美容・表現
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

意外と普段意識して使っていないことが多いお顔の
筋肉を意識して動かしていただく講座です。正しい
方法で継続的に意識して動かすことにより、小顔効
果、艶肌効果、美肌効果をご実感いただけます。ま

顔ヨガ・指ヨガ講座

瑞香

た、お顔の全体の血行がよくなり、イキイキとした
明るい表情もご自身の力で手に入れる事が可能で

第1(日)

月1回 3ヵ月

16：00〜17：30

9,900円

す！活き活き、キラキラしたお顔を一緒に育てて行
きましょう！
■体験レッスン あり

メイクで見違えるほど美しく…秘密は1万人と美人を

【リニューアル講座】
〈女性専用講座〉
受講生1万人突破！美人を目指すメイク

目指した元CAで人気講師の「十人十顔の丁寧な個別
吉村 薫子 ほか

全6回 6ヵ月
19,800円

大きな声を出してみませんか。発声や美しい発音の

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

ポイントを学びながら、詩や昔話、小説を楽しく朗

13：00〜15：00

15,180円

第4(木)

月1回 6ヵ月

13：00〜15：00

17,160円

実習。驚きのプロの技は感動の連続！

〈全6回〉

楽しい朗読

第4(木)
13：30〜15：30

指導！」心も輝く上品なナチュラルメイクを体感・
(期間：6ヵ月)

川口 雅子

読します。
■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

実用

近鉄文化サロン橿原
講座名

〜基本編〜

曜日・時間

受講料

第3(月)

全6回 6ヵ月

11：30〜12：30

16,500円

足ツボは体の弱った部分の反射区ほど揉めば痛みが

【新設講座】
足ツボ健康法で元気な毎日を！

講座内容

講師

走ります。揉みほぐせば肩こり、浮腫み、臓器など
八馬 尚子

にも効果が期待できます。揉み方を覚えてご自身、
お子さん、介護に役立てましょう！
(期間：6ヵ月)

〈全6回〉

■体験レッスン あり

整理収納は、正しい方法さえ身につければ誰にでも
上手くできるものです。増え続けていくモノをコン

【新設講座】
〜おうち時間を楽しむ〜
大人のお片づけ講座

トロールしながら、心地いい暮らしを手に入れてみ
金井 康子

ませんか？おうち時間が増えた今だからこそ、「お
部屋をそろそろ整理しよう！片づけよう！」という

〈全3回〉

皆さまの想いに寄り添い、整理収納の基本をわかり

4月1日(木)
5月6日(木)

全3回 3ヵ月

6月3日(木)

10,890円

13：00〜14：30

やすくお伝えいたします。
農林水産省で『いまどき！家庭備蓄』に最先端の取
り組みとして掲載されましたポリCOOK®(ポリクッ
ク)をご紹介いたします。普段にも災害時にも役立つ
料理法です。ポイントさえ押さえればとっても簡
単！一つのお鍋で同時調理が可能です。食材をポリ

【新設講座】
ポリ袋調理 ポリCOOK®を始めよう！

袋に入れて湯煎しますので旨みや栄養素を逃しませ
金井 康子

ん。洗い物も少なく、お水を汚さないので再利用で
き節水にもなります。何といっても最大のメリット

〈全3回〉

は『美味しい！』ということです。初回は、防災を

4月4日(日)
5月30日(日)

全3回 3ヵ月

6月6日(日)

11,550円

10：30〜12：00

始めるために必要な内容をわかりやすく解説いたし
ます。2回目、3回目はポリCOOKの調理とご試食を
楽しんでいただきます。この機会にポリCOOKを体験
しぜひ暮らしに役立ててください。
「嫌われる勇気」で有名なアドラー心理学の聴き

【新設講座】
アドラー心理学に学ぶ実践的聴き方・話
し方講座

方・話し方講座です。昨今問題になっている指導に
中島 美恵子

〈全3回〉

4月6日(火)

関するトラブルも「聴けていない」が元になってい

6月1日(火)

全3回 3ヵ月

ます。この講座を受講することで、「聴く」という

6月29日(火)

8,910円

ことはどういうことかに気づき、親子関係、会社、

10：30〜12：00

ご近所、あらゆる人間関係に役立ちます。

長襦袢の体型補正、浴衣から袷まで着られるよう

【女性専用講座】
〜美しく装う〜
きもの着付

下浦 千加代 ほか

に、また、年中帯、名古屋帯、二重太鼓まで結べる

(金)

ようにご指導いたします。習いたいけど用意するも

10：10〜12：10④

9,900円

のが大変とお思いの方には、下着セットや着物・帯

13：00〜15：00②

月2回 3ヵ月

のレンタル(有料)もあり、何もお持ちでない方やお

18：00〜20：00①

9,900円

(日)

月4回 3ヵ月

13：30〜15：30③

19,800円

(金)

月1回 6ヵ月

仕事帰りの方でも気軽にご受講いただけます。

〈本科〉

◆期間 月4回コースで3ヵ月

月1回 6ヵ月

■体験レッスン あり

【女性専用講座】
〜美しく装う〜
きもの着付

名古屋帯の復習から留袖の二重太鼓と、ご自分の着
下浦 千加代 ほか

◆期間 月4回コースで3ヵ月

〈高等科〉

【女性専用講座】
〜美しく装う〜
きもの着付

振袖、留袖、訪問着などを人に着せてあげられる特
下浦 千加代 ほか

【女性専用講座】
きもの着付
〈師範科〉

殊技術の第一歩です。
◆期間 月4回コースで6ヵ月

〈専攻科〉

〜美しく装う〜

物が着られるように反復練習して身につけます。

下浦 千加代 ほか

10：10〜12：10④

10,560円

13：00〜15：00②

月2回 3ヵ月

18：00〜20：00①

10,560円

(日)

月4回 3ヵ月

13：30〜15：30③

21,120円

(金)

月1回 6ヵ月

10：10〜12：10④

11,385円

13：00〜15：00②

月2回 3ヵ月

18：00〜20：00①

11,385円

(日)

月4回 3ヵ月

13：30〜15：30③

22,770円

(金)

月1回 6ヵ月

着付を教えられる教師課程です。高度な知識と技術

10：10〜12：10④

11,385円

を習い、卒業すると講師資格を受けられます。

13：00〜15：00②

月2回 3ヵ月

◆期間 初級 月4回コースで3ヵ月 上級 月4回コースで

18：00〜20：00①

11,385円

(日)

月4回 3ヵ月

13：30〜15：30③

22,770円

3ヵ月

※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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

実用

近鉄文化サロン橿原
講座名

【女性専用講座】
〜美しく装う〜
きもの着付

講座内容

講師

師範科を卒業された方が対象です。期間は自由でわ
下浦 千加代 ほか

かりにくい所の復習をしていただきます。新しい帯

受講料

(金)

月1回 6ヵ月

10：10〜12：10④

10,230円

13：00〜15：00②

月2回 3ヵ月

18：00〜20：00①

10,230円

(日)

月4回 3ヵ月

13：30〜15：30③

20,460円

ベルに合わせたテキストを用い、楽しみながらレベ

第3(水)

月1回 3ヵ月

ルアップできるよう指導いたします。話題のフラッ

10：10〜11：40

7,590円

の結び方も習っていただきます。

〈コンサルタント科〉

曜日・時間

昔とった杵柄でもう一度チャレンジしたい方を中心

〜珠算からフラッシュ暗算まで〜
大人のそろばん教室

に、一緒に楽しく脳トレーニングをしましょう。レ
平田 登志子

シュ暗算も取り入れます。
■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

暮らし
講座名

近鉄文化サロン橿原
講師

講座内容

曜日・時間

受講料

※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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

趣味

近鉄文化サロン橿原
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

普段よく目にする身近なものを使ったとても不思議

【新設講座】
身近なもので科学を学ぼう

槌谷 則夫

〈全3回〉

で楽しい科学工作の作り方とその原理をご紹介しま

4月4日(日)

す。講座内でお作りいただく工作キットとは別にお

5月30日(日)

全3回 3ヵ月

持ち帰り用の工作キットをご用意させていただきま

6月6日(日)

6,600円

す。お家に帰られてからお子さまやお孫さまとご一

10：30〜12：00

緒にお楽しみください。

「よくわかる手相の見方」本を使った全5回の講座で
す。イラストや実例を取り入れ手相の見方を伝授し

【新設講座】
楽しく読み解く 手相

大東 あん

〈全5回〉

ます。手は外部に出た脳といわれる所以のように手

第2(月)

全5回 5ヵ月

相と性格 、才能運命等の結びつきを楽しみながら学

15：30〜17：00

13,200円

びあなたの人生に少し役立てみませんか。
■体験レッスン あり

今流行の人相・動物顔占い。自分と気になるあの人

【新設講座】
はじめての人相占い
〈全5回〉

も可愛い動物にあてはめて開運のお手伝い。人相は
李 芽維

人間関係のコミュニケーションと潤滑油です。ほく

第1(水)

全5回 5ヵ月

(りめい)

ろ占いでワンポイントも織り交りまぜながら、自分

15：30〜17：00

13,200円

大きく広がります。各地のパレードや海外公演にも

第2(火)

月1回 6ヵ月

参加できます。伝統をいかしつつ、創作玉すだれも

17：00〜19：00

13,860円

顔で少し運を上向きに書き変えましょう。
■体験レッスン あり

日本の伝統芸「南京玉すだれ」を習得しませんか。
かくし芸に、ボランティアに、玉すだれ一本で夢が

南京玉すだれ

八房 克都美

楽しんでいただけます。
■体験レッスン あり

腹話術の基本から始めます。口のあけ方、声の出し

フルーリーおばさんの腹話術

古市 惠子

方、間のとり方など、初歩的なレッスンから入って

第2(月)

月1回 6ヵ月

13：00〜15：00

14,520円

もおまかせ下さい。初心者〜有段者まで優しくご指

第2・3・4(日)

月3回 3ヵ月

導いたします。基本の解説のあと実践指導を行いま

15：30〜17：30

22,770円

まれています。今話題の健康マージャンの魅力を講

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

師がわかり易く、ていねいにレクチャーしますので

10：10〜12：10

13,860円

ず、果物、道具、四季の飾り物としてなど、今まで

第3(木)

月1回 6ヵ月

みたことがないような作品を、楽しみながらお作り

13：30〜16：30

13,860円

いきますので、どなたにでも出来ます。笑いたい
方、集まってくださいね。

「こんなに面白いもの、なぜ今まで知らなかったの
か」多くの方がそう言われます。伸び悩んでいる方

囲碁教室(円田囲碁倶楽部)

円田 陽一

す。
■体験レッスン あり

飲まない！吸わない！賭けない！がモットーの健康
麻雀。脳の活性化、老化防止、友達づくりに最適の

【女性専用講座】
〜脳トレにもなる〜
女性のための健康マージャン

ゲームとして、今では多くの方々に注目され、親し
石垣 雅浩

初心者の方でも大丈夫。わかり易い内容なので、自

〈入門〉

信がなくても大丈夫ですよ。
■体験レッスン あり
今や日本文化としての伝承折り紙は、創作折り紙と
して様々に発展し、国際的な広がりをみせておりま
す。実用的な折り紙から花や動物、昆虫のみなら

たのしい創作折り紙

竹尾 篤子

いただけます。 また、指先を使うことによって、脳
トレにもなります。
■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

料理

近鉄文化サロン橿原
講座名

講師

講座内容

曜日・時間

受講料

※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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

健康

近鉄文化サロン橿原
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

でさらに美に磨きをかけましょう！そして、ココロ

第1(月)

全6回 6ヵ月

も美しくなるようにケアする時のポイントもお伝え

11：40〜12：40

17,160円

動への精神統一を伴うなめらかな動きで、年齢や性

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

別に関わらなく木刀や模擬刀を使って楽しく学べま

10：30〜12：00

12,540円

日常生活を快適に動けるカラダに整えることで、忙
しいママでも効率よく、美しいスタイルを維持し続
けることができます。ウォーキング＆エクササイズ

【新設講座】
スタイルアップウォーキング

奥 智子

〈全6回〉

していきます！美しく元気な愛され女性になりま
しょう！
■体験レッスン あり

居合は、刀を抜くと同時に切る武道で、武士のたし
なみとして修学されていました。その所作は静から

【新設講座】
初めての居合道

山田 茂

〜木刀からはじめよう！〜

す。
■体験レッスン あり

【女性専用講座】
体が硬い人のためのヨガ

体が硬くても出来る簡単な動きから、無理なく始め
大東 聖子

ます。少しずつ柔軟性を高めて、心も体もほぐして

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

10：30〜11：30

12,540円

り、 お腹の引き締め、ヒップアップに効果的。自分

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

のペースで行えるので初心者の方でも安心して下さ

17：30〜19：00

12,540円

行きましょう。
■体験レッスン あり

呼吸に合わせて様々なポーズを流れるように行うこ

【女性専用講座】
ビューティー★パワーヨガ

とで、体幹が鍛えられ代謝UP。しなやかな身体を作
MOMO

い。
■体験レッスン あり

ゆっくりとポーズをとりながら、呼吸を深めていき

【女性専用講座】
ゆったりヨガ

ます。体が柔らかくなると心も穏やかにほぐれてい
辻 千惠

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

17：15〜18：45

12,540円

く姿勢がよくなり見た目にも若々しく加齢による衰

第4(木)

月1回 6ヵ月

えを防ぐ事ができます。楽しくのんびり始めましょ

15：30〜16：45

12,540円

きます。自分の体や心に意識をむけて、自分のため
に素敵な時間をヨガで楽しんでみて下さい。
■体験レッスン あり

椅子に座って出来るヨガ。膝が痛くて正座が出来な
くても大丈夫。椅子に座るので、背すじが伸びやす

月に一度のチェアヨガ

辻 千恵

う。
■体験レッスン あり

健康ヨガとは人間が本来備えもっている快復力にア

【女性専用講座】
健康ヨガ

サナ(ポーズ)と呼吸法を併せてゆっくりと健康な身
西村 礼子

体づくりをめざします。肩こり、腰痛、冷え性、生
理痛、頭痛等に悩みのある方におすすめの講座で
す。
■体験レッスン あり

(金)
11：30〜13：00
13：10〜14：40
(土)

フリーチケット
(発行日から3ヵ月間有効)
9回 15,444円
12回 18,480円

10：10〜11：40

やさしい動きで気持ちよく体のコリやゆがみをゆる

【女性専用講座】
ゆる体操初級

(火)
10：10〜11：40

めほぐす体操です。心身に深いリラクゼーションを
小松 治郎

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

10：30〜11：45

13,200円

凝 り・腰痛の予防や改善にも効果が期待できます。

(金)

月4回 3ヵ月

初めての方、運動の苦手な方もマイペースで参加で

10：10〜11：10

21,780円

もたらすと共に体の機能を高め、健康・美容に大き
な効果があります。運動が苦手な方も大丈夫です。

〜心と体のリラックス〜

■体験レッスン あり

明るく楽しい曲や美しい曲等、音楽を楽しみながら
健康で若々しい身体を作りましょう。運動不足・肩

【女性専用講座】
楽しいリズム体操
〜enjoy！ミュージック〜

池田 明子 ほか

きますので安心です。
■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

健康

近鉄文化サロン橿原
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

不調を改善予防するために考案された運動なので運

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

動経験や年齢問わず無理なく取り組んでいただけま

10：10〜11：10

18,150円

この講座はピラティス要素を取り入れ、ゆがみを正

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

して本来のインナーマッスルを鍛えて、美しくしな

15：15〜16：30

11,220円

(土)

月4回 3ヵ月

13：30〜15：00

19,470円

背骨・骨盤を自分で矯正し腰痛や猫背を改善する運
動「背骨コンディショニング」。お身体のあらゆる

猫背・腰痛改善 かんたんエクササイズ

神谷 剛史

す。
■体験レッスン あり

運動不足や加齢が原因で筋力が低下すると、姿勢が
乱れて、痛みにつながったりと不快感が現れます。

【女性専用講座】
〜疲れない体づくり〜

小枩谷 明美

インナーマッスル健康法

やかな動きを習得します。
■体験レッスン あり

中国雲南省の沙国政老師、太極拳発祥地・河南省温
県陳家溝の王西安老師、および安徽大学武術科の蒋

やさしい太極拳

七堂 利幸

浩泉教授の太極拳を健康法として学べます。体に無
理なく、覚えるのもやさしく工夫した太極拳です。
■体験レッスン あり

現代病の多くは、心身の不調和によるものが多いと

【女性専用講座】
リラクゼーション気功法

言われています。身体を充分にほぐし、リラックス
吉田 美智子

した深い気持ちよさを体感する事は、心身の調和と

(土)

活性化を促し、健康増進をはかります。体力に自信

11：50〜13：20

のない方にもご受講できます。

フリーチケット
(発行日から3ヵ月間有効)
9回 14,850円

■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

洋舞・日舞
講座名

近鉄文化サロン橿原

心と身体を癒すハワイアンフラ

現するハワイアンフラ。ゆったりとしたリズムの音
吉井 佳子 ほか

楽にあわせ、歌うように踊ることで心も身体も癒さ
れます。

〜これからフラを始める方に〜

受講料

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

15：00〜16：30

13,200円

第1・3(日)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：00

13,200円

■体験レッスン あり

フラを踊るにはまず、曲の持つ意味を理解していた

【女性専用講座】
〜ハワイ語を理解して踊る〜

曜日・時間

足でステップを踏み、歌詞をハンドモーションで表

【新設講座】
〈女性専用講座〉

講座内容

講師

吉井 佳子 ほか

はじめてのハワイアンフラ

だきます。一つ一つの動きの意味を理解して気持ち
をこめて踊っていただき、1曲を完成させます。
■体験レッスン あり

第1・3(木)
本格的なフラを“楽しく”をモットーに指導していま

【女性専用講座】

久保アロヒラニ絹子

ハワイアンフラ

ほか

14：00〜15：30②

す。曲の内容を説明し、歌詞を体全体で表現しま

第2・4(木)

す。フラは年齢に関係なく楽しめる優雅な踊りで

10：10〜11：40②

月2回 3ヵ月

第1・3(土)

11,880円

す。様々な方に同じように楽しんで頂けるように心
がけています。
■体験レッスン あり

15：20〜16：50④
第2・4(金)
15：00〜16：30①③

本格的なフラを“楽しく”をモットーに指導していま

【女性専用講座】
ハワイアンフラ

す。曲の内容を説明し、歌詞を体全体で表現しま
久保アロヒラニ絹子

す。フラは年齢に関係なく楽しめる優雅な踊りで
す。様々な方に同じように楽しんで頂けるように心

〈中級〉

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

15：20〜16：50

11,880円

がけています。
〈入門コース〉
(月)
音楽に合わせてステップを踏み、有酸素運動で自分
を活性化しましょう。ワルツ・タンゴ・ルンバ・サ

社交ダンス

森 繁実 ほか

ンバ・ブルースなど社交ダンスが初めての方から、
少し出来る方、より上手に踊りたい方までレベルに
応じてご指導いたします。
■体験レッスン あり

14：30〜15：45
〈初級コース〉
(月)
13：00〜14：15

月4回 3ヵ月
21,120円

〈中級コース〉
(月)
16：00〜17：15

【女性専用講座】
フラメンコ舞踊

谷崎 彩子

フラメンコは、スペインの南、アンダルシア地方の

〈入門〉

〈入門〉

ジプシー芸能が起源といわれます。情熱的ながらど

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

こか物悲しいギターの調べにのって背筋をピンと伸

17：10〜18：00

9,900円

ばし、手を打ち、足を踏み鳴らす独特の舞踊はエキ
ゾチックで魅惑的。ユニークな美容体操や健康法と
してもぴったりです。
■体験レッスン あり

〈初級〉

〈初級〉

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

18：00〜19：15

12,540円

第2・4(日)

月2回 3ヵ月

11：00〜12：15 (大学生以上)

10,230円

クラシックバレエの基礎である立ち方や、足裏の使

クラシックバレエ
〈基礎クラス〉

い方等を、丁寧に解説指導していきます。正しい足
檜垣 秀子

の動きで、内の筋肉を強くしながら、引き上げた美
しい身体を作っていきましょう。
■体験レッスン あり

(木)
12：30〜13：45
第1・3(金)
クラシックバレエは、ゆっくりした動きから激しい

クラシックバレエ
〈中学生以上〉

檜垣 秀子

18：15〜19：30

動きへと徐々に体に慣らしていきます。“廻る・ジャ

第2・4(金)

ンプする”音楽と共に体を動かす楽しさと、今まで知

17：35〜18：50

らなかった自分を発見しましょう。
■体験レッスン あり

(日)
12：30〜13：45
〈中学・高校生クラス〉

月4回 3ヵ月(年間44回)
20,460円
月8回 3ヵ月(年間88回)
30,690円
〈基礎クラスとの併用〉
月6回 3ヵ月(年間66回)
25,542円

17：15〜18：30

※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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

洋舞・日舞
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

(火)

月4回 3ヵ月

13：00〜15：00

21,780円

古典的な形を取り入れながら歌謡曲、舞踊曲や民謡
に合わせて舞う舞踊です。誰でも気軽に楽しみなが

【女性専用講座】
新舞踊・細川流 ‐歌謡・民踊舞踊‐

ら運動不足やストレス解消にもなります。初心者か
細川 壽々香

ら経験者まで各人に合わせて丁寧にご指導いたしま
す。
●期間3年修了後名取申請資格
■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

邦楽

近鉄文化サロン橿原
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

自然と整っていきます。尺八を通じて心と体を整え

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

ていきましょう。初めての方にも丁寧に指導いたし

16：00〜17：30

23,100円

第4(木)

月1回 3ヵ月

11：40〜12：40

6,930円

尺八は、その時の自分の調子に応じて音が変化して
いきます。よい音を目指す中で息が整い、心と体も

【新設講座】
〜心と体が整い落ちつく〜

饗庭 凱山

和楽器「尺八」入門

ます。
■体験レッスン あり

これから三味線をはじめる方向けの楽しい講座で

はじめての三味線
〜小じゃみチントン〜

す。初心者用三味線「小じゃみチントン」を使用し
小嶋 勇鶴

て、「さくらさくら」などやさしい曲から粋な三味
線曲までわかりやすくお稽古します。
■体験レッスン あり

〈入門〉
第1・3(土)
10：10〜12：10
お子様から大人の方まで、また、お一人でも、お友
達と一緒にでも楽しんでいただける大正琴。楽譜は

関西大正琴 アンサンブル和(なごみ)

辻 和美

簡単な数字譜で、童謡・クラシックからポピュラー
や演歌まで色々なジャンルの曲を入門から楽しんで
いただけます。
■体験レッスン あり

〈初級〉

〈入門・初級・中級〉

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

12,540円

〈中級〉

〈上級〉

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

10：10〜12：10

13,860円

〈上級〉
第1・3(土)
13：00〜15：00
第1・3(月)
美しい音色の大正琴を自分の手で弾いてみません

琴城流大正琴

望月 兆子

か？昔なつかしい曲から最近の曲まで色々な曲に挑

(鈴木琴華兆)

戦してみましょう。初歩から丁寧に指導します。み
んなで合奏する楽しみを味わってみましょう。

〈入門〉
11：30〜12：45

月2回 3ヵ月
9,240円

〈初級〉
10：15〜11：30

誰もが癒される沖縄の三線の音色。数百年も前から
の楽器ですが、現代人の心に響きます。基本をマス

三線入門

和田 直己

ターすれば、古典・民謡・ポップスなどジャンル問

第1・4(土)

月2回 3ヵ月

わず、一人でも仲間とでもほかの楽器とも自由に楽

16：15〜18：15

19,800円

しむことが出来ます。
■体験レッスン あり

腹式呼吸や発声を学びながら日本各地のさまざまな

民謡

藤本 春菊

民謡を唄います。健康増進、ストレス解消にもつな
がります。

(火)

月4回 3ヵ月

13：00〜15：00

20,790円

(火)

月4回 3ヵ月

10：10〜12：10

21,780円

■体験レッスン あり

民謡伴奏の三味線を練習します。初心者の方も短期

民謡三味線

藤本 春菊

間で楽しく弾き唄いができるように指導いたしま
す。藤本流名取を修得していただけます。
■体験レッスン あり

日本の伝統楽器箏(琴)に親しんでみませんか？箏の
ショパンとも言われた宮城道雄の曲、又地歌箏曲な

箏曲・生田流

星野 早苗

ど箏曲は幅広く奥深く芸術性が高いものですが、分
かり易く指導致します。初心者の方も始めてみませ
んか。

(月)
15：30〜17：30
(お一人30分・予約制)

月4回 3ヵ月
26,400円

■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

邦楽

近鉄文化サロン橿原
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

地歌三弦は三味線音楽の中では最も器楽的性格が強
く生田流箏曲に密接に結びついて発展してきまし

地歌三弦

星野 早苗

た。歌も味わい深く、日本の音楽史上、又芸術とし
て重要なものです。「わびさび」の日本に触れてみ
ませんか。

(月)
15：30〜17：30
(お一人30分・予約制)

月4回 3ヵ月
26,400円

■体験レッスン あり

学生時代に学ばれた漢詩や和歌、俳句や新体詩を
朗々と歌い上げることにより腹筋が鍛えられ、あな

楽しい詩吟

中谷 淞苑

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

16,500円

す。関西テレビ「よ〜いドン！」となりの人間国宝

第4(木)

月1回 3ヵ月

さんに認定された講師の楽しいお話も好評です。初

10：10〜11：30

7,920円

第4(木)

月1回 3ヵ月

13：30〜15：00

8,580円

たの健康と心の潤いを豊かにするサプリメント効果
を生み出します。楽しい仲間がお待ちしておりま
す。
■体験レッスン あり

講師の三味線にあわせて粋な小唄を楽しくうたいま
しょう。邦楽発声の基礎、腹式呼吸なども学べま

小唄でヴォイストレーニング

小嶋 勇鶴

めての方でも安心の、やさしい和のおけいこです。
■体験レッスン あり

「奴さん」「さのさ」「かっぽれ」など端唄の名曲
を講師の三味線にあわせて合唱しましょう。初心者

端唄でボイストレーニング

小嶋勇鶴

大歓迎。邦楽発声に必要な腹式呼吸なども学べま
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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

洋楽

近鉄文化サロン橿原
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

この講座では、プロのピアニストによる生演奏を
バックに歌っていただきます。受講生の皆さまそれ

【新設講座】
楽しいシャンソン＆ポピュラー
〜プロのピアニストによる生伴奏でお稽

ぞれに合ったキーで歌えるのでとても楽しいです
菅 じゅん子

よ。人生の哀歓を表現したシャンソンやおなじみの
ポピュラーソングをプロ歌手気分で歌ってみません

古〜

第1(木)

月1回 6ヵ月

10：30〜12：15

23,100円

か。
■体験レッスン あり

声を出すことは健康の基本です。身体を動かし、腹

【新設講座】
基礎からのヴォイストレーニング

式呼吸で健康に！声帯の使い方、ノドの開け方、明
有本 明生

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：00

15,180円

…？こんな方々みんな集まれ！身体をほぐす体操、

第3(水)

月1回 6ヵ月

正しい姿勢・腹筋・発声…。一緒に声を出しましょ

13：00〜14：30

13,200円

ましょう。みんなが知っている曲を中心に楽しみな

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

がら歌いましょう！一緒に笑って、楽しく歌えば、

15：00〜16：30

13,200円

時にはイタリア語を交えながら、ゆっくりレパート

第1(水)

月1回 6ヵ月

リーを広げましょう。コーラスとはひと味違う楽し

13：00〜14：30

13,200円

るい声の出し方等をていねいに指導します。楽しく
発声の基本をやってみませんか。

〜ぼちぼち音楽やってみませんか〜

■体験レッスン あり

声ってどうやって出すの…？歌いたい歌がたくさん

【女性専用講座】
ヴォイストレーニング

あるんだけど…！私も歌えるようになれるかしら
土居 克江

う。
■体験レッスン あり

1人では音域に限界があってもみんなで歌えば楽しさ
倍増。基礎からアカペラまで、元気に笑って練習し

みんなのコーラス♪

欄 和美

どんどん元気もわいてくる! さぁ、みんな集まれ〜♪
■体験レッスン あり

ナポリ民謡やサンレモ音楽祭入賞曲の中には、美し
い日本語歌詞で大流行した曲がたくさんあります。

カンツォーネを歌おう！

欄 和美

さがあります。
■体験レッスン あり

歌はちょっと…。一人ではちょっと…。と尻込みし

歌いましょう童謡・唱歌

土居 克江

ていた方でも大丈夫！皆で歌えば心もスッキリ、元
気になります。

第1・3(木)
15：45〜16：45

■体験レッスン あり

フリーチケット
(発行日から6ヵ月間有効)
9回 19,800円

健康のために、または脳トレのために、カラオケを
始めませんか。物忘れをちょっとでも少なくするた
め、前脳を動かしてトレーニングします。演歌を中
心に、こぶしの入れ方や感情の出し方など、少しず

美咲ゆうこ カラオケ教室

美咲 ゆうこ

つ歌うテクニックも身につけていきましょう。大き
な声を出して、楽しく唄うことは認知症予防にもな

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

19,800円

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

15：15〜17：15

16,500円

り、脳も身体もイキイキ。一緒に健康になりましょ
う。
■体験レッスン あり

ピアノで歌い続けて25年。お腹から声を出して低

あなたのためのカラオケ入門

川口 哲也

音・中音・高音の「美しい声作り」を基本にいろい
ろな歌を勉強しませんか。
■体験レッスン あり

妙なる調べは古代より人々に愛されてきました。
ハープは癒しの楽器として医療現場でも注目されて

【新設講座】
〜小学生から大人まで〜
ハープを弾こう
〈個人レッスン〉

います。また、初心者でもすぐに音が出せるハード
山﨑 さやか

ルの低い楽器です。優雅な音色をお楽しみくださ
い。

第2・4(火)
15：30〜19：30 (お一人30
分・予約制)

月2回 3ヵ月
19,800円

※使用するのは「アイリッシュハープ」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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

洋楽

近鉄文化サロン橿原
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

15：00〜16：30

16,500円

コカリナはハンガリー生まれ、日本の音楽家、黒坂

【新設講座】
コカリナ

黒太郎が改良して作り上げた木の笛です。8cmほど
平岡 妙子

の小さな笛ですが、木の特有のやわらかな音が出
せ、音楽初心者でも簡単に童謡からクラシックまで
演奏が可能です。
■体験レッスン あり

忙しい毎日、ちょっとひと息入れてみませんか。ク

ギター・マンドリン
〈個人レッスン〉

ラシックギターやマンドリンでお好きな曲を弾いて
平瀬 佳代子

みませんか。初めての方もわかりやすく丁寧にご指
導いたします。ご一緒に楽しい時間を作りましょ
う。

(土)
15：40〜19：40 (お一人30
分・予約制)

月4回 3ヵ月
26,400円

■体験レッスン あり

ギター・マンドリン
〈個人レッスン〉

30分マンツーマンレッスンでしっかり集中して学べ
福井 敏子

ます。初心者も経験者も自分のペースで丁寧に指導
いたします。楽しい音楽ライフを！
■体験レッスン あり

(木)
16：40〜19：40
(お一人30分・予約制)

月4回 3ヵ月
26,400円

イタリアで生まれたマンドリン。今では日本人の心
の楽器として親しまれています。新しい仲間ととも

楽しいマンドリン！！
〜シルバークラス〜

福井 敏子

〈入門〉

に、美しいトレモロの技法と合奏の楽しさを味わい

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

ましょう。日本の歌や懐かしのメロディなどを弾い

15：40〜16：40

13,200円

て一緒に楽しみませんか。
■体験レッスン あり

美しいトレモロで日本の歌からポピュラー、クラ

楽しいマンドリン！！
〈中級以上〉

シック、演歌まで幅広く様々な合奏曲をみんなで楽
福井 敏子

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

15：40〜16：40

13,200円

楽 の持つ楽しさを与えてくれます。ウクレレの多彩

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

で優しい音色は心を癒してくれます。いまウクレレ

18：10〜19：40

19,800円

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

16：15〜16：55

13,860円

しく演奏します。指を使って素晴らしいメロディに
触れることは最高のサプリメントです。
■体験レッスン あり

小さな楽器に秘められた無限の楽しみと可能性、そ
れはウクレレです。どんな楽器よりもシンプルに音

ウクレレを弾こうよ！

衣川 祐三 ほか

に革命が起こっています。
■体験レッスン あり

1000年以上もの歴史をもつ中国の民族楽器、二胡は

【リニューアル講座】
二胡を楽しむ

哀愁のあるアジア的な調べが魅力です。 2本の弦と
岩崎 美智子

弓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。

〜中国の民族楽器〜〈入門〉

■体験レッスン あり
第1・3(木)
〈初級〉
17：00〜18：30
1000年以上もの歴史をもつ中国の民族楽器、二胡は

二胡を楽しむ
〜中国の民族楽器〜

哀愁のあるアジア的な調べが魅力です。 2本の弦と
岩崎 美智子

弓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。
■体験レッスン あり

〈上級〉
18：30〜20：00

月2回 3ヵ月

第2・4(木)

13,860円

〈上級〉
17：00〜18：30
〈中級〉
18：30〜20：00

小学校でおなじみの楽器ですが、多彩な表現が可能
で、今大人の愛好者が増えています。鍵盤と管の融

【リニューアル講座】
大人のための鍵盤ハーモニカ(ピアニカ®)
教室
〈入門〉〈初級〉

合楽器の鍵盤ハーモーニカは、息と口と指の微妙な
常田 陽子

コントロールで、ジャズからクラシックまで楽しむ
事ができます。すぐに音が出るので、初めての方も
安心して始められます。
■体験レッスン あり

第1・3(木)
〈入門〉
12：20〜13：20

月2回 3ヵ月
17,160円

〈初級〉
10：30〜11：30

※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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

洋楽

近鉄文化サロン橿原
講座名

教室

曜日・時間

受講料

合楽器の鍵盤ハーモーニカは、息と口と指の微妙な

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

コントロールで、ジャズからクラシックまで楽しむ

13：30〜14：30

20,460円

小学校でおなじみの楽器ですが、多彩な表現が可能

【リニューアル講座】
大人のための鍵盤ハーモニカ(ピアニカ®)

講座内容

講師

で、今大人の愛好者が増えています。鍵盤と管の融
常田 陽子

事ができます。すぐに音が出るので、初めての方も

〈中級〉

安心して始められます。
〈入門〉
第2(木)
13：30〜15：00
クロマチックハーモニカは、♯や♭の半音がだせる
ので、童謡から歌謡、ポップスやジャズなど、幅広

クロマチックハーモニカを 吹こう！！

竹内 海人

〈初級〉

いジャンルの曲を演奏することができます。クロマ

月1回 3ヵ月

チックハーモニカの持つ音色を歌うように吹いてみ

第2(木)

ましょう！楽譜を読めない人でも大丈夫。初心者の

15：30〜17：00

9,570円

方から丁寧に指導させていただきます。
〈中級〉
第2(木)
10：30〜12：00
〈入門〉
第2・4(木)
心に響く素朴で美しい音色が魅力の「オカリナ」を

【リニューアル講座】
オカリナ

山下 久子

〈入門〉〈本科〉

16：30〜17：30

グループレッスンで楽しみながら練習していただき
ます。楽譜が読めない方でも、わかりやすく丁寧に

月2回 3ヵ月
〈本科〉

14,850円

ご指導いたします。
第2・4(木)
14：00〜15：00
15：00〜16：00
指番号や楽譜の読み方など、ピアノのイロハを一か
らゆっくり丁寧にご指導します。楽器をお持ちでな

60歳以上 初心者のためのいきいきピアノ
講座
〈個人レッスン〉

伊雅 ひろ美

くても大丈夫です◎ピアノを弾くことで脳も活性
化！心も健康に♪音楽のあるステキな毎日を過ごし
ましょう。

第1・3(月)
17：45〜19：45
(30分間の予約制)

月2回 3ヵ月
19,800円

■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

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

描き方の“基本”はもちろん、知っているようで知ら

【新設講座】
“はじめてさん”の絵画

ない絵具や道具の使い方も含む“基礎知識”や、
長船 侍夢

ちょっとした“コツ”などを理解しながらゆっくり始
めてみませんか。

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

15：30〜17：30

17,160円

■体験レッスン あり

ボタニカルアートとは植物の特徴を植物学的に正確

ボタニカルアート
〜植物のありのままの姿を楽しみながら

に捉えつつ美しく描いた絵画です。大航海時代の欧
佐伯 美和

当講座では植物をよく観察しながら鉛筆でスケッチ

描こう〜

【リニューアル講座】
基礎から学ぶ透明水彩画

州で植物の姿を記録する手段として発達しました。

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

15：30〜17：30

16,500円

し、透明水彩絵の具で彩色していきます。

色彩とパース(透視図法)など絵を描くための基礎を
兼元 和美

学び、透明水彩絵の具を用いて風景画、静物画等を

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

16：00〜18：00

15,180円

を制作します。出来上がった作品を季節に合わせて

第1(木)

月1回 3ヵ月

飾ったり、また、ハガキや一筆箋など生活の中で楽

15：00〜17：00

9,900円

制作していきます。
■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

季節を彩る木版画

本荘 正彦

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

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

10：10〜12:30

17,160円

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

17,160円

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
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

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

7,260円

■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。

第3(金)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

8,250円

■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

14,520円

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

墨彩画

高橋 直人

トを、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

14,520円

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

14,520円

■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

水墨画

高橋 直人

によって、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。
■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

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

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

水墨画入門

竹内 由花

の用筆、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

14,520円

■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。

第4(月)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：00

7,260円

■体験レッスン あり

鉛筆の使い方、絵具の出し方、筆の洗い方などから

〜初歩から応用まで〜
洋画

自己表現の絵作りまで。それぞれのレベルに応じて
長船 侍夢

学んでいただけます。最初に少し講義をして、技法
や絵画の見方などさせて頂きます。

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

15：20〜17：20

15,180円

■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

洋画(油彩)

木全 廣
(きまた ひろし)

現できる方法を手始めに、絵に色彩の輝きと深い奥
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

14,520円

第2・4(日)

月2回 3ヵ月

10：10〜12：10

14,520円

■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。
■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
14,520円

■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

人物を描く･入門

弓手 研平

で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

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

18：00〜20：00

16,500円

よ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

14,520円

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

13,860円

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

15：00〜17：00

14,520円

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
します。

※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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

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

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

17,820円

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

15,180円

■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
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。
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)

17,160円

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

15,180円

第3(日)

月1回 6ヵ月

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

13：00〜15：00

15,180円

第3(日)

月1回 3ヵ月

10：10〜15：00

15,180円(※午前と午後を

(休憩50分あり)

受講の方に限ります)

己書とは型にとらわれず自由に描く絵のような温も

【新設講座】
心和む楽しい書画〈己書〉

りのある書画です。上手・下手ではなく自分らしく
土井 博美

第1(水)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：00

7,590円

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

14,520円

楽しくをモットーに誰もが笑顔になる大人の習い事
です。男女問わず楽しめます。
■体験レッスン あり

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

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

14,520円

第1・2・4(日)

月3回 3ヵ月

15：30〜18：30

25,740円

■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 ほか

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。
■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

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

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

12,540円

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

19,800円

レンダーづくりを織りまぜながら、優雅なイタリッ

第4(水)

月1回 3ヵ月

ク体、ゴシック体、カッパープレート体などを学び

10：10〜12：10

8,250円

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

南澤 恭石

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
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

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
カリグラフィーは専用のペンを使ってアルファベッ

カリグラフィー
〜美しい手描きアルファベット文字〜

トを書く「西洋書道」。グリーティングカードやカ
木作 輝代

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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

工芸

近鉄文化サロン橿原
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

殊な顔料を施し陶器の様に美しく光を放つ花を作り

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

ます。丁寧に指導致しますので初めての方もご安心

16：30〜19：30

18,480円

す。 お気に入りの物語やキャラクターなどを自分で

第4(土)

月1回 3ヵ月

作れ るように、いろんな素材を練習します。作品は

13：00〜15：00

8,580円

ラペリスとはラテン語で「石」。石粉の入った粘土
で繊細に作られた花々にアクリル絵の具、ろう、特

〜粘土で作るフラワーアート〜
ラペリスフラワー

三木 和可子

〈初級〉

下さい。
■体験レッスン あり
切り紙も切り絵も、基本は同じ。紙に型紙を写し
て、 はさみなどで切って作ります。季節のモチーフ
や立 体的な作品も作っていただきます。型紙は同じ
でも 選ぶ色によってオリジナルな作品に仕上がりま

たのしい切り紙・切り絵

髙野 あや

プレゼ ントにしても喜ばれます。切り紙・切り絵の
技法を通 して、その奥深さを一緒に味わいましょ
う。
■体験レッスン あり

タイでは700年の歴史があるカービング。ナイフ1本

〜香りとデザインを楽しむ〜
ソープ・カービング

で彫っていきます。こちらの講座では、市販の石け
大﨑 由子

んを使い、カービングテクニックを1つづつレッスン
していきます。石けんの香りで癒されませんか？

第2(土)

月1回 3ヵ月

13：30〜15：30

9,240円

■体験レッスン あり

桐塑の原点は奈良時代の乾漆にあり、漆をのりに代
え、オガクズと練ったものです。桐材を芯に桐塑で

桐塑(とうそ)人形

井上 楊彩

造形をし、胡粉を塗り、和紙や布で仕上げます。 伝
統の技法を現代に生かした桐塑人形。一つひとつ心

第2・3・4(火)

月3回 3ヵ月

10：10〜12：40

23,100円

を通わせながら作ります。

破損してしまった大事な器、陶磁器や漆器、硝子器
が蘇ります。「金繕い」や「金直し」ともいい、割
れた部分を継ぎ、欠けた部分を成形し、その部分に
金銀の化粧を施し器を修繕する技法です。繕いの後

壊れた器が蘇る「金継ぎ」

木村 由紀子

を新たな景色となす、日本独特の文化であり美学で
もあります。本講座では、更に蒔絵で繕う技法を加

第4(土)

月1回 3ヵ月

10：10〜12：40

10,230円

え て、器に新たな魅力を添えます。うるしは、「本
うるし」 ながら、かぶれにくく改良しています。
■体験レッスン あり

伝統工芸の七宝焼と現代工芸のガラスアートの融合
を楽しみながら、世界に1つの作品を制作。アクセサ

七宝焼ガラスフュージング

梅田 しより

リー、インテリア小物や雑貨など毎回完成し持ち帰
り出来ます。

第2(月)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

8,580円

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

12,210円

■体験レッスン あり

本格的なステンドグラスを中心に、フュージングや

ステンドグラスアート
〜煌く光の世界へ〜

絵付けなどを初歩から分かりやすく学べます。小
池田 けい子

物・アクセサリー・ウィンドウパネル・ティファ
ニーランプなど光の色彩美あふれる作品を作ること
ができます。

一般の人には難しいとされていた友禅染を簡素化さ
月4回 3ヵ月

れた特殊な染料を使用することにより、ハンカチ、T

手描友禅染

桝谷 美千子

シャツなど小物から帯、着物にいたるまで制作で
き、初心者から経験者まで受講していただけます。

(月)

21,780円

10：10〜12：10

月2回 3ヵ月
12,210円

なお上級者には型友禅もご指導いたします。
■体験レッスン あり

〜心なごむ作品づくり〜
木彫

自然の素材である木から作品を作っていきます。身
渡辺 二笙 ほか

近に使えるものから、一作品ずつ丁寧に個人指導を

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

行っていきます。初心者には彫刻刀の持ち方から彫

10：10〜12：10

11,880円

りや塗りも行なう楽しく学べる教室です。

※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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

手芸

近鉄文化サロン橿原
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

お裁縫が苦手な方でも平気です。ふわふわの羊毛

ふわふわ 小さな動物たち
〜チクチク羊毛フェルト〜

で、手のひらサイズの小さな動物たちを作りましょ
むつき こまつ

う。丸いフォルムに心も癒されます。上達すれば、
おうちのペット等お好きな動物作りにも挑戦してい

第1(土)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

6,930円

ただけます。

手芸用紙バンドを編んで、暮らしに役立つ収納から

かんたん かわいい かご雑貨つくり
〜エコクラフト手芸〜

かごバックまで、幅広いかご雑貨を作製します。基
田中 靖恵

本から無理なくステップアップし、様々な編み方を
習得します。

第3(水)

月1回 3ヵ月

13：00〜16：00

11,880円

■体験レッスン あり

小さな布端を折り紙のように折りつまむことで変化
していく姿が可愛らしく、仕上げの中心に飾るビー
ズやしべは、花たちがおしゃべりを始めたように見
えます。土台を変えることで多種の使い方が出来ま

京つまみ細工 凸凹庵

下野 美智子

す。捨てられるような小さな布が素敵な花に変身で
す。十二季の花やはんなりとしたかんざし、アクセ

第1(土)

月1回 3ヵ月

13：30〜15：30

10,230円

サリーなどいろんなものをつまみ細工で作りましょ
う。
■体験レッスン あり

ちりめん細工は江戸時代後半から続く伝承の手芸で

〜基礎から学ぶ〜
ちりめん細工「つるし飾り」

す。本講座では基礎的な作品を一つずつていねいに
石田 りつ子

作り、楽しいつるし飾りに仕上げます。初心者の
方、基本からじっくりと学びたいという方向けの講

第1(日)

月1回 3ヵ月

13：00〜16：30

11,550円

座です。
■体験レッスン あり

くみひもの基本として帯締めから、ファッションと

くみひも教室

渡部 八重子

してのアクセサリーや小物まで、創意工夫とセンス
を生かして様々な自分だけの作品をつくります。

第2(日)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

8,250円

■体験レッスン あり

韓国伝統の飾り結び(メドゥプ)を指だけで作ってい

〜指で編む結び〜

安 和世

メドゥプ

(アン ファセ)

きます。ネックレスなど応用を交えて、お気に入り
作品を作ってみてはいかがでしょう。一つずつ、
ゆっくり、くり返し結んでいきます。

第1(木)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：00

6,930円

■体験レッスン あり

シルクや麻布を使ってポジャギや小物を作ります。

ポジャギと小物

安 和世
(アン ファセ)

布の切れ端を繋ぎ合わせていくと素晴らしい作品へ
と姿を変えていきます。特に一枚仕立てで仕上げる
ポジャギは光を通す布のステンドグラスです。

第1(木)

月1回 6ヵ月

13：00〜15：00

13,860円

■体験レッスン あり

多彩な糸が織りなす芸術で、つくる人の心を丸く温
かくします。不思議な色の変化に魅せられ、様々な

たのしいてまりつくり

真木 和枝

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

13,200円

レートを使用しますので粘土の量や花びらの形を明

第3（火)

月1回 3ヵ月

確に把握できます。無理なく完成させられる作品を

13：00〜15：00

6,600円

第3(火)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：00

6,600円

模様のてまりつくりをたのしみます。昔なつかしい
菊模様から、四季の草花模様や新しい幾何学模様ま
で、基本からわかりやすく指導します。

初めて粘土の花をつくるひとのために考えられた講
座です。初心者になじみやすい花を中心にテンプ

【新設講座】
初めてのクレイの花

津田 博子

〈プレコース〉

制作しますのでお花への興味が膨らんでいきます。
■体験レッスン あり

香りの花せっけん粘土や、各種工芸用粘土を使って

香りの花せっけんと花クラフト

津田 博子

美しい花やフルーツを模ったインテリア小物等、
様々な作品づくりがお楽しみいただけます。教授の
免許を取得できます。

※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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

手芸

近鉄文化サロン橿原
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

オートクチュール刺繍とは、世界のさまざまな刺繍
技術と素材でオーダーメイドのドレスやバッグを装
飾する技術です。刺繍が初めての方にも気軽に楽し
んでいただける縫い針だけで装飾する技術を学びま

オートクチュール刺繍アクセサリー講座

山口 博美

第3(日)

全6回 6回 6ヵ月

13：00〜15：00

19,800円

ジーの取り扱い方からビーズ・スパンコール刺繍の

第3(日)

月1回 3ヵ月

特別基礎を学びます。ご希望の方は修了後資格取得

13：00〜15：00

9,900円

第3(日)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：00

9,900円

す。身に着けて楽しむことが出来る6つのアクセサ
リー制作を通して、糸刺繍・スパンコール刺繍・
ビーズ刺繍・リボン刺繍・コード刺繍・ゴールド刺
繍を体系的に学ぶことができます。
■体験レッスン あり

パリ・オートクチュールコレクションの刺繍芸術が

コスチュームジュエリーとアクセサリー
メイキング
【オートクチュールビーズ刺繍ジュエ

息づく技法を学びます。針と糸、刺繍枠とオーガン
中井 恵子 ほか

も可。

リー】

■体験レッスン あり
ソウタシエとは、ヨーロッパの伝統的なコード刺繍
で天然石やビーズなどをコードで流線型に囲んで針
糸で縫いながら形を仕上げ、大ぶりなデザインのも
のでもとても軽く、気軽に身に着けられるテクニッ

コスチュームジュエリーとアクセサリー
メイキング

クです。コードワークの他に、ビーズステッチ、刺
中井 恵子 ほか

しゅうの基本技術を加え、よりデザイン性の高いモ
チーフを制作します。さらにそれらモチーフの様々

【ソウタシエ】

な組み立て方を学び、ソウタシエならではの表現力
を身につけます。ご希望の方は修了後資格取得も
可。
■体験レッスン あり
あなただけのオリジナルビーディングクラフトを一

ビーディング・クラフト

大炭 つき ほか

緒に作ってみませんか。簡単な技巧を使い本格的で

第2・4(木)

おしゃれなアクセサリーなどを仕上げることができ

10：10〜12：10

月2回 3ヵ月

ます。基礎から丁寧にご指導いたしますので、初め

第2・4(土)

11,550円

ての方にも楽しんでいただけます。

10：10〜12：10

■体験レッスン あり

シックな色、洗練されたデザインの身につけて楽し

〜mimima‐bee〜
大人のビーズアクセサリー

む大人のアクセサリーを作りましょう。厳選した素
中野 美穂

材や手法でワンランク上の作品を学べます。分かり
やすく説明しますので初心者でも大丈夫です。

第1(木)

月1回 3ヵ月

15：30〜17：30

6,600円

■体験レッスン あり

フランスの手芸ブティは布と布を図案通りに縫い合
わせ、そこに毛糸を入れてふくらみをつける手法を
使いま す。布の彫刻とも呼ばれています。白の布で

やさしいフランスキルトブティ

山本 薫

第2(金)

月1回 3ヵ月

10：10〜12：10

6,930円

が出来ます。カラフルな色彩でエネルギーがあふれ

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

る作品(タペストリー、クッション、バッグ)を作り

13：00〜15：00

16,500円

第2(金)

月1回 3ヵ月

作られた作品が多くみられますが、この教室では色
ものを使って普段使いをたのしんでいただける提案
をします。
■体験レッスン あり

カリブ海のクナ族の衣装がルーツのモラは、あざや

【新設講座】
モラ＆モラキルト
〜クーナインディオの魂の手芸〜

かな色の布をかさねて「たてまつり」で美しい模様
加藤 裕子

ます。

〈本科〉

■体験レッスン あり

ハワイの植物や動物をあざやかな色の布でアップリ
ケにします。小さなサイズのタペストリー、ポー

はじめてのハワイアンキルトと小物たち

山本 薫

チ、バッ グ、クッションなど簡単な小物を中心につ

10：10〜12：10

8,250円

くります。生活の中の小さなハワイを楽しんでみま

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

13：45〜15：45

13,200円

せんか。
■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

手芸

近鉄文化サロン橿原
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

美しい色彩とオリジナルステッチを習って、クッ
ション、ピアノ掛け、屏風、色紙、額、カバンなど

戸塚 フランス刺しゅう

末田 博子

幅広い作品を作ります。初心者の方には糸の取り方
からご指導いたします。

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

15：30〜17：30

11,220円

■体験レッスン あり

日本刺繍の気品ある繊細な美しさが見直されていま

和のお稽古 日本刺繍

菱田 晴代

す。注目の和のお稽古日本刺繍。はじめての方に台

第3(木)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

10,890円

小さな道具シャトルさえあれば、場所を取らずどこ

第1(木)

月1回 6ヵ月

ででもつくることができ楽しめます。基礎編みがす

10：10〜12：10

14,520円

の張り方、針の持ち方から丁寧にご指導します
■体験レッスン あり

クラシックレースの一種です。上品で優雅に見え、
その繊細さはこのタティングレースの持ち味です。

はじめてのタティングレース

naomin

めば、ビーズでネックレス、ポーチなど、またドイ
リークロス、ストールへ進みます。

キャンバスワーク、クロスステッチ、リボン刺しゅ

はじめての刺しゅう
〈本科〉

うなど世界各国の刺しゅうの基礎を学びながら作品
小川 祐佳

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

13：30〜15：30

13,200円

国の刺しゅうを自由作品で楽しむ講座です。それぞ

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

れの用途にあわせた作品を制作します。また、ご希

13：30〜15：30

15,180円

て、華やかで気品の高い作品を作ります。基本のあ

第1(水)

月1回 3ヵ月

わじ結びから学び、季節の短冊や色紙、立体的な作

13：00〜15：00

6,600円

て現れる模様や艶の美しさから「糸の宝石」と呼ば

第1(日)

月1回 3ヵ月

れ、現在はアクセサリーとしても人気があります。

13：00～15：30

6,600円

づくりを楽しみます。一針一針、心をこめての手仕
事の素晴らしさを体験していただけます。
■体験レッスン あり

はじめての刺しゅう
〈研究科〉

ブラックワーク、ハーダンガー刺しゅうなど世界各
小川 祐佳

望の方は講師免状を取得することができます。

水引は、古来贈り物に付けられ、先様に真心・感謝
の気持ちを伝える日本の心・やさしい習慣です。こ
の講座では、色鮮やかな様々な種類の水引を使っ

アート水引むすび

吉村 一三子

品など、日本の伝統工芸を手軽にお楽しみいただけ
ます。
■体験レッスン あり

金沢の伝統工芸「加賀ゆびぬき」は、もともとお針
子さんが残り糸で作った実用品。絹糸を1本ずつ重ね

加賀ゆびぬき

北谷 有美

毎月新しい模様にチャレンジして自分だけの宝石箱
づくりを楽しみましょう！

※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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

服飾

近鉄文化サロン橿原
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

られる手編み。あなたの体型にジャストフィットの

(月)

月4回 3ヵ月

作品を作ることが出来ます。ご自分のペースで創作

10：10〜12：30

19,800円

作品にかけた時間に見合った喜びと着る満足感が得

手編み

森山 千余

作品や小物などを製作していただきます。

編み込みや、レース編みなど、細かく複雑な模様

機械編み

森山 千余

(月)

月4回 3ヵ月

10：10〜12：30

19,800円

又アクセサリー等々、一日でできるステキなアイテ

第2(月)

月1回 3ヵ月

ムを提案いたします。編み物が初めての方でも丁寧

13：00〜15：00

7,260円

ます。多少基礎のできている方は段階的なカリキュ

(土)

月4回 3ヵ月

ラムで好きな洋裁ができ、自分の体形に合った洋服

10：10〜12：10

19,800円

も、機械を使ってスピーディーに仕上げることがで
きます。基礎から応用までを自由作品で学びます。

編み物の楽しさを知っていただく講座です。記念日
のプレゼントに、マフラーや帽子、カンタンベスト

カンタン手編み

森山 千余

に指導いたします。
■体験レッスン あり

初心者は基礎を、その後は自由教材でお稽古ができ

【女性専用講座】
洋裁

戸田 守亮 ほか

〈文化式〉〈ドレメ式〉

もつくっていただけます。

タンスの中の着なくなった着物や羽織がステキによ
みがえります。それぞれの柄や色・状態を見てデザ

着物リメイク教室
〜洋服・袋物・小物〜

インを考え、一人一人の型紙を作り、ベスト・チュ
谷口 和子

ニック・パンツ等作成、残布で小物・袋物も作れま
す。初心者の方でもミシンが使えれば大丈夫。直線
縫いの洋服から始めます。

第4(火)
13：00〜15：00

月1回 3ヵ月

第4(金)

10,230円

10：10〜12：10

■体験レッスン あり
形見の着物や帯、子どもの頃の大切な思い出の着物
をどうしようかとお困りの方におすすめ。思い出の
着物を形を変えて、身近に飾っておけるようにアレ
ンジします。バッグやぬいぐるみ、色紙掛けなど、

かんたん和布くらふと

谷口 和子

簡単なものから製作し、ある程度できるようになれ
ば、がまぐ ちカバンや傘などにも挑戦できます。捨

第4(火)

月1回 3ヵ月

15：30〜17：30

10,230円

てようかと迷っていた着物をステキによみがえらせ
ましょう。
■体験レッスン あり

タンスの中で眠っている帯を「さくら造り」帯結び

切らずに帯が結べる「さくら造り」帯講
座

で造ってみませんか！このまま眠らせておくのは
中井 成子

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

10：10〜12：10

23,100円

の中からお好きなものをお選びいただけます。講座

第2(木)

月1回 3ヵ月

が進むにつれてお手持ちの思い出の着物をミニ着物

13：00〜16：00

10,230円

もったいない！！切らずに折りたたんで針と糸で留
めるだけ。着装5分。簡単便利。目からうろこの「さ
くら造り」帯を是非おためし下さい。
■体験レッスン あり

市松人形などに使用する友禅染着物地を教材に使
い、約8時間で1作品を仕上げます。最初は、基本的
なサイズから始め、慣れてくると様々なサイズ・柄

ミニ着物づくり

森 修市

サイズに作りかえることもできます。その他に市松
人形やこどもの頃によく遊んだ人形などに着せるた
めのミニ着物も作ることができます。

※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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

書道

近鉄文化サロン橿原
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

◆毛筆漢字
筆の持ち方や基本的な運筆方法からはじめ、漢字の
五体の書法を段階的に練習します。級・段の取得も
可能です。（テキスト：「書の教室」)

【新設講座】
楽しく学ぶ「書道教室」
〜毛筆漢字・実用書道（小筆・筆ペン・

◆実用書道
梅木 香華

名前や住所、祝儀袋や手紙文など日常によく使う文
例を練習します。①小筆コース②筆ペンコース③

ボールペン)〜

ボールペンコース

第2・4(日)

月2回 3ヵ月

15：10〜17：10

12,540円

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

15：00〜17：00

12,540円

※実用書道は①～③いずれか１

つを選択(テキスト：①「書の教室」②無し③「ペン
字教室」)
■体験レッスン あり
はじめて筆を持つ方でも安心して練習できるよう、

はじめての書道
〈大筆・小筆・筆ペン・ボールペン〉

縦・横線、ハネ、払いなどの基本から始めます。目
岡本 八和

的に合わせて色々な科目を、楽しく、長く続けてい
ただくことを大切にしています。
■体験レッスン あり

(金)
10：10〜12：10
漢字の基本から楷書、行書、草書の臨書指導を行い

漢字〈松田クラス〉

松田 美楓

ます。個人添削により、初めての方でも早く楽しみ
ながら学べます。ご希望の方は条幅も学べます。

13：00〜15：00

月4回 3ヵ月

(土)

22,440円

15：20〜17：20

月2回 3ヵ月

17：30〜19：30

12,540円

第2・4(土)
13：00〜15：00

初心者の基礎から、楷書、行書、草書をわかりやす

漢字〈澤村クラス〉

澤村 南翔

くユニークな添削指導で愉しく学べ、師範取得まで
ご指導いたします。ご希望の方は条幅も学べます。
■体験レッスン あり

書に興味のある方、初めて筆を持つ方も大歓迎で
す。楽しく練習し、書に親しみましょう！筆の正し

書に親しむ講座
〈毛筆漢字・かな〉

い持ち方や線の引き方からはじめ、漢字では五体
小田 大拙

(火)
10：10〜12：10
12：45〜14：45

月4回 3ヵ月
23,100円

第2・4(水)
10：10〜12：10
第2・4(木)

(楷・ 行・草・篆・隷)の書法を、仮名は基本のいろ

10：10〜12：10

はから 俳句・短歌などを段階的に練習します。希望

第2・4(日)

の方には額や軸作品の制作指導もいたします。

10：10〜12：10

■体験レッスン あり

13：00～15：00

月2回 3ヵ月
12,540円

和様漢字とかなをおりまぜながら、日常使う文字、
贈答用語などを美しく書けるように、学んでいきま

かな〈植林クラス〉

植林 山華

す。また古筆の臨書により、万葉かなをまじえ、色

(火)

紙、短冊などでかな作品の散らし方を学びます。ご

15：30〜17：30

希望の方は公募展出品や昇級昇段試験を受けること

17：30〜19：30

もできます。

月4回 3ヵ月
21,120円
月2回 3ヵ月
11,880円

■体験レッスン あり

(金)
10：10〜12：10
いろは仮名から古典臨書まで段階に応じて学べま

かな〈松田クラス〉

松田 美楓

す。手紙や年賀状、俳句、短歌など美しい文字で書

13：00〜15：00

月4回 3ヵ月

(土)

22,440円

けるようになります。ご希望の方は条幅も学べま

15：20〜17：20

月2回 3ヵ月

す。

17：30〜19：30

12,540円

第2・4(土)
13：00〜15：00

かなの基礎からちらし書きの作品までご指導いたし

かな〈澤村クラス〉

澤村 南翔

(火)

ます。ご希望の方は、条幅も学べます。

10：10〜12：10

■体験レッスン あり

12：45〜14：45

月4回 3ヵ月
23,100円

※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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

書道

近鉄文化サロン橿原
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

日常使われる贈答慶弔用語・手紙文・俳句和歌等小
筆を使って美しく書けるよう御指導致します。仮名

日常文字を美しく

植林 山華

と和様漢字の調和美を古典から学び仮名書の基礎基
本を身につけましょう。御希望の方は、公募展出品
や昇段試験も受けられます。

(火)
15：30〜17：30
17：30〜19：30

月4回 3ヵ月
21,120円
月2回 3ヵ月
11,880円

■体験レッスン あり

日常使う贈答用語、慶弔用語など実用習字全般につ

実用習字〈澤村クラス〉

澤村 南翔

いて学びます。名前や住所、地名から手紙文まで、
常識用語の細字練習をします。
■体験レッスン あり

(火)
10：10〜12：10
12：45〜14：45

月4回 3ヵ月
23,100円

(金)
10：10〜12：10

実用習字〈松田クラス〉

松田 美楓

自分の名前、贈答用語、慶弔用語など、実用文字の

13：00〜15：00

細字書写を学びます。また宛名書き、暑中見舞、年

(土)

22,440円

賀状なども筆で書けるように練習します。漢字・か

15：20〜17：20

月2回 3ヵ月

なも選んでいただけます。

17：30〜19：30

12,540円

月4回 3ヵ月

第2・4(土)
13：00〜15：00
第1・3(金)
級や段を気にせず暮らしに役立つ、贈答用語、慶弔
用語、名前や住所を小筆・ペン・筆ペンなど自分の

暮らしの書道

松田 美楓

ペースでその月のテーマを決め、師弟と向き合い集
中して練習し添削していきます。
■体験レッスン あり

15：30〜17：30
第2・4(金)
15：30〜17：30

月2回 3ヵ月

第1・3(土)

12,540円

13：00〜15：00
第2・4(土)
13：00〜15：00
(金)
10：10〜12：10
13：00〜15：00

ペン習字

松田 美楓

デスクペン・万年筆で美しい文字が書けるように基
本からご指導致します。

月4回 3ヵ月

(土)

22,440円

15：20〜17：20

月2回 3ヵ月

17：30〜19：30

12,540円

第2・4(土)
13：00〜15：00

美しい文字を身につける講座
〜日常生活や職場で役立つ実用書〜

小田 大拙

〈小筆コース〉

美しい文字を身につける講座
〜日常生活や職場で役立つ実用書〜

小田 大拙

〈ペン字コース〉

美しい文字を身につける講座
〜日常生活や職場で役立つ実用書〜
〈筆ペンコース〉

小田 大拙

「美しい文字を身につけたい」と願う皆さまに、初

第2・4(水)

心者の方には筆の持ち方、線の引き方など基本から

10：10〜12：10

はじめ、名前や住所、冠婚葬祭での祝儀袋や手紙文

第2・4(木)

など日常によく使う文例を練習します。一 人ひとり

10：10〜12：10

にあった進め方や指導により、バランスのとれた美

第2・4(日)

しい文字を習得していきます。

10：10〜12：10

■体験レッスン あり

13：00～15：00

「美しい文字を身につけたい」と願う皆さまに、初

第2・4(水)

心者の方にはペンの持ち方、線の引き方など基本か

10：10〜12：10

らはじめ、名前や住所、冠婚葬祭での祝儀袋や手紙

第2・4(木)

文など日常によく使う文例を練習します。一 人ひと

10：10〜12：10

りにあった進め方や指導により、バランスのとれた

第2・4(日)

美しい文字を習得していきます。

10：10〜12：10

■体験レッスン あり

13：00～15：00

「美しい文字を身につけたい」と願う皆さまに、初

第2・4(水)

心者の方には筆ペンの持ち方、線の引き方など基本

10：10〜12：10

からはじめ、名前や住所、冠婚葬祭での祝儀袋や手

第2・4(木)

紙文など日常によく使う文例を練習します。一 人ひ

10：10〜12：10

とりにあった進め方や指導により、バランスのとれ

第2・4(日)

た美しい文字を習得していきます。

10：10〜12：10

■体験レッスン あり

13：00～15：00

月2回 3ヵ月
12,540円

月2回 3ヵ月
12,540円

月2回 3ヵ月
12,540円

※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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

書道

近鉄文化サロン橿原
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

第3(日)

月1回 6ヵ月

書くことの楽しさ、書作品を創る喜びを発見する講
座です。3つの事を中心に行います。
①自分の感覚で自由に書く

自分らしい書作づくり

安川 眞慈

10：10〜12：10

15,180円

第3(日)

月1回 3ヵ月

10：10〜15：00

15,180円(※午前と午後を

(休憩50分あり)

ご受講の方に限ります)

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

19,800円

②真似る
③人の作品をよくみる。
丁寧にご指導いたします。
■体験レッスン あり
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

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
文字を正しく・美しく書けるように、鉛筆や筆の持
ち方、線の引き方など基本から学びます。年齢・学
年に応じた課題を練習し、一人ひとりにあった進め

楽しく学ぶ「かきかた・毛筆教室」〈5
歳～中学生〉

方や指導により、個性を伸ばしながらバランスのと
梅木 香華

れた美しい文字を習得していきます。また2020年4
月からはじまりました書写授業(小学1年・2年生)で

第2・4(日)

月2回 3ヵ月

15：10〜17：10

10,890円

第2(火)

月1回 3ヵ月

13：30〜15：00

7,260円

の毛筆(水書き)練習にも対応いたします。
(テキスト：「学生書の教室」
■体験レッスン あり
稲の藁を束ねた筆(わら筆)を用い、自由な発想で自
由に描き遊べる創作書としてお楽しみいただけま
す。藁の持つ独特のかすれや偶然の表情に出逢いな

【新設講座】
藁書（わらしょ)
〜稲わらで描く創作書〜

がら、自分の大好き！を見つけていきます。作品は
野中 江峰

ご自身のお好きな言葉や書きたいものを自由にお持
ちいただき、気に入った一作品を仕上げて当日お持
ち帰りいただきます。インテリアやプレゼント等に
もご活用ください。
■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

文化

近鉄文化サロン橿原
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

ピソード、画家の人生から時代背景へと、一枚の絵

第1(金)

月1回 6ヵ月

から無限に広がるアートの世界を広く、かつ深く、

10：30〜12：00

17,820円

誰もが一度は見たことがある名画をテーマに深ぼり
し、鑑賞のツボを解説します。作品の由来、創作エ

【新設講座】
〜大人のための〜

小林 佳子

知っておきたい！世界の名画

楽しみましょう。
■体験レッスン あり

絵画などをご覧になって「これはどんな話だろう」
と疑問に思ったことはありませんか？この講座で

【新設講座】
ギリシア神話入門

は、美術などでよく目にするギリシア神話の主要な
中村 満耶

第1(火)

月1回 6ヵ月

13：00〜14：30

16,500円

ことにより混沌とする現代をおおらかに、こだわり

第1(木)

月1回 6ヵ月

なく生きるための知慧を身につけ、さらにお写経の

10：30〜12：30

14,520円

第4(金)

全4回 4ヵ月

15：30〜17：30

8,800円

エピソードを、古代に書かれた物語とともにくわし
くご紹介します。魅力あふれる神話の世界へどうぞ
お越しください。
■体験レッスン あり

般若心経は262文字の短いお経の中に仏教のエッセ

般若心経
〜そのこころとお写経〜

ンスが説かれています。「とらわれない心」を学ぶ
生駒 基達

実践により心のうるおいも感じていただきます。
■体験レッスン あり

奈良まほろばソムリエの会は、奈良の歴史通が集ま
る会です。奥深い奈良県の歴史にまつわるあれこれ

【新設講座】
奈良まほろばソムリエ歴史講座
〈全4回〉

を、スクリーンを使って、やさしく、楽しくお話い
小倉 つき子

たします。今回のテーマは『奈良県の伝統行事』で
す。行事と併せて関連する伝説や社寺のお話もしま
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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

文学・文芸
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

第1(水)

月1回 6ヵ月

10：30〜12：30

11,880円

美しい日本語を正しく使い折々の感動を17文字で表
現、四季を詠み自然界を知り、日常の身近な事を見

俳句を楽しむ

猪瀬 幸

逃さずに表現します。初心者にもわかりやすく手ほ
どきいたします。
■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

お花・お茶
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

個性を尊重する芸術のいけばなが草月流です。花か
ら広がる新しい世界、「いつでも」「どこでも」
「だれにでも」そしてどんな材料を使ってもいけら

草月流
〈本科〉

れるということを特色にしています。日本全国・海
井倉 陽星 ほか

第1・2・3(月)

月3回 3ヵ月

18：00〜20：00

26,532円

れるということを特色にしています。日本全国・海

第1・2・3(月)

月3回 3ヵ月

外に至るまで同じテキストで学べます。基礎から応

18：00〜20：00

30,452円

に、植物以外の素材も使って楽しく学びます。また

第3(月)

月1回 3ヵ月

ウィンドウディスプレイ(フラワーク)やTVスタジオ

18：00〜20：00

14,718円

外に至るまで同じテキストで学べます。基礎から応
用までをマ スターすると指導者としての資格を取得
出来ます。
◆期間 入門7ヵ月 以後7ヵ月ごとに進級
■体験レッスン あり
個性を尊重する芸術のいけばなが草月流です。花か
ら広がる新しい世界、「いつでも」「どこでも」

草月流
〈研究科〉

「だれにでも」そしてどんな材料を使ってもいけら
井倉 陽星 ほか

用までをマ スターすると指導者としての資格を取得
出来ます。
◆期間 入門7ヵ月 以後7ヵ月ごとに進級

草月流
〈造形コース〉

小原流
〈本科〉

小原流
〈研究科〉

小原流
〈写景コース〉

いけ花をより一層芸術的なレベルにもっていくため
井倉 陽星 ほか

等の現場を体験する機会も多くあります。

基礎からおけいこします。日本人がもっている自然
松田 豊寿

に対する心を、生活の中に花を飾って楽しみましょ
う。

第1・2・3(火)

月3回 3ヵ月

15：30〜17：30

26,106円

■体験レッスン あり

基礎からおけいこします。日本人がもっている自然
松田 豊寿

に対する心を、生活の中に花を飾って楽しみましょ
う。

第1・2・3(火)

月3回 3ヵ月

15：30〜17：30

31,521円

■体験レッスン あり

上級コースです。より深く花を愛し自然を見つめ、
松田 豊寿

植物のもっている姿や趣をいかすという気持を大事
にした、いけ方をします。

第4(火)

月1回 3ヵ月

15：30〜17：30

14,190円

■体験レッスン あり

未生流一甫の創流から200余年の歴史をもつ優雅な

未生流(庵家)
〈本科〉

「格花」の技術は伝統につちかわれた美しさを誇り
松田 節圃

ます。「盛花」「瓶華」については四季折々の自然
の表情をあなたの心に照らし、基本型から造形写

第1・2・3(水)

月3回 3ヵ月

15：30〜17：30

23,760円

景、格風調と楽しく学びます。
◆期間 盛花初許4ヵ月 以後4ヵ月ごとに進級 師範2年

未生流一甫の創流から200余年の歴史をもつ優雅な

未生流(庵家)
〈研究科〉

「格花」の技術は伝統につちかわれた美しさを誇り
松田 節圃

第1・2・3(水)

月3回 3ヵ月

15：30〜17：30

27,027円

つばたなどの草物の楽しみ、二重いけ、三重いけ、

第3(水)

月1回 3ヵ月

寄せ筒と奥深く格調高い「格花」を勉強していただ

15：30〜17：30

14,190円

第1・2・3(金)

月3回 3ヵ月

18：30〜20：30

26,532円

ます。「盛花」「瓶華」については四季折々の自然
の表情をあなたの心に照らし、基本型から造形写
景、格風調と楽しく学びます。
◆期間 盛花初許4ヵ月 以後4ヵ月ごとに進級 師範2年

未生流(庵家)
〈格花コース〉

五本いけ、七本いけと基本的な技術より進み、かき
松田 節圃

きます。

美しい花と自分との小さな出会いを楽しむ…。そん

池坊
〈本科〉

なゆとりをお持ちになりませんか。生花、投入、盛
廣田 清楓

花、自由花などていねいな指導で楽しく学んでいた
だきます。
◆期間 入門初伝6ヵ月 以後6ヵ月ごとに進級
■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

お花・お茶
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

美しい花と自分との小さな出会いを楽しむ…。そん

池坊
〈研究科〉

なゆとりをお持ちになりませんか。生花、投入、盛
廣田 清楓

花、自由花などていねいな指導で楽しく学んでいた
だきます。

第1・2・3(金)

月3回 3ヵ月

18：30〜20：30

30,452円

◆期間 入門初伝6ヵ月 以後6ヵ月ごとに進級

池坊
〈立花正風体コース〉

池坊の伝統的な美感と立花の構成を内包しながら、
廣田 清楓

今世紀に継承してゆく新しい立花です。理論的にわ
かりやすく学んでいただきます。

〈立花新風体コース〉

第1(金)

月1回 3ヵ月

18：30〜20：30

16,368円

嵯峨御流には、風格ある「伝承花」と、未来感覚あ
ふれた新鮮な感性でいける「心粧華」があります。

嵯峨御流
〈本科〉

大いなる宇宙の生命を一瓶に表現する、気品と風格
田中 桂甫 ほか

第1・2・3(土)

月3回 3ヵ月

16：00〜18：00

26,532円

大いなる宇宙の生命を一瓶に表現する、気品と風格

第1・2・3(土)

月3回 3ヵ月

を兼ね備えたいけばなを基本から楽しく学んでいた

16：00〜18：00

30,452円

を兼ね備えたいけばなを基本から楽しく学んでいた
だきます。
◆期間 入門初伝6ヵ月 中伝3ヵ月 奥伝6ヵ月
■体験レッスン あり

嵯峨御流には、風格ある「伝承花」と、未来感覚あ

嵯峨御流
〈研究科〉

ふれた新鮮な感性でいける「心粧華」があります。
田中 桂甫 ほか

だきます。
◆期間 入門初伝6ヵ月 中伝3ヵ月 奥伝6ヵ月

嵯峨御流では生花荘厳華と伝統的な花態に対し21世

嵯峨御流
〈生花荘厳華・心粧華コース〉

紀に向けて新たなる創造の花「心粧華」を開発され
田中 桂甫 ほか

ました。荘厳華、生花、瓶花、盛花を発展的に進め
たもので未来感覚にふさわしく新鮮な感性で表現し

第3(土)

月1回 3ヵ月

16：00〜18：00

14,718円

ます。

お気に入りのCaféでのここちよい時間…。そんな
ニュアンスの花教室。花を通して自分を表現する楽

廣之信のFLOWER CAFÉ

山田 廣之信

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

16：00〜18：00

13,200円

ザインを基礎からトレンドまで、講義と実技で学び

第2(土)

〈3級受験コース〉

ます。フラワーデザイナー資格であるNFD3級の新資

10：10〜13：10

全24回 327,800円

しさを知る。フラワーアーティストが感性を引き出
し、繊細な感覚を呼びさます指導をしていきます。
■体験レッスン あり

初心者の方におすすめのコース。パリやドイツなど

江口美貴 花のサロン
〈プライマリーコース〉

のヨーロピアンスタイルの自然な植生を生かしたデ
江口 美貴 ほか

格が取得できます。
■体験レッスン あり

〈2級受験コース〉

江口美貴 花のサロン
〈ステップアップコース〉

NFD2級〜1級を目指す上級コース。NFD本部講師の
江口 美貴 ほか

指導により、高度な技術とセンスが磨けます。TVや
イベントなどの現場実習により実力を養えます。

第2(土)
10：10〜13：10

全26回 363,000円
〈1級受験コース〉
全30回 429,000円

江口美貴 花のサロン
〈ドイツフローリストコース〉

枠組みの花、シュトラウスなどのフラワーデザイン
江口 美貴 ほか

のテクニックやトレンド、花の造形論など学びま
す。

第2(土)
10：10〜13：10

お気に入りのインテリアや毎日の暮らしを花で飾り

江口美貴 花のサロン
〈インテリアフラワーコース〉

ましょう。リビングやエントランス、ティータイム
江口 美貴 ほか

の花、ハロウィン、クリスマスなどのイベントフラ
ワー、パリスタイルの花束などバラエティ豊かな花
の世界を楽しみます。

1年間 198,000円

月1回 2ヵ月
第2(土)

14,300円

10：10〜13：10

月1回 2ヵ月
19,800円

※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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

お花・お茶
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

生花のようなみずみずしさと柔らかさを保ちなが
ら、長時間枯れない人気のプリザーブドフラワー。
「江口美貴の花の学校」のワンランク上のカリキュ
ラムで学ぶ「パリプリ」。プリザーブドフラワー
で、パリスタイルの高い技術とトレンドを学びま

江口美貴 花のサロン
〈プリザーブド フラワーコースⅠ プル

江口 美貴 ほか

す。シーズナルなアレンジやギフト、ウエディング

〈初めての方〉

フラワー、ブーケまで季節やシチュエーションに合

全10回 236,500円

わせたカリキュラムをご用意。ワイヤリング、テー
ピングなど基礎から応用まで、様々なテクニックを

ミエコース〉

第2(土)
10：10〜13：10

〈花のサロン受講者〉
全10回 220,000円

学びながら、センス溢れる作品を毎回製作して頂け
るレッスンです。プルミエコース修了後には、ディ
プロマ取得も可能な「デュプロームコース」へのス
テップアップが可能です。「デュプロームコース」
終了後にはAIFのデュプロームを発行致します。
■体験レッスン あり
生花のようなみずみずしさと柔らかさを保ちなが
ら、長時間枯れない人気のプリザーブドフラワー。
「江口美貴の花の学校」のワンランク上のカリキュ
ラムで学ぶ「パリプリ」。プリザーブドフラワー
で、パリスタイルの高い技術とトレンドを学びま
す。シーズナルなアレンジやギフト、ウエディング

江口美貴 花のサロン
〈プリザーブド フラワーコースⅡ デュ

フラワー、ブーケまで季節やシチュエーションに合
江口 美貴 ほか

わせたカリキュラムをご用意。ワイヤリング、テー
ピングなど基礎から応用まで、様々なテクニックを

プロームコース〉

第2(土)
10：10〜13：10

全12回 297,000円

学びながら、センス溢れる作品を毎回製作して頂け
るレッスンです。プルミエコース修了後には、ディ
プロマ取得も可能な「デュプロームコース」へのス
テップアップが可能です。「デュプロームコース」
終了後にはAIFのデュプロームを発行致します。
■体験レッスン あり

江口美貴 花のサロン
〈NFDウエディング フラワーコース〉

江口美貴 花のサロン
〈NFD資格認定 集中コース〉

ウエディングに関する基礎知識とブーケをつくる技
江口 美貴 ほか

術等をテーマ毎に学びます。ウエディングワークを

第2(土)

月1回 8ヵ月

目指す方の学習の場となることを目的とし、NFD協

10：10〜13：10

91,520円

会発行のディプロマを取得することができます。

初心者からでもパリスタイルのセンスとNFD3級が取
江口 美貴 ほか

得できます。また短期間でのレッスンになり、仕事

第2(土)

の忙しい方や主婦の方にもおすすめです。合格保障

10：10〜13：10

全18回 261,800円

もついているので安心して学べます。

花の香りと彩りに癒されながらナチュラル感覚で自
分らしさを表現してみませんか。最新の花をどこよ
り早くをモットーに多種の花材資材を自由自在にア

クリエイティブフラワーコーディネート

福田 ヒロカ ほか

レンジできるコツと感性を磨きます。花が豊かなラ
イフスタイルに変えてくれます。あこがれのフラ

第1(水)

月1回 3ヵ月

15：30〜17：30

19,800円

第1(水)

月1回 3ヵ月

15：30〜17：30

23,100円

ワーアレンジメント！まずは体験からはじめてみま
せんか。
■体験レッスン あり
多彩なセレモニーを生花のようなプリザーブドフラ
ワーをたっぷり使っておしゃれに演出してみません
か。季節ごとのアレンジはもちろん一生に一度の思

プリザーブドフラワー〈おしゃれを飾ろ
う！〉

い出に残る花嫁のブーケを個別レッスンで心ゆくま
福田 ヒロカ ほか

で指導いたします。プリザーブドフラワーならでは
の前もって準備できるうれしいブーケレッスンで
す。あこがれのプリザーブドレッスン！まずは体験
からはじめてみませんか。
■体験レッスン あり

プリザーブドフラワー技能検定2級〜1級を目指す上

全3回 3ヵ月

級コース。日本のプリザーブドフラワーの技術とデ

プリザーブドフラワー技能検定対策講座

福田 ヒロカ

〈2級〉

ザインの標準化及び向上のために平成24年11月から

第1(水)

新しく始まった技能検定に挑戦してみませんか。1級

15：30〜17：30

33,000円

まで取得されますとプロとして、活躍の場も開けま

〈1級〉

す。

49,500円

※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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

お花・お茶
講座名

近鉄文化サロン橿原
講座内容

講師

曜日・時間

乾燥した木の実、花、香草、香辛料を素材にひとつ

〈本科〉

ひとつワイヤーで結わえて作るトロッケンゲビンデ

月1回 6ヵ月

はドイツに古くから伝わる素朴で格調高い民芸クラ

トロッケンゲビンデ(ドイツ装花)

久禮 良栄

受講料

フトです。教室ではカリキュラムに従ってテーブル

第1(日)

飾りや壁飾りなど、一講習に一作品を制作しますの

13：00〜15：00

で、楽しみながらトロッケンゲビンデ独特の形と技

16,500円
〈研究科〉
月1回3ヵ月

法を修得することができます。

14,850円

■体験レッスン あり

あなたのお庭を美しく飾るお手伝いをするガーデニ
ング講座です。基本的な植え方からそれぞれの花の

たのしいガーデニング教室

今西 幸子

特徴、管理の方法、実用方法などさまざまなテーマ
にそってすすめていきます。また簡単に美しく植え

第3(日)

月1回 6ヵ月

13：00〜15：00

13,200円

込むコツもお教えします。

「和敬静寂」の精神と「道・学・実」をモットーに
毎日を心豊かに暮らすことを目指しています。基礎

裏千家

辻 宗益

から小習、七事式と順次学んでいきます。
◆期間 入門和巾点2年 行台子2年
■体験レッスン あり

日曜茶席
〜楽しくお茶を〜

和敬静寂の精神と一期一会の大切さをお稽古を通し
辻 宗益

(水)
13：00〜14：00
14：00〜15：00

月4回 3ヵ月

15：30〜16：30

25,212円

16：30〜17：30
18：30〜19：30

第1・3(日)

月2回 3ヵ月

10：10〜12：10

13,926円

に身につきお香をたけるようになります。一から丁

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

寧にお教えします。初めてのかたお気軽にお越し下

10：10〜12：10

23,100円

て、楽しく学び身につけていただきます。
■体験レッスン あり

季節に合った香遊びを通してゆかしい香りに接し香

はじめての香道
〜和の香りを楽しむ〜

道にちなんだお話を楽しみます。簡単な作法も自然
渡辺 慧香

さい。
■体験レッスン あり

【増設講座】
こどもの茶道教室
〈小学生〜中学生〉

辻 宗益 ほか

茶道を通じて礼儀作法や相手への思いやりなど、四

第3(日)

季の和菓子とおいしいお抹茶での食育、道具を大切

10：10〜12：10

月1回 3ヵ月

16：30〜18：30〈増設〉

6,633円

に扱う触育を楽しみながら学びます。
■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

語学

近鉄文化サロン橿原
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

歌・クイズなどを取り入れて楽しく会話を身に付け

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

ていきましょう！まずは体験レッスンから。講師が

10：15〜11：15

17,160円

英会話なんてムリ！とあきらめていませんか？経験
豊富な講師が丁寧にご指導いたしますので、初心者

シルバー世代の英会話
〈入門クラス〉

の方でも安心して学んでいただけます。ゲーム・
姫野 幸子

あなたのレベルを確認し、もうワンランク上へレベ
ルアップできるようお手伝いいたします。
■体験レッスン あり

中学程度の文法も復習しながら、ゲーム・歌・クイ

シルバー世代の英会話
〈初級〉

姫野 幸子

ズなどを取り入れて楽しく会話を身に付けていきま

第2・4(木)

しょう！まずは体験レッスンから。講師があなたの

10：15〜11：30

月2回 3ヵ月

レベルを確認し、もうワンランク上へレベルアップ

第1・3(金)

17,160円

できるようお手伝いいたします。

11：30〜12：45

■体験レッスン あり

英会話、多少習った経験はあるけれど、まだまだと

シルバー世代の英会話
〈中級〉

いう方、あなたの英会話力を楽しく伸ばしていきま
姫野 幸子

しょう！まずは体験レッスンから。講師があなたの

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

レベルを確認し、もうワンランク上へレベルアップ

11：45〜13：00

17,160円

できるようお手伝いいたします。
■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

こども
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

第2・4(日)

月2回 3ヵ月

15：10〜17：10

10,890円

文字を正しく・美しく書けるように、鉛筆や筆の持
ち方、線の引き方など基本から学びます。年齢・学
年に応じた課題を練習し、一人ひとりにあった進め

楽しく学ぶ「かきかた・毛筆教室」
〈5歳～中学生〉

方や指導により、個性を伸ばしながらバランスのと
梅木 香華

れた美しい文字を習得していきます。また2020年4
月からはじまりました書写授業(小学1年・2年生)で
の毛筆(水書き)練習にも対応いたします。
(テキスト：「学生書の教室」
■体験レッスン あり

文字を正しく美しく書けるように、鉛筆の持ち方、

こども習字
「文字を正しく美しく書く教室」

線の引き方など基本から学びます。一人ひとりに
小田 大拙 ほか

〈5歳児〜中学生〉

10：10〜12：10

ランスのとれた美しい文字を習得していきます。

13：00〜15：00

月2回 3ヵ月
10,890円

■体験レッスン あり

強い心と身体をつくる実践カラテ!楽しい雰囲気で優

【新設講座】
ちびっこ空手道

第2・4(日)

あった進め方や指導により、個性を伸ばしながらバ

しく、挨拶・礼儀から指導を行います。現代失われ
丸子 孝仁 ほか

ている自分自身の経験による「相手の痛みが分かる
人間」になるよう幼児から指導しております。

〈4歳児～小学校低学年〉

(水)

月4回 3ヵ月

17：00〜18：00

16,500円

(水)

月4回 3ヵ月

18：00〜19：00

16,500円

■体験レッスン あり

強い心と身体をつくる実践カラテ!楽しい雰囲気で優

こども空手道
〈4歳児〜中学生〉

しく、挨拶・礼儀から指導を行います。現代失われ
丸子 孝仁 ほか

ている自分自身の経験による「相手の痛みが分かる
人間」になるよう幼児から指導しております。
■体験レッスン あり

(日)
(3〜5歳幼児クラス)

こどもクラシックバレエ
〈3歳児〜小学6年生〉

檜垣 秀子 ほか

クラシックバレエは、小さい頃から体を作っていき

14：00〜14：50

ます。長く続けて頂ける様、各年齢に応じたクラス

(小学1〜3年生)

を設けております。基礎から丁寧に御指導しており

15：00〜16：00

ますので、何時でも体験を受け、ご入会ください。

(小学4〜6年生)

■体験レッスン あり

16：00〜17：00

月4回 3ヵ月(年間44回)
20,460円
月6回 3ヵ月(年間66回)
25,542円

第1・3(金)
17：00〜18：00

こどもの美術教室
〈3歳児〜中学生〉

美術を通してこどもの心を豊かに育てます。こども
飯田 元美

〈小学生〜中学生〉

びのび絵を描き、楽しく工作をしましょう。
■体験レッスン あり

【増設講座】
こどもの茶道教室

の心を解放して個性を大切に伸ばしていきます。の

辻 宗益 ほか

第2・4(日)
10：10〜12：10
13：00〜15：00

月2回 3ヵ月
10,230円

茶道を通じて礼儀作法や相手への思いやりなど、四

第3(日)

季の和菓子とおいしいお抹茶での食育、道具を大切

10：10〜12：10

月1回 3ヵ月

16：30〜18：30〈増設〉

6,633円

に扱う触育を楽しみながら学びます。
■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

