していきます。

月2回 3ヵ月
12,000円+税

(フリータイム制2時間)

初心者の方にはペン持ち方、線の引き方など基本か

た進め方や指導により、バランスのとれた美しい文

〈筆ペンコース〉

第1・3(土)

受講料

13：00〜15：30

「美しい文字を身につけたい」と願うみなさまに、

め方や指導により、バランスのとれた美しい文字を

〈ボールペンコース〉

曜日・時間

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1・3(金) 第2・4(金)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

12,000円+税

も取得できます。

す。〉

■体験レッスン あり

手軽におけいこができるので会社や学校などで毎日

ペン習字
(ボールペンの練習もできます。)

書く文字が上達します。いろは48文字をはじめ、の
佐伯 暁嵐

し紙や年賀状、暑中見舞などの文字や文章も安定し

(火)

月4回 3ヵ月

てきます。黒の万年筆、ボールペンまたはサインペ

18：00〜20：00

17,700円+税

ン(0.3mm)で練習します。
■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 瑞鳳

(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
17,700円+税

■体験レッスン あり

「字は体をあらわす」と言います。癖を直すために

ペン習字
(ボールペンの練習もできます。)

も「ペン習字手本集」に添って、線の引き方、基本
河本 扇鶴

点画から入り、正しく美しく書くようにご指導いた

第1・2・4(金)

月3回 3ヵ月

します。住所・氏名の書き方から始めます。競書出

10：30〜12：30

14,700円+税

品もできます。
■体験レッスン あり

美しいペン字を書くために基礎から懇切ていねいに

ペン習字
(ボールペンの練習もできます。)

塩田 碧汀

指導いたします。書く楽しさ、喜びを味わいながら

(火)

競書出品で級・段位を取得することもできます。黒

10：15〜12：15

月4回 3ヵ月

の万年筆・デスクペン・ボールペン・サインペンで

13：00〜15：00

17,700円+税

練習します。

15：00〜17：00

■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)

書道

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

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)へと進め

実用ペン習字
(筆ペンの練習もできます。)

ていきます。一人ひとりにあったペースと指導によ
小田 大拙

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

曜日・時間

受講料

第1・3・4(月)(木)
18：00〜20：30

月3回 3ヵ月

(フリータイム制2時間)

14,700円+税

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

18：00〜20：30

12,000円+税

(フリータイム制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

す。冠婚葬祭での慶弔袋の表書きや住所・氏名の記

(フリータイム制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)

12,000円+税

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)

日常生活で筆ペンを使う機会が増えてきました。基
本から学び筆ペンに慣れるよう、氏名、芳名録、慶

日常生活に役立つ 筆ペン習字

河本 扇鶴

弔用語などがしっかり書けるようにご指導いたしま
す。気軽に始めてみましょう。

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

12,000円+税

■体験レッスン あり

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
12,000円+税

■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、
松田 琴翠

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

12,000円+税

■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

カナ、日常必要な書式(のし書き・年賀状・お礼状な

岡本 飛雲②

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
12,000円+税

19：00〜21：00②

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
中野 蘭芬

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

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

11,400円+税

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

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

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。

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

10,500円+税

■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

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

18,000円+税

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

※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)

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

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

末弘 荷城

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)

13,200円+税

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

9,000円+税

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

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

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

15,600円+税

第2(木)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

9,300円+税

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

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

言葉の意味に合う形で文字をデザインし、顔彩や墨
を使ってはがき、色紙等に仕上げます。絵のような

心を伝える デザイン書道

丸山 茜葉

文字を使って心に残る書アートを作りませんか？ご
自分で考えるオリジナル作品も作ります。

第1(火)

月1回 6ヵ月

10：30〜12：30

18,000円+税

■体験レッスン あり

文字の持つ意味を理解し、自由な発想で楽しく描い
てみませんか。情感・温かさ・親近感といった喜怒

魅せるデザイン書

佐伯 勉

哀楽を思いっきり表現しましょう。初めての方にも
しっかりレクチャーします。

第2(水)

月1回 6ヵ月

15：30〜17：30

15,600円+税

第4(日)

月1回 3ヵ月

13：30〜15：30

9,300円+税

■体験レッスン あり

自分のイメージの字を書いて、布、ひも、木などを

〜書と癒しの空間〜
インテリア書

使い、オリジナリティに富んだ作品を作っていきま
福地 幸

す。製作後は、インテリアとしてお楽しみくださ
い。
■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

アにもなる小作品を作り、和のハンコを捺して大人
可愛く仕上げます。字の苦手な方にも楽しんでいた

第4(水)

月1回 6ヵ月

10：30〜12：00

15,000円+税

だけます。

※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。
※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)

