万葉の四季

風景・芸術・文化に触れて、万葉の時代を感じます。
多彩な文化や芸術を生んだ万葉の時代。先人たちがこよなく愛した四季折々の万葉の景色に、自分らしいアプローチで触れてみませんか。
創って、写して、描いて、その魅力を体感します。
H30．
2 発行

近鉄文化サロン橿原
講座名
〜万葉人に
愛されたガラス工芸〜

トンボ玉

講師名

ガラス工芸作家

瀬川 智美

※受講場所は奈良教室です。

〜万葉風景の美〜

写真教室

※受講場所は奈良教室です。

万葉の書
※受講場所は奈良教室です。

わたしたちの
万葉集

講座内容

上山 好庸

日展入選・フリー万葉書作家
奈良芸術短期大学非常勤講師
明日香村文化協会常任理事

鈴木 葩光

古典文学研究家

後藤 勝子

※受講場所は奈良教室です。

受講料

古代から連綿と受け継がれるガラス工芸トンボ玉。
いつの世も人々をひきつけてきたトンボ玉を制作で
きる
「バーナーワーク」
を学べます。基礎から丁寧に
指導、
オリジナル作品の制作を目指します。

第2・4
（土）
10：00〜12：30
13：30〜16：00

月2回 3ヵ月
19,440円
※入会月 4月、10月
※振替不可

万葉集に歌われた大和路は今もその風景を色濃く
残しています。
レンズを通してその風景に迫ります。
カメラはデジタルカメラでもOKです。初心者の方で
も心で感じる作品が撮れるよう教室授業でご指導
いたします。
■体験レッスン 受講料＝2,808円

第4
（水）
10：00〜12：00

月1回 6ヵ月
16,200円

万葉集、世界の文化遺産、
あをによし奈良の京は
咲く花のにほふがごとく今盛りなり。いにしへを想い
自分の文化に花開き、万葉の歌を楽しく書きなが
ら、
ゆっくり五感を味わい若さを未来に継げましょう。
■体験レッスン 受講料＝2,484円

第1・3
（火）
10：30〜12：30

月2回 3ヵ月
14,904円
※直筆手本代込み

長い間のテーマ読みを終え、万葉集巻一から順を
追って丁寧に読んでいきます。万葉の舞台に住む
私達こそ身近に万葉集を感じられます。ぜひ一緒
に万葉の世界に分け入りましょう。
■体験レッスン 受講料＝2,376円

第3
（木）
10：00〜12：00

月1回 6ヵ月
13,608円

第4
（金）
13：30〜15：00

月1回 3ヵ月
6,804円

（期間：2年）

（公社）
日本写真家協会
会員／JPS

曜日・時間

万葉集に関する基本的な知識の確認から始めま
す。4月は
「万葉集はどのような歌集か」、5月は
「歌の
こころと形」、6月は「表現を育んだもの」
と題して、歌
に即しながら、多様な観点からお話しします。
リニューアル

万葉集の
世界と歌人

4/27（金） 万葉集はどのような歌集か
同志社女子大学名誉教授

寺川 眞知夫

5/25（金） 歌のこころと形
6/22（金） 表現を育んだもの
7/27（金） 歌を支えた世界の変化
（1）
地域社会

※受講場所は奈良教室です。

8/24（金） 歌を支えた世界の変化
（2）
貴族の世界
9/28（金） 歌を支えた世界の変化
（3）
官僚の世界

■体験レッスン 受講料＝2,268円
万葉人が愛でた花を観察し、名の由来や特徴など
植物の不思議を発見していただきます。万葉の花
に心を託した思いを歌からも偲び、
当時の人々の暮
らしぶり、歴史や伝説などにも触れる楽しい講座で
す。講義だけでなく、
現地へも出かけます。

（4月・5月・7月は現地）

現地（一部）

〜講義と現地〜

万葉の花の世界へ

4/20
（金） 万葉歌人の橘諸兄ゆかりの玉川の
【現地】 ヤマブキ観察
（京都府井手町）
たちばなのもろえ

万葉の花研究家
万葉花寧豊会主宰

片岡 寧豊

※受講場所は奈良教室です。

5/18
（金） 国宝の仏像が17本、重文が31体もあ
【現地】 る広隆寺へ
（京都市）
6/ 8
（金） 歌に秘められた万葉びとの植物観察力に敬服
7/20
（金） 花びらが五千枚もあるハス＝
【現地】 近江妙蓮を観察
（滋賀県守山市）

月1回 6ヵ月
13,608円
第3
（金）
※振替不可
10：30〜12：00
※6月は第2
（金） ※現地講座の場合、
現地集合・解散
※交通費等の実費別途

8/17
（金） 万葉びとの心をとらえた夏の草木の歌と観察
9/21
（金） 歌から知る万葉びとの暮らし・花観察

■体験レッスン 受講料＝2,268円
体験レッスンは、
お一人さま一回限りとさせていただきます。
ご受講希望日時をご予約のうえ、
５日前までに、
ご入金の手続きをお済ませください。
リニューアル …4月からリニューアルの講座です。

（受講料に傷害保険料が含まれています。）
現地 …現地で実施します。
※受講料のほかに材料費などを頂戴する場合がございます。
（ただし
「材料費・教材費込み」
の表示のある講座を除きます。）
※カリキュラムは変更する場合がございます。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

入会と受講のご案内
入会
申込

近鉄文化サロンの会員になるためには
「気になる」、
「一度挑戦してみたかった」など始めてみたい講座が決まれば、さあ入
会の手続きです。
入会金5,400円（税込）でご入会いただけます。会員資格の有効期限は入会日から
3年間です。期間中は無料で更新手続ができます。

入会
特典

ご入会にはこんな割引が
●満65歳以上の方は、入会金が無料です。健康保険証など年齢を証明できるものをご提示ください。
●外商部お得意さま、KIPSクレジットカード会員さま、近鉄友の会会員さまは入会金が無料です。
●中学生までの方は入会金が無料になります。高校生以上の学生の方は、入会金が半額の2,700円（税込）
になります。
●近鉄文化サロン会員のご家族さまは、入会金が半額の2,700円（税込）
になります。
●同時に5名さま以上ご入会いただきますと、入会金がおひとりさま3,240円（税込）
になります。

受講
申込

いよいよ受講のお申し込み
ご希望の講座が開設されている各近鉄文化サロン受付にて受講の手続をお済ませください。
受講申し込み用紙に必要事項をご記入のうえ、会員証を添えてお申し込みください。
※会員の資格有効期間中、何講座でも複数の講座を受講いただけます。

講座により一定の資格要件が必要な場合があります。
各講座とも定員になり次第、締め切らせていただきます。ただし定員に満たない
場合や講師の都合などにより、講座を中止させていただくことがあります。ご了承ください。
1日・短期講習会を除き、受講は会員さまに限らせていただきます。

支払
方法

受講料などのお支払い方法は
現金のほか、KIPSクレジットカード
（DC、三井住友、JCB、UC、MUFG、
JMB）、近鉄クレジットカード、各種クレジットカード、近鉄グループ商品券、
近鉄百貨店ギフトカード、全国百貨店共通商品券、近鉄友の会会員証カード
およびお買物券、カルチャーチケット
（近鉄文化サロンご利用券）がご利用
いただけます。
お支払いには、
コンビニ振込がご利用いただけます
（振込手数料別途）。

会員
特典

詳しくは、お申込み時にご確認ください。

会員さまにはこんな特典が
お買物、お食事、エンターテインメントなど各種特典がございます。
ご利用の際は、会員証をご提示ください。
●年2回
（6・12月）
、近鉄百貨店各店でのお買物優待券
（5%
引）
を発行いたします。※一部除外品あり
●天王寺都ホテルの一般宿泊の基本料金を10％引させて
いただきます。
●月日亭（奈良春日奥山）
での食事、宿泊代（基本料金）
を10
％引かさせていただきます。
●月日亭（難波店・天王寺店・近鉄奈良駅前店・西大寺サンワ
シティ店・生駒店・橿原店）での飲食代を5%引させていた
だきます。
※日替りのサービスメニューは除きます。
●月日亭（上本町店）
ソフトドリンク1杯無料サービス。
※会員証1枚につき2名さままでのご利用となります。

●橿原観光ホテル（婚礼披露宴は除く）の各店での飲食代を
5％引させていただきます。
●アサヒビアケラー
（アベノセンタービル地下1階）
での飲食
代を10％引させていただきます。
（ただし上限1万円）
●きんえいチェーンの映画館（あべのアポロシネマ）
で、一般
割引料金
（当日券の200円引）
でご覧いただけます。
※会員様と同伴者1名様割引とさせていただきます。
●大和文華館の入館料を一般料金の半額にご優待。
●画材と額縁のカワチあべのHoop店（Hoop6階）の商品を
10％引させていただきます。※一部除外商品あり
●近鉄百貨店「書道用品売場（天義堂）」
（あべのハルカス近鉄
本店ウイング館５階）の商品を20％引させていただきます。
※一部除外商品あり

※その他、各種特典がございます。詳しくは近鉄文化サロンにお問い合わせください。

会員の個人情報は受講連絡のほか、講座企画やサービス向上を図る目的で利用させていただきます。ご本人の同意なしに第三者に開示したり、
提供したりすることはありません。また、近鉄百貨店および近鉄グループから、商品情報・生活情報・アフターサービス・ご優待等の各種ご案内を
さしあげる場合がございます。なにとぞ、
ご了承ください。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

