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

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

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

18,000円+税

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

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

18,000円+税

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

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

第4(金)

月1回 6ヵ月

13：00〜14：30

18,600円+税

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

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

18,000円+税

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

7,500円+税

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

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

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

14：00〜15：30

18,000円+税

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

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

18,000円+税

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

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

18,000円+税

■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

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)

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

ジャズヴォーカリストの第一人者、故アンリ菅野氏
の意志を引き継いだ講師が、英語の歌を発声、発音

ジャズヴォーカル教室

いとう 翔

など基本からていねいにレッスンいたします。リズ
ム感も身につきます。

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

19：00〜20：30

18,000円+税

■体験レッスン あり

山ほどあるジャズやポップスの人気曲。楽譜や英語
が苦手でも大丈夫！基礎からていねいにしっかりと

英語で歌うジャズ＆ポップス

十川 裕加

レッスンします。リズム感を良くする練習やかっこ
よく聞こえる発音のコツなどもレクチャーもしま

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

19：00〜20：30

18,000円+税

す。確実に上達を目指しましょう。
■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師

カンテ(フラメンコの歌)

山下 祐見江

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

15,000円+税

■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

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

18,000円+税

第1(月)

月1回 3ヵ月

10：30〜11：45

6,300円+税

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？
■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

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

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

18：30〜20：30

18,000円+税

ジャンルを越えて歌います。
■体験レッスン あり

加齢による喉の不調を感じる方にオススメ。声を蘇
らせる歌筋トレーニング(歌うための筋力をつけるト
レーニング)で身体と声を繋ぎます。また、顔のリフ

エイジングケア ボイストレーニング
〜腹式呼吸で体スッキリ！〜

トアップ効果もあります。初回に顔のアップを撮影
江本 あきこ

し、声を録音。6ヵ月後のレッスン終了後、再度顔の
撮影と声の録音をし、初回との違いを比べてみま

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：00

18,000円+税

す。実際の変化を自分で見て、聞いて、効果を実感
していただけます。
(期間：6ヵ月)

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

18,000円+税

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。

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：00

13,200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)

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

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。

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：00

13,200円+税

■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

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

13,200円+税

オは、歌声が本当に心地よく響きます。さあ、ご一

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

緒に。歌の花束を編むように、絵本の頁を繰るよう

15：00〜16：00

9,600円+税

貴方の歌声を磨きます。
■体験レッスン あり

童謡や世界名歌を心ゆくまで歌って、ボイストレー

〜ママとグランマのための声磨き〜
歌の花束＆音の絵本

ニングを楽しみます。ハルカスタワー館8Fのスタジ
中野 陽子

に楽しい歌のひとときを！
■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

18,600円+税

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♪心身を健やかに導く声磨

〜歌声で心の旅を〜
健やかボイストレーニング

きで、心豊かな歌のひとときを過ごします。やさし
中野 陽子

い童謡からだれもが知る世界名曲まで、歌いたかっ
たあの歌この歌を、のびのびと歌いましょう！

第4(金)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：00

6,600円+税

■体験レッスン あり

心に太陽、口びるに歌を♪楽しくのびのび歌って心

【増設講座】
歌って癒しとやすらぎを…

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

法で、あなたの良い歌声をひき出しましょう。

健やかボイストレーニング

〜ポップスで楽しく学ぶ〜
基礎からのボイストレーニング

を伸ばします。声楽の基本をふまえた発声法や呼吸
■体験レッスン あり

〈増設〉
第4(金)
9：00〜10：00

月1回 3ヵ月
6,300円+税

第4(金)
15：00〜16：00

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

18,000円+税

■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

心に残るポピュラー
世界の名曲を歌います

がわかれば響きのある声に変化♪懐かしい世界の名
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

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

16：00〜17：30

15,000円+税

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。
※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)

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

い姿勢で呼吸をすると、呼吸力が上がる事で呼吸が

第3(月)

月1回 3ヵ月

深まり細胞が活性化され脳と体が元気を取り戻しま

11：00〜12：30

9,000円+税

正しい姿勢で呼吸をすると話すとき、歌う時に美し
い声が出るようになります。正しい姿勢で呼吸をす

健康ボイストレーニング
〜美しい姿勢で美しい声〜

ると代謝が上がり、痩せやすい体になります。正し
山下 みさこ

す。トレーニングで美しい姿勢と声を手に入れま
しょう。
■体験レッスン あり

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

声になってしまう。こんな悩みを即解決する、コツ

第1・3(金)

月2回 3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

15,600円+税

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

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

10：00〜11：30

15,000円+税

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)

9,000円+税

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 of
岩藤 雅子

Peaceのメンバーと共にジャンルや世代を超えて一

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

緒に歌ってみませんか？ステージでの感動をぜひ体

17：00〜18：20

18,455円+税

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 of
岩藤 雅子

Peaceのメンバーと共にジャンルや世代を超えて一

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

緒に歌ってみませんか？ステージでの感動をぜひ体

19：30〜20：50

20,855円+税

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

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。

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

18：30〜19：20

18,000円+税

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

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

12,600円+税

第2(金)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：00

9,000円+税

者、歓迎！
■体験レッスン あり

6つのコツがわかれば声は出やすくなります。どうし
たら今より歌がうまくなるんだろう？そんなお悩み
を、人気曲を使ってレッスンしていきます。“好きな

歌唱力アップのコツ
〜ジャズからポップスまで〜

曲を自分らしく、気持ち良く歌う”をコンセプトに、
十川 裕加

歌唱力アップを目指します。ボイストレーナーでも
ある講師が、発声のコツを理論的に解説しますので
初心者の方でも確実に上達を目指すことが出来ま
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)

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

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

18,000円+税

■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

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

15：30〜16：30

10,800円+税

ます。
■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
〈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

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

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

19：00〜20：00

10,800円+税

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

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

10,800円+税

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
26,400円+税

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

18,000円+税

共に味わいます。まずは発声体操から始めます。

心身をリラックスする発声体操から始め、歌にまつ

小林陽子 こころの歌
〈童謡・唱歌〉

わるエピソード等も学びながら歌う喜びと日本語の
小林 陽子

美しさをじっくり味わいましょう。唱歌やポピュ
ラー名曲を楽しく歌い、健康になった、声が出るよ

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：15

18,000円+税

うになったと評判です。

阿部和子 歌声サロン
〜童謡・唱歌からポピュラーまで〜

童謡・唱歌・懐メロから日本・世界の名曲までテキ
阿部 和子

ストとプリントを利用してわかりやすく指導しま
す。発声法や表現力もトレーニングしながら楽しく

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

13：15〜14：45

12,000円+税

声をあわせて歌いましょう。

〈Aクラス〉

心に響く世界の愛唱歌

稲毛 恭子

歌うための発声法を学び、美しい日本と世界の愛唱

第3(水)

歌・童謡・名曲集より歌い楽しみましょう。名曲の

13：00〜14：30

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

〈Bクラス〉

月1回 3ヵ月
6,000円+税

第1(水)
13：00〜14：30

※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。
※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)

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

〈Aクラス〉

心に響く世界の愛唱歌

稲毛 恭子

歌うための発声法を学び、美しい日本と世界の愛唱

第3(水)

歌・童謡・名曲集より歌い楽しみましょう。名曲の

13：00〜14：30

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

〈Bクラス〉

月2回 3ヵ月
12,000円+税

第1(水)
13：00〜14：30

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

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

15,000円+税

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

【女性専用講座】
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

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

18,000円+税

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

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

15,000円+税

第3(火)

月1回 3ヵ月

15：00〜16：15

6,300円+税

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

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。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

18,000円+税

す。
■体験レッスン あり

プロ歌手で培った経験と技であなたの歌唱力のレベ
ルアップのお手伝いをいたします。カラオケで老化

すぐに歌える あなたのための歌謡教室

川口 哲也

予防と集中力を養い、健康と友達作り、ピアノで基
本(ボイスとカツゼツ)をマスターし、男女共学で楽し

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

10：15〜12：15

15,000円+税

く学びましょう。
■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

すぐに歌える カラオケ教室
(120分)

カラオケで基本をしっかり学び集中力をつけ歌唱力
川口 哲也

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

15,000円+税

度体験に来てみて下さい。
■体験レッスン あり

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

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

男女共学で快適な歌仲間作りの教室です。ピアノと

すぐに歌える カラオケ教室
(90分)

カラオケで基本をしっかり学び集中力をつけ歌唱力
川口 哲也

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(日)

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

10：30〜12：00

12,000円+税

度体験に来てみて下さい。
■体験レッスン あり

日本は勿論！世界中にファンを持つ、演歌をキー
ボードとカラオケを使ってレッスン。徹底した発声

イキイキ！中高年の演歌de艶歌

大空 可奈

練習とプロのテクニックまで充実。最新曲や、懐か
しい名曲など、月2回で1曲マスター。男性大歓

第4(土)

月1回 3ヵ月

12：50〜14：40

10,800円+税

迎！！
■体験レッスン あり

日本の話題のポップス、懐かしい曲、注目の歌謡曲
などをレッスン。発生から丁寧に指導。超初心者の

イキイキ！中高年のポップス＆歌謡曲

大空 可奈

方も、リズムや音程をうまくとれない方も、必ず歌

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

えるようになります。男性大歓迎！！中高年対象ク

12：20〜13：40

18,600円+税

ラス。
■体験レッスン あり

何気なく口ずさんだメロディーを楽譜にしてみませ
んか。曲の長さや編成(例えば、歌・器楽曲)そして1

大人のための作曲入門

三田 恭子

曲を書き上げる期間も皆さんが自由にお決めいただ

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

けます。基礎的解説の講義プラス個人レッスン形式

15：00〜16：30

18,000円+税

の楽しい作曲講座です。
■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

15：30〜21：00

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)

はるかギリシャ神話の時代から古い歴史をもつハー
井爪 紀子

〈中級〉

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

15：30〜21：00

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)

アンデスの笛ケーナの魅力

月2回 3ヵ月
21,600円+税

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？

基礎からゆっくりエンジェルハープ

月2回 3ヵ月
19,800円+税

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

入江 愛子

渡部 勝喜

第2・4(土)

エンジェルハープは膝の上で奏でる柔らかな音色の

〈入門〉

小型ハープ。グループレッスンで基礎からゆっくり

10：30〜12：00

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。

〈上級〉

■体験レッスン あり

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

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。

月2回 3ヵ月
18,000円+税

月2回 3ヵ月
〈入門クラス〉

15,000円+税

第2・4(月)

■体験レッスン あり

19：00〜20：30

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

15,000円+税

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。
※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)

洋楽

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

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〉

サンブルまで楽しみながら学んでいきます。フルー
水越 典子

トという魅力的な楽器を通じて幅広く音楽に、また
人にふれ合う喜びを味わうことができます。この講
座では1クラス7名までの少人数制で個人レッスンも
取り入れながらていねいに指導します。

曜日・時間

受講料

第1・3(金)
18：30〜20：30
第1・3(火)
17：00〜19：00

月2回 3ヵ月
18,000円+税

19：00〜21：00

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

17：00〜21：00

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)

19,800円+税

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

18,000円+税

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

15,000円+税

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

15,300円+税

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

10：15〜11：15

15,300円+税

クロマチックハーモニカは一本だけで#(シャープ)や

楽しいクロマチックハーモニカ
〈入門・初級〉

b(フラット)がある曲を演奏できます。童謡から歌
鈴木 達也

謡、ポップスまで幅広く取り組みます。和気あいあ
いとグループレッスンを楽しみましょう。

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

16：15〜17：45

15,000円+税

■体験レッスン あり

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

39,600円+税

■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

〜中国の民族楽器〜
二胡講座

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

を学びます。上達すれば「さくら」など日本の名曲

〈中級Ⅰ〉

〈中級Ⅱ〉

(土)

月4回 3ヵ月

15：10〜16：10

24,000円+税

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

を擦り合わせ情感たっぷりの音を出す二胡の弾き方

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

(土)

月4回 3ヵ月

19：40〜20：40

24,000円+税

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。
※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)

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

〈Aクラス〉

〜中国の民族楽器〜
二胡講座

岩崎 美智子

1,000年以上もの歴史をもつ中国の民族楽器、二胡は

(土)

哀愁のあるアジア的な調べが魅力です。2本の弦と弓

16：20〜17：50

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。

〈Bクラス〉

月4回 3ヵ月
36,000円+税

(土)
18：00〜19：30

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

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

15,000円+税

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

21,000円+税

■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

18,600円+税

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

13,500円+税

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

ウクレレを弾こうよ
〈初級〉

楽器、それはウクレレです。ポロロ〜ンと弾けば心
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

18,300円+税

迎！楽譜が読めなくてもOK！やさしくレッスンいた
します。

ちょっと肩の力を抜いてウクレレでフラソングを
唄ったりしてハワイアンしてみませんか？今一番手

ウクレレを楽しもう
〈中級〉

軽で簡単に弾けるかわいい楽器はウクレレです。優
衣川 祐三

しい音色は心を癒してくれます。いろいろなジャン
ルの曲にチャレンジして、メロディを弾いたり仲間

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

20：00〜21：30

18,300円+税

とコーラスして楽しくレッスンを進めます。楽譜が
読めなくてもOK！

弾いて歌って楽しいウクレレ教室
〈入門〉

弾いて歌って楽しいウクレレ教室
〈初級〉

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。

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

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

14：45〜16：15

12,000円+税

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

13：00〜14：30

12,000円+税

せるトレーニングにもなります。ハワイアンだけで

第4(火)

月1回 3ヵ月

なく季節の童謡や懐かしい曲など、簡単な歌をつま

10：30〜12：00

6,000円+税

らうたいましょう。また、ひとりウクレレや簡単な
アンサンブルも仲間の皆さんと楽しみましょう。

ウクレレを使って脳トレをしませんか？指先を使っ

【新設講座】
シニアのためのウクレレ講座

て弾くウクレレは音楽を楽しみながら、脳を活性さ
西原 忍

弾いたり、みんなで声に出して歌ったりします。弾
いて歌って、楽しみましょう。

※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)

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

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

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

27,000円+税

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

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

28,500円+税

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。

のこぎり音楽
〜歌うのこぎり〜

弓でこすると口笛かソプラノのような音色で歌いま
Andre(安藤 玲子)

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

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

15,000円+税

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

16,800円+税

19：00〜20：30

す。
■体験レッスン あり

ハンドベルアンサンブルを中心に、タンバリン・カ

大人のためのリズムアンサンブル
〜ハンドベルや様々な打楽器を使って〜

スタネットなどの打楽器を使い、脳の活性化も視野
三田 恭子

に入れた楽しいリズム体感レッスン。椅子に座った
まま無理なく気楽にご参加いただけます。

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

13：15～14：45

13,800円+税

■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

18：30〜19：30

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

19：30〜20：30

15,000円+税

人数で1台の楽器を交代で練習します。

20：30〜21：00

■体験レッスン あり

小学校でおなじみの楽器ですが、多彩な表現が可能

大人のための鍵盤ハーモニカ
(ピアニカ®)教室

常田 陽子

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)

合楽器の鍵盤ハーモーニカは、息と口と指の微妙な

13：00〜14：30

コントロールで、ジャズからクラシックまで楽しむ

(初級)

事ができます。すぐに音が出るので、初めての方も

13：30〜15：00

安心して始められます。

月2回 3ヵ月
15,600円+税

(中級)

■体験レッスン あり

15：00〜16：30

鍵盤が初めての方、楽譜が読めない方、ビギナーか

16：30〜21：00

らもう一度習ってみたい方まで、各自のペースに合

第2・4(木)

わせてていねいにお教えします。クラシックからポ

15：00〜21：00

第2・4(火)

大人のピアノ教室
〈個人レッスン〉

金山 寿子

ピュラーまで好きなジャンルや曲を選べる“大人向
け”ならではのとっても楽しいコースです。また、グ
レード取得、発表会もあります。

第1・3(土)
10：30〜21：00
第1・2・3(日)

〈お試し3カ月コース〉
月2回 3ヵ月
15,000円+税
月3回 3ヵ月
19,500円+税

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。
※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)

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)

大人のエレクトーン教室
〈個人レッスン〉

金山 寿子

鍵盤が初めての方、楽譜が読めない方、ビギナーか

16：30〜21：00

らもう一度習ってみたい方まで、各自のペースに合

第2・4(木)

わせてていねいにお教えします。クラシックからポ

15：00〜21：00

ピュラーまで好きなジャンルや曲を選べる“大人向
け”ならではのとっても楽しいコースです。また、グ
レード取得、発表会もあります。

第1・3(土)
10：30〜21：00
第1・2・3(日)

〈お試し3カ月コース〉
月2回 3ヵ月
15,000円+税
月3回 3ヵ月
19,500円+税

10：30〜17：00

第1・3(火)

〜年をとったからこそ楽しみたい、
弾ける私〜

山口 文子

50歳からのキーボード

鍵盤楽器は無理だとあきらめていた方。カシオの

13：00〜14：40

キーボードなら大丈夫です。多彩な音色と簡単な指

14：50〜16：30

使いで伴奏をつけてくれる自動伴奏。愛唱歌、抒情

第1・3(金)

歌、映画音楽、ポップスなどあなたの大好きな曲を

〈リニューアル〉

弾いてみませんか。少人数制で個人レッスンも取り

13：00〜14：40

月2回 3ヵ月
18,000円+税

入れながら楽しく指導いたします。
■体験レッスン あり

〈リニューアル〉
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

13,500円+税

を学びます。

【新設講座】
〜ピアノ指導者必見！〜
ちょっと変わったピアノ指導法講座

指導の幅を広げたい、指導法をレベルアップしたい
三上 香子

月コース

ど、すぐにレッスンで使える技を技を、指導歴30年

“脳に1番いい”といわれてるピアノですが、本当にそ
三上 香子

うかどうか滝本式ピアノ教本でぜひ、体験してみて
ください。すごい発見がありますよ！

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

〜ショパン編〜
(全5回)

全3回 3ヵ月
12,300円+税

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

10：00〜11：00

13,500円+税

第2・4(水)
11：15〜12：15

月2回 3ヵ月

14：00〜15：00

13,500円+税

16：45〜17：45

作曲家の生涯を講師のピアノ生演奏と共にお送りす

【新設講座】
生演奏でつづるピアノ名曲散歩

第4(日)
13：00〜15：00

の講師が惜しみなく伝授いたします。

(全3回)

60才以上限定ピアノで脳トレお試し3ヵ

ピアノの先生必見！シニア、保育士、受験指導な

る講座です。今期のテーマは「ショパン」。その39
宮崎 剛

年の激動の人生を講師のトークと名曲の生演奏でつ
づります。ピアノの詩人ショパンの旋律が日本人に

第1(木)

全5回 5ヵ月

10：10〜11：30

15,000円+税

好まれるなぞに迫ります。

※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。
※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)

