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新型コロナウィルス感染拡大の状況次第で、一部の講座が休講する場合がありますので、ホームページ等でご確認いただきますようお願いいたします。講座開講にあたっては、消毒液の配置、教室の換気、座席配置の
見直しなど、感染防止策を施し、引き続きスタッフの感染防止策を徹底いたします。受講生の皆さまにおかれましても手洗い、マスク着用などのご協力をお願いいたします。

新設

4月以降開講予定の
新講座です

材別

受講料に材料費・教材料等が
別途必要な講座です

リニューアル 4月以降リニューアル
予定の講座です

入会月限定の

●月 講座です

現地で実施します
おためし体験の
現地 （傷害保険料が含 体験 できる講座です 女性 女性のみ受講 材込 受講料に材料費・教材料等
が含まれている講座です
できる講座です
800
まれています）
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新設

新設

毛糸になる前の羊毛を特別な針で刺して、
愛犬・愛猫・愛兎・愛鳥などあなたの手でお
うちのコを作りませんか。

一回のレッスンで毎回1作品作っていただけま
す。チクチク手縫いで出来上がった時の喜びを
楽しみましょう。1回目は「がま口メガネケース」
2回目は「ファスナーポーチ」、3回目は「小さな
巾着」を作ります。1回単位での受講が可能。

■羊毛フェルト作家
みるここフェルト
■第1（金）10:30～12:30
■月1回 3ヵ月
10,560円 材別
体験 ちょいリアルな柴犬を作ります
801 3月4日（金）10:30～12:30
3,410円 材込

ͤ体験作品

リニュー
アル

■講師 辻 千惠
■第4（木）
13:10～15:10
＜初回4/28（木）＞
■全3回 3ヵ月
10,560円 材込
ͤ1回3,520円

ͤ「がま口メガネケース」

新設

新設

新設

ポーチ等の小物からバッグ・タペストリーまで
ご自分の作りたい物をご自分のぺースで作り
上げていきます。

クーナインディオ魂のモラ刺繍と光のしずく
ミラーワーク刺繍など、各国を旅した講師が
手作りの楽しさ美しさを伝え教えます。

■Cloth-garden主宰
島田 壽子
■第1・3（水）
10:10～12:10
■月2回 3ヵ月
ͤ体験作品
17,160円 材別
体験 額入りミニタペストリー（ナインパッチ）
802 3月2日・16日（水）10:10～12:10
各2,860円 材込

■中山富美子モラ協会
師範 加藤 裕子
■第1・3（金）
13:00～15:00
■月2回 3ヵ月
17,160円 材別
ͤ体験作品

新設

新設

体験 ミラーをつけた小物を作ります
803 3月4日・18日（金）13:00～15:00
各2,970円 材込
4月

女性
パリ・オートクチュールコレクションの刺繍芸
術が息づく技法「オートクチュールビーズ刺
繍ジュエリー」と、コード刺繍「ソウタシエ」な
ど新しい刺繍芸術を学べます。
■FSKアクセサリークラフト教室
専任講師 山口 博美
■第3(日)13:00～15:00
■月1回 3ヵ月
ͤ左：ソウタシエ 右：刺繍 体験作品
10,230円 材別

空気の汚れ、悪臭、シックハウス等の改善のため開
発された空気触媒加工をお花に施した花業界初！
のフラワーアレンジメントです。ラジカルフラワーは
消臭・抗菌・抗ウィルスに優れた機能を持ち、その効
果は空気さえあれば半永久的です。

忙しい日々の中、少しの時間植物と向き合っ
てみませんか。花を眺め手に触れて土の香り
に触れてみる。癒される時間です。ガーデニン
グの基礎を実践しながら楽しく学べます。
■日本家庭園芸普及協会認定
グリーンアドバイザー

■ラジカルフラワー認定校
ｇrace主宰 松井 由美子
■第4（月）10:30～12:30
■月1回 6ヵ月
15,840円 材別
ͤ体験イメージ

今西 幸子
■第3（日）
10:45～12:00
■月1回 6ヵ月 13,860円

804 3月20日(日)13:00～15:00
3,630円 材込

体験 消臭体験を行いミニ花束を作ります
805 3月28日（月）10:30～12:30
3,410円 材込

体験 春の寄せ植えを作りましょう
806 3月20日（日）10:45～12:00
4,400円 材込

新設

新設

・ソウタシエ体験はブローチ/ペンダントトップ
体験 ・刺繍体験はブローチ ※2色から事前選択

■身旬堂 店主Junko
■第1（水）
15:00～16:00
■全5回 5ヵ月
11,550円
体験 そもそも足、脚、股関節、腰ってどう
807 つながってるの？動いて感じて問題
解決ののヒントがつかめるかも
3月2日（水）15:00～16:00 2,310円

主宰 代表講師
材別

新設

女性
足腰、下半身に不安のある方のための講座
です。姿勢、Ｏ脚、歩き方、尿漏れ、坐骨神経
痛など問題を解決していきましょう。

■エンライトメントメイク

ͤ写真はイメージです

4月

■AEAJ認定アロマセラピスト
豊田 真理
■第4（日）10:30～12:00
■全3回 3ヵ月 10,230円
健康とヒーリングに簡単に活かすアロマ
体験
テラピーについて
808
3月27日（日）10:30～11:30
2,310円
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デューク更家氏の弟子として
「人生の最後まで自分の足
で歩く」ことを目標に、歩く前
の準備体操や正しい日常生
活の歩き方・基本の立ち姿
勢などを楽しく学びましょう。
■デューク更家公認
ウォーキングスタイリスト Mao
■第3（木）10:30～12:00
■月1回 3ヵ月 7,260円
正しい歩き方を身につけるための準備
体験
運動をします
809
3月17日（木）10:30～12:00 2,310円

このチラシに掲載の講座・

吉村 薫子ほか
■第4（木）
13:30～15:30
＜初回4/28（木）＞
■全6回 6ヵ月 20,460円

新設

女性

本当に役立つ、生活に活かせるアロマテラ
ピーです。大切な頭皮とお顔のセルフケア方
法を学びます。

メイクで見違えるほど美しく…秘密は1万人と
美人を目指した元CAで人気講師の「十人十顔
の丁寧な個別指導！」スキンケア・眉～アイメ
イク全て学べる！

自彊術はストレッチ、骨格矯正、指圧など様々
な療法が盛り込まれた全31パターンの動作か
らなる健康体操です。
■公益社団法人
自彊術普及会 大阪東
支部 中伝指導員

木田 美智子
■第1・3（金）
15:00～16:30
■月2回 3ヵ月
14,520円
体験 自彊術を体験してみましょう
810 3月4日・18（金）15:00～16:30
各2,310円
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新型コロナウィルス感染拡大の状況次第で、一部の講座が休講する場合がありますので、ホームページ等でご確認いただきますようお願いいたします。講座開講にあたっては、消毒液の配置、教室の換気、座
体験レッスンのお申し込みは
席配置の見直しなど、感染防止策を施し、引き続きスタッフの感染防止策を徹底いたします。受講生の皆さまにおかれましても手洗い、マスク着用などのご協力をお願いいたします。

今だけお得！期間限定キャンペーン
λ˟ⅻ૰↚≆
さらに
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【ご注意】●初めてお申込みの方には、入会金
5,500円を申し受けます。●各講座とも満員にな
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。●受講料のほかに材料
費・教材費等を頂戴する場合がございます。●
お支払いにはコンビニ振込みがご利用いただけ
ます。 （振込手数料別途）詳しくはお申込み時
にご確認下さい。●価格は消費税、設備費
（2022年4月より）を含んだ金額を表示しています。
●写真はすべてイメージです。

〒634-8511 橿原市北八木町3-65-11（近鉄百貨店橿原店7階）
受付時間10:00～17:30（日曜は10:00～17:00）
※休業日：3/31（木）、4/29（金）～5/5（木） 完全休業いたします

他にも楽しい講座がいっぱい！
詳しくはホームページで！
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新設

新設

新設

奥深い奈良県の歴史をスク
リーンを使ってお話しします。

有史以前より始まる文学史の道を辿ることで
人間存在の奥深い真実が見えてくるはず。平
易な解説で古典のおもしろさに触れる、そんな
講座を目指します。1回単位での受講が可能
です。
■大阪市立大学 文学研究科

一部現地
仏像の見分け方や形を通して
『仏像のこころ』私たちに向け
てのメッセージを分かりやすく
読み解きます。
■古美術仏像研究会
主宰 樋口 隆秀
■第3（水）13:00～15:00
「弥勒菩薩 半跏思惟像」
■全6回 6ヵ月 14,520円

■NPO法人「奈良まほろば
ソムリエの会」 岡田 充弘
■第4（金）15:30～17:30
■全4回 4ヵ月 9,240円 材込

新設

都市文化研究センター
研究員 岡田 高志

体験 今さら聞けない仏像の素朴な疑問を分
811 かりやすく解説します
3月31日（木）13:00～14:30
1,210円

体験 神武東征はいつあったのか？
～最新の地形学でその謎を解き実年代に迫る～
812
3月25日（金）15:30～17:30
1,430円 材込

■第1（火）13:00～14:30
■月1回 6ヵ月 14,520円
ͤ1回2,640円
体験 浦嶋伝説のみなもと―海神と神仙―
813 3月1日（火）13:00～14:30
2,310円

新設

新設

新設

まず、軽い体操で身体をほぐします。伝わる声
の出し方、アクセント、表現法など基礎を学び
ながら声を出す楽しさを感じつつ、詩や昔話
小説を読みます。心も身体も開放して物語世
界を楽しみましょう。

ͤ写真：「盾津顕彰碑」

“ほめる”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、価値発見を磨
いて周りをどんどん元気にしていきましょう！

■日本パペットアカデミー

■日本ほめる達人協会
特別認定講師

■朗読劇団あめんぼ座所属
川口 雅子
■第1・3（月）15:10～16:40
■月2回 3ヵ月 15,840円

木田 ゑみ子
■第2（月）13:00～15:00
■月1回 3ヵ月 7,590円

香山 真希
■第2（月）15:30～17:00
■全6回 6ヵ月 14,520円

体験 楽しく詩の朗読をします
815 3月7日（月）・21日（月・祝）
15:10～16:40 各2,640円

体験 靴下でパペットを作り、発声方法やパ
816 ペットの動かし方を学びます
4月11日（月）13:00～15:00
2,420円

体験 身近な「価値」に気づけるほめる達人に
817 3月14日（月）15:30～17:00
2,310円

新設

新設

増設

個人の性格や相性、毎年の運勢などを的確
に判断していく方法を楽しく興味深く学びませ
んか？現役占い師が悩みを自身で解決出来
るおもしろさ等を伝授します。

楽しくカード占いで、自分自身や身近な人を
占いましょう。カードの意味や解釈なども丁寧
にレクチャーしていきます。

ギターが初めての方、楽譜が読めない方や昔
弾いていた方など、年齢に関わらず自分のペー
スで基本から楽しく学んでいただけます。一緒
に楽しみましょう。

■甲斐四柱推命学院 副学院長
教授 甲月 あさ美
■第2（金）15:30～17:00
■月1回 3ヵ月 11,550円 材別
体験 生年月日で読み解く未来を体験しま
818 しょう
3月11日（金）15:30～16:30
1,210円
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■甲斐四柱推命学院
専任講師 李 芽維
■第1（水）15:30～17:00
■月1回 3ヵ月 10,560円
タロット（ウエイト版）占いを体験してみ
体験
ましょう
819
3月2日（水）15:30～16:30
1,210円

奈良のお寺が好きすぎて、東京から奈
良へ引っ越してきたホトケ女子が、楽し
くわかりやすく興福寺をガイドします。
■講師 安達 えみ
■4月5日（火） 10:00～12:00
※近鉄「奈良」駅 行基前集合
■会員：2,860円、一般：3,190円 ※拝観料別途

～延べ15万人に美とマナーを伝授～

女性の美しさは無限です。外面だけの美しさ
ではなく、内面にも磨きをかけ魅力的に輝くエ
レガンスを目指します。
■セント・アン・インターナショナル
代表 横田 仁美ほか
■第4（水）
15:30～17:00
＜初回4/27（水）＞
■全3回 3ヵ月 13,860円

新設

■カワイ音楽教室講師
平瀬 佳代子
■第1・3（土）または第2・4（土）
17:40～19:40
（30分間の予約制）
■月2回 3ヵ月 13,860円

～

早い時期から美術絵画の基礎を身につけたい方
へおすすめです。モチーフを正確で簡単に表現で
きる方法を手始めに、絵に奥行きを出し自由で感
性豊かな作品づくりに至るまで、幅広くアドバイス
します。美術系学校への進学をお考えの方にもお
すすめです。

■講師 木全 廣
■第2・4（月）17:45～19:45
■月2回 3ヵ月 17,820円 材別

体験 一緒に弾いてみましょう
820 3月5日・12日（土）17:40～19:40
（30分間の予約制）各1,210円

体験 身近なものをデッサンしてみましょう
821 3月14日・28日（月）17:45～19:45
各2,860円

深い緑と田園情緒を借景にした庭をのぞみながら
身土不二（しんどふじ）を心がけ手間ひま惜しまず作ら
れた精進料理（近鉄文化サロンオリジナル）をご賞味く
ださい。長弓寺 薬師院住職によるお話もお聞きいた
だけます。
■4月14日（木）11:00～13:00
※拝観料含む
■会員：5,060円、一般：5,390円 ※長弓寺 薬師院（生駒市）集合

ͤ写真はイメージです

現地

現地

平宗別館『倭膳たまゆら』にて、奈良のお米「ひのひかり」
のすし飯を使い、柿の葉ずし製造体験を楽しみます。出来
上がった柿の葉ずしは折に詰めてお持ち帰りいただきます
（8個）。昼食は近鉄文化サロンオリジナルの柿の葉ずし付
ランチです。

京都『福寿園』のCHA遊学パークにて、石臼を挽いて
抹茶を作る体験や新茶の茶摘み体験を楽しみます。
昼食はパーク内のカフェで新茶を使った近鉄文化サ
ロンオリジナルパスタランチ（ミニ甘味つき）をいただ
きます。（摘まれた新茶はお持ち帰りいただけます）

■5月13日（金）10:00～14:00 ■会員：4,730円、一般：5,060円

※近鉄京都線「山田川」駅集合
（大和西大寺駅から3つ目）

昔ながらの「手ごね製法」で、すべて国産
の米麹、大豆、赤穂の塩を使い「手前味
噌」（4キロ）を作ります。

ͤ写真はイメージです

■5月18日（水）13:00～15:00 ■会員：5,115円、一般：5,445円 ※近鉄橿原線「九条駅」集合
উঞ८থॺ
पਈి

女性

ご家庭にある不要なTシャツを使いエコで
肌にも優しい「布ぞうり」を作ります。履き
心地がよく足裏も刺激されます。

バッグの中でシワにしたくないものを収納
できるカジュアルふくさです。
※ピンク・ブルーのどちらかを事前に選択

■ アトリエ

■講師
吉村 薫子ほか
■4月1日（金）
15:30～17:30
4月12日（火）
15:30～17:30
■会員：各3,080円、一般：各3,410円

体験 ペン字の基本を学びます
3月8日・22日(火)12:45～14:45
814
各2,310円

現地

現地

テレビにも出演！1万人を美人に変えた
講師が「あなたが美しく変わる感動の美
眉」を描く。ご自身で出来る眉の整え方も
ご指導。【プロ仕様眉ペン付】

■神融会 監事
澤村 南翔
■第1・3または2・4(火)
12:45～14:45
■月2回 3ヵ月 13,200円

新設

腹話術は難しいものではありません。練習す
れば誰でもできます。口の開け方、声の出し
方などを基礎から丁寧にご指導いたします。
認定講師

ペン字の基本をマスターし、美しい文字が身に
つく講座です。のし袋など日常使う語句を楽し
く学べます。

ポムドパン

■講師

松涛 倫子

後藤 りえ
■講師 嶋田 稔
■3月31日（木） 13:30～15:00
■会員：4,400円 材込
一般：4,730円 材込

■3月31日（木）
10：30～12：30

■3月31日
（木） 13：00～15：00
■3,110円 材込

●● 他にも楽しい講座がいっぱい！詳しくはホームページで！●●

■3,960円 材込
ͤ体験見本（右：ブルー 左：ピンク）
ͤ写真はイメージです
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