美術・絵画
講座名

【新設講座】
色彩とパースの基礎から学ぶ透明水彩画

【新設講座】
季節を彩る木版画

近鉄文化サロン橿原
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

色彩とパース(透視図法)など絵を描くための基礎を学
鈴木 和美

び、透明水彩絵の具を用いて風景画、静物画等を制
作していきます。

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

16：00〜18：00

13,800円+税

第1(木)

月1回 3ヵ月

15：00〜17：00

9,000円+税

■体験レッスン あり

木版画の制作工程(彫り・刷り)の技術を使って作品を
本荘 正彦

制作します。出来上がった作品を季節に合わせて
飾ったり、また、ハガキや一筆箋など生活の中で楽
しめるものづくりを目指します。

手軽な色鉛筆で楽しく絵を描きましょう。感性を大
切に、基礎から一歩一歩積み重ねて行きます。いつ

楽しい絵画教室

井上 勝彦

でもどこでも、サラッと描けるようになれると素敵
ですね！！絵を描く気持ち良さを一緒に楽しみま

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

10：10〜12:30

11,400円+税

しょう。
■体験レッスン あり

色鉛筆を使って、花や風景、動物など、ご自身の好
きなモチーフを手軽に作品にしてみませんか。色鉛

色鉛筆アート

さがわ ちえみ

画は「塗る」ではなくいろいろな技法で描いていき

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

ます。はじめは、色の重ね方を学び深い色合いの作

10：30〜12：30

15,600円+税

品を完成させます。
■体験レッスン あり

パステルをパウダー状にし、独特な技法で描きま
す。穏やかで温かみのあるトーンが特徴で、やさし

パステル＆スタンプアート

南 展代

くて透明感のある作品を仕上げます。描くことが楽
しくなる心地よいアートです。

第3(土)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

6,600円+税

第3(金)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

7,500円+税

■体験レッスン あり

オーストラリア発祥のチョークアート！筆を使わず
指で直接絵を描きます。絵心がなくても大丈夫！下

POPでカラフルなチョークアート

林 まき

絵も見本もあるので塗り絵感覚で楽しく受講してい
ただけます。
■体験レッスン あり

初心者、経験者を問わずデッサン、造形、下絵づく

日本画

高橋 直人

りから岩絵具の使い方、多彩色法までどなたにもわ
かりやすくご指導いたします。

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

13,200円+税

初心者、経験者を問わず基礎的技法(具象)、彩色およ
び墨彩画の花・風景などそれぞれの作品のポイント

墨彩画

高橋 直人

を、個性を尊重しながらわかりやすくご指導いたし
ます。公募展にも出品の道を開きます。

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

13,200円+税

■体験レッスン あり

水墨画を本格的に学びたい方のための教室です。筆
の技法の基本、四君子(蘭・竹・梅・菊)を描くことに

水墨画

高橋 直人

よって、墨の色の幽玄なもち味が初心者にもわかり
やすく学べます。

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

13,200円+税

■体験レッスン あり

お手本を使って四君子(蘭、竹、梅、菊)をじっくり学
びます。四君子の手法は水墨画の基本であり、その

水墨画入門

竹内 由花

用筆、用墨は広く応用のきくものです。四君子修了
後は応用課題へ進みます。

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

12：45〜14：45

13,200円+税

第4(月)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：00

6,600円+税

■体験レッスン あり

筆になれない方にも、やさしく簡素に描ける俳画を
筆づかいから丁寧にご指導いたします。楽しく、

俳画

中村 青径

色々なものに描くことができます。また、俳画に添
える俳句の添削もいたします。
■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)

美術・絵画
講座名

近鉄文化サロン橿原
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

石膏デッサンから静物・風景の油絵写生、またモデ

洋画
〈本科〉

ル を使用してのクロッキー、人物油絵まで広範囲の
小柳 晟

描写力を養います。また作品展、批評会等を行い、

第1・2・3(火)

月3回 3ヵ月

楽しみながら本格的な実力を身につけていただきま

15：20〜17：20

18,000円+税

す。
■体験レッスン あり

身近なモチーフ、好きなモチーフを正確で簡単に表
現できる方法を手始めに、絵に色彩の輝きと深い奥

洋画(油彩)

木全 廣(きまた ひろし)

行を出し、自由で感性豊かな作品づくりに至るま
で、幅広く適切なアドバイスをいたします。

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

15：30〜17：30

13,200円+税

■体験レッスン あり

名前のとおり、全くの初心者の方から学んで頂けま

楽しいデッサン・油彩

木全 廣(きまた ひろし)

す。又、モチーフを固定しませんので、個人のその
時の要望に合わせて柔軟にご指導いたします。

第2・4(日)

月2回 3ヵ月

10：10〜12：10

13,200円+税

■体験レッスン あり

はがきは小さなキャンバスです。新しい風景、美し

はがき絵

森下 ヒロ子

い花、実りの果物に出会った時の感激を新鮮な感性

第2・4(火)

で描きます。色鉛筆、水彩絵具など自由な画材を用

10：10〜12：10

い、洋画の基礎から学べます。

13：00〜15：00

月2回 3ヵ月
13,200円+税

■体験レッスン あり

ヌード、コスチュームのモデルを主に描きます。4〜
8 時間で一枚のペースで、鉛筆デッサンから油彩まで

人物を描く･入門

弓手 研平

幅広い画材で取組んでいただけます。又、3ヶ月に一
度程度、静物課題も描く事で、絵画表現の基礎をよ

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

18：00〜20：00

15,000円+税

り広く学んでいただけます。

色鉛筆は誰もが使ったことのある手軽な画材です
が、豊かな表情をみせてくれます。そしてパステル

色鉛筆・パステル画

弓手 研平

や水彩等色々な画材へ展開していくことができま
す。その第一歩として、魅力ある色鉛筆を使って、

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

10：10〜12：10

13,200円+税

絵を描く楽しみを味わいませんか。

旅先でサラサラと水彩スケッチなんかできたらと憧

基礎からの水彩画
〈入門〉

れている方にピッタリの講座です。絵の上手、下手
弓手 研平

にこだわらずのびのび楽しく基礎から一人一人が納
得するまで取り組みます。十人十色の表現ができる

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

13：10〜14：40

12,600円+税

ことを期待します。

旅先でサラサラと水彩スケッチなんかできたらと憧
れている方の講座です。絵の上手、下手にこだわら

基礎からの水彩画

弓手 研平

ずのびのび楽しく基礎から一人一人が納得するまで
取り組みます。十人十色の表現ができることを期待

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

15：00〜17：00

13,200円+税

します。

道端で出会う野の花や草、花屋さんにならぶ花々
…。その美しい姿を透明水彩絵具の淡く優しい色づ

野の花スケッチ「花あかり」

佐野 和代

かいで描いてみませんか。1か月2作例ずつという無
理のないペースで取り組んでいきます。

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

10：10〜12：10

16,200円+税

■体験レッスン あり

絵手紙は「ヘタでいい、ヘタがいい」をモットー
に、自分の身の回りの物や季節の花、野菜などを描
いて、その日の出来事や思ったことをちょっと書き

絵手紙を楽しむ
〈月2回コース〉

添えます。ヘタでも心を込めて書いたものは人の心
原田 登代子

を震わせる魅力があります。人の真似ではないその
人らしさを大切に、物をよく見て下描きなしに一気

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

13,800円+税

に描き上げます。描いた人も、もらった人も共に元
気になる絵手紙交流を、さあご一緒に楽しみましょ
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)

美術・絵画
講座名

近鉄文化サロン橿原
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

絵手紙は「ヘタでいい、ヘタがいい」をモットー
に、自分の身の回りの物や季節の花、野菜などを描
いて、その日の出来事や思ったことをちょっと書き

絵手紙を楽しむ
〈月1回コース〉

添えます。ヘタでも心を込めて書いたものは人の心
原田 登代子

を震わ せる魅力があります。人の真似ではないその
人らしさを大切に、物をよく見て下描きなしに一気
に描き上げます。描いた人も、もらった人も共に元

第2(金)
13：00〜15：00

月1回 6ヵ月

第4(金)

15,600円+税

13：00〜15：00

気になる絵手紙交流を、さあご一緒に楽しみましょ
う。

季節の花や行事の絵をサラリと描きます。絵が苦手
な方でも楽しんでいただける様に工夫していますの

12の暦絵

澤田 ひとみ

で、お気軽にチャレンジしてみてください。毎回の

第4(月)

月1回 6ヵ月

授業で葉書き絵を仕上げて頂きます。楽しいオマケ

13：00〜15：00

13,800円+税

付き！！
■体験レッスン あり

書と絵は、とても相性が良いのです。今の気持ち、
今ある自分を筆に託し表現します。ちょっとしたコ

書で楽しむ墨絵

安川 眞慈

ツをマスターすれば簡単にどなたでも書くことがで
きます。書画の基本から、構成、色付け、創作まで
楽しく丁寧にご指導いたします。
■体験レッスン あり

第3(日)

月1回 6ヵ月

13：00〜15：00

13,800円+税

第3(日)

月1回 3ヵ月

10：10〜15：00

13,800円+税(※午前と午後

(休憩50分あり)

を受講の方に限ります)

はがきの片すみや贈り物ののし紙などに、手描きの

一光流 初めての一筆画〈池田クラス〉

池田 草白

草花をひと筆で描いてみましょう。ほんの少しの時

第3(木)

月1回 6ヵ月

間と、紙・水・顔彩絵具だけで心なごむひとときが

10：10〜12：10

13,200円+税

得られます。

はがきの片すみや贈り物ののし紙などに、手描きの
草花をひと筆で描いてみましょう。ほんの少しの時

一光流 初めての一筆画〈藤原クラス〉

藤原 友彩

間と、紙・水・顔彩絵具だけで心なごむひとときが
得られます。

第2(木)

月1回 6ヵ月

13：00〜15：00

13,200円+税

■体験レッスン あり

初めて彫刻刀を持つ方からていねいにご指導いたし
ます。手、足から仏頭へと仏像彫刻の基礎を学び、

基礎からはじめる仏像彫刻

矢野 公祥 監修

釈迦如来、聖観音と様々な仏像を彫ってゆきます。
男女問わずマイペースで楽しんでいただけます。

第1・2・4(日)

月3回 3ヵ月

15：30〜18：30

23,400円+税

■体験レッスン あり

盆石は客を迎える時の「もてなしの飾り」として習
い継がれました。材料は黒い盆一枚と自然石数個。

幽玄の美 盆石

横山 宗瑞 監修

白砂(大理石)だけで美しい景色が自由に表現出来ま

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

す。同じ材料で何回でも書く消す自由なので都度の

13：00〜15：00

11,400円+税

消耗費はいりません。心のなごむ趣味です。
■体験レッスン あり

写真に興味がある方、カメラの苦手な方、スマホ内

【新設講座】
ちょっとの工夫でステキ！
スマホ・デジタル写真教室

蔵カメラで撮影してみませんか？ほんのちょっとの
西村 のぶよ

工夫で、あ！っという感動と楽しみを感じることが
出来ますよ。スマホ内蔵のカメラの使い方から、撮

【全6回】

第2(水)

全6回 6ヵ月

10：30〜12：00

12,600円+税

影の仕方を指導します。

水墨画に書を添え、遊印・落款を押して、1つの作品
に仕上げる。中国ではこの全てができて一人前とさ
れます。この講座ではその全てを学ぶことができま
す。篆刻は一文字印から始め、姓名印、落款、遊
印、 漢詩を用いて意味を理解しながら刻します。水

水墨画・篆刻(てんこく)・書道

池田 泥異

墨画では基礎となる四君子(蘭・竹・梅・菊)から学

第1・3(日)

月2回 3ヵ月

び、中国画を手本に技術を磨き、花鳥画・山水画と

10：10〜12：10

18,000円+税

幅広く学びます。また、篆刻・水墨画の基礎となる
筆の線を学ぶため、書の練習もします。ご希望にあ
わせて書・画・篆刻を学び、作品に仕上げられるよ
うにします。
■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)

