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〉

講師

講座内容

曜日・時間

受講料

第1(月)

月1回 3ヵ月

16：00〜17：30

6,600円+税

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
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

19：00〜20：30

13,800円+税

■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

きます。初歩から本格的なマジックまで指導しま
す。

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

18：30〜20：00

13,800円+税

■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

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

15,600円+税

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

【増設講座】
ニュースタイルの腹話術

指導します。周りの人を笑わせたい、ボランティア
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

〈増設〉
第2・4(土)
15：30〜17：30

月2回 3ヵ月
15,000円+税

第2・4(土)
18：00〜20：00

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

月2回 3ヵ月
13,200円+税

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)の王様と

四柱推命学 入門

安東 照燿

も言われている程の確率の高さがあります。自分の

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

人生を明るく切りひらいていくことが出来る講座と

13：00〜15：00

18,000円+税

四柱推命占い」の著者が直接伝授します。中途で挫

第2・4(土)

18,000円+税

折された方やブランクのある方も、一度習ってみま

12：45〜14：45

なっております。
(期間：6ヵ月)

独学では分りにくい四柱推命を、初心者の方でも分
かるように基礎から鑑定の仕方までを「よくわかる

よくわかる 四柱推命占い

山田 凰聖

月2回 3ヵ月

せんか。

月2回 6ヵ月
36,000円+税

(期間：6ヵ月)

文章で理解しようとすると難解な易経。64卦をすべ
て現代風のタロットカードにして、イメージで覚え

イメージで覚える 易タロット

山田 凰聖

ると初心者でも簡単に理解できるようになります。4
月は一からのスタートとなります。

月2回 3ヵ月
第2・4(土)
15：15〜17：15

「よくわかる手相の見方」の著者が、基礎から実践

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。
(期間：6ヵ月)

月2回 6ヵ月
36,000円+税

(期間一年)

的な手相の見方までを、実例をまじえて直接伝授し

18,000円+税

月2回 3ヵ月
第1・3(木)
19：00〜20：30

18,000円+税
月2回 6ヵ月
36,000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)

趣味

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講師

講座内容

曜日・時間

受講料

お誕生日を漢字に直すと四柱推命、数字に置きかえ
て星座を読みとくのが占星術です。ゆっくりとマイ

初めての占星術

甲月 あさ美

ペースに学ぶ超初心者向けの占星術。色々な星☆た
ちの言葉を読みときましょう。

第4(金)

月1回 3ヵ月

19：00〜20：30

9,900円+税

■体験レッスン あり

人気のルノルマンタロット。ルノルマンオラクル
カード(天使のオラクルリーデング)等を織り交ぜてル

ルノルマンタロット

甲月 あさ美

ノルマンカードを楽しむ講座です。36枚のカードな
ので初心者の方にピッタリ。秋の夜長は、おもいき

第2(金)

月1回 3ヵ月

19：00〜20：30

9,900円+税

第2(火)

月1回 3ヵ月

19：00〜20：30

9,900円+税

り占ってみましょう！

タロットは古代から神の啓示を受け取るための道具
の一つ。重要なものごとを決定する手段として使

【新設講座】
エンジェルカード(オラクル)

い、神聖なメッセージはストレスや迷いを感じてい
甲月 あさ美

る時にはとても有効です。エンジェルオラクルには
メッセージを明るくするという働きがあります。
アート的な癒しを感じられるエンジェルタロットを
学びませんか？

手相学は幸せ学。誰一人同じ手相の人はいません。

【新設講座】
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
田中 真澄

り、自分らしい幸せな生き方を見つけてみません
か。楽しい鑑定事例を交えやさしく解説しますの

〈全6回〉

第2(金)

全6回 6ヵ月

13：00〜14：30

15,600円+税

で、初心者の方も大歓迎です。

西洋・東洋を問わず占い全般を楽しく学びます。こ
の6ヵ月は四柱推命を基本から学びます。東洋易学の

楽しく学ぶ 開運占い 四柱推命
〜初心者向き！！〜

基本である五行を基本からゆっくり学びますので、
太田 匡香

四柱推命をまったく知らない方でも安心してご参加
ください。2年間で全ての課程が修了します。

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

13：00〜14：45

16,500円+税

課目内容：四柱推命・気学(方位学)・姓名診断・人
相・手相・印相・西洋占星学ほか

神秘的な絵が描かれた78枚のカードを使って占いま

未来がわかる 不思議なタロット占い
〜はじめての方向き！！〜

す。現在のことはもちろん近未来や占う相手の本心
太田 匡香

を知ることができるといわれています。それぞれの

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

カードの意味から基本的な占い方、高度な解読法ま

15：00〜16：30

16,500円+税

で順を追って学びます。
(期間：6ヵ月)

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

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

18,000円+税

命・西洋占星学・気学・タロット・ 手相・易など)
(期間：6ヵ月)

【新設講座】
学んで使える姓名学

日常使っている名前。姓名を数字に変えて画数を計
小山 華穂

算する方法を学び、姓名の持つ数字の意味や五格(天

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

格・人格・地格・外格・総格)から運勢や吉、凶をわ

19：00〜20：30

16,200円+税

かりやすく学んでいきます。

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

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

15：00〜16：30

15,600円+税

しょう！

初めての四柱推命
〈中級〉

生年月日と時間を基本として先天素質を知り、将来
萬代 衣南

を明るく見通せる力をつける学問です。基礎から鑑

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

定までわかりやすく学びます。有名人の命式を参考

17：00〜18：30

15,600円+税

に楽しくわかりやすく学びましょう！

※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。
※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)

趣味

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講師

講座内容

曜日・時間

受講料

毎回数枚ずつ、カードの絵や数字のイメージを膨ら
ませ、読み解き、意味を探ります。神話や宗教、絵

【新設講座】
初心者のためのタロットカード
〜あなたが見える・明日を創る

画や文化、歴史等々を楽しく語る上質な時間。時に
塩野 浩子

は占いも。あなたの真実が明日に向かえますよう
に。

タロットの秘密〜

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：00

15,000円+税

(期間：6ヵ月)
■体験レッスン あり

将棋を一緒に楽しみませんか？将棋のルール、駒の

将棋入門講座

長野 裕樹

動かし方から戦法、勝ち方までわかりやすく教えま
す。

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

15,000円+税

まったく初めての方、ルールは知っているが対局す

基礎からはじめる 囲碁教室
〈入門〉

る自信がない初心者の方に19路盤で対局が出来、囲
谷村 義行

碁を楽しんでいただけるように優しく指導致しま
す。

第2・3・4(日)

月3回 2ヵ月

16：15〜17：45

15,000円+税

■体験レッスン あり

TVやネットで活躍中のカリスマ棋士、谷村義行八段

義行(よしゆき)式 革命的囲碁教室
〈初級以上〉

による革命的囲碁教室。最小の努力で最大の結果を
谷村 義行

もたらす革命的指導法は「目からウロコの連続！」
と大評判！伸び悩んでいる方はぜひご参加くださ

第2・3・4(日)

月3回 3ヵ月

14：00〜16：00

20,700円+税

い。
■体験レッスン あり

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

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

12,000円+税

■体験レッスン あり

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1

コントラクトブリッジ入門

清水 誠也 ほか

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。

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

12,000円+税

■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)で折り方の基本から

たのしい折紙

梅本 吉広

順に学びます。基礎をマスターすれば申請により認

第3(日)

月1回 6ヵ月

定証が取得でき創作へと進みます。主として実用の

13：00〜16：00

13,200円+税

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

9,142円+税

第3(日)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

9,000円+税

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

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。

日々の瞬間を写真で表現しませんか。自慢のお料理

【女性専用講座】
日常を切り取る 女性のための写真教室

やお菓子、立派に育てたお花や散歩中の心に残る風
岡田 久仁子

景、少しの喜びを写真で表現しアルバムを作りま
す。プロの女性カメラマンが直接指導。初心者の方

第3(日)

月1回 6ヵ月

13：30〜15：00

15,000円+税

も大歓迎です。
■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。
※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)

趣味

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

ゴルフスクール

講師

袋 慶広

講座内容

曜日・時間

受講料

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

18,000円+税

いアプローチやパターの練習にゴルフマナー、エチ
ケットの学習なども行います。

(月)

月4回 3ヵ月

15：00〜21：00

36,000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)

