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

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

第1・2・3(月)
15：30〜16：30
16：30〜17：30

月3回 3ヵ月

17：30〜18：30

24,120円+税

18：30〜19：30
19：00〜20：00

■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〉

井倉 陽星

第1・2・3(月)

「だれにでも」そしてどんな材料を使ってもいけら

15：30〜16：30

れるということを特色にしています。日本全国・海

16：30〜17：30

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

17：30〜18：30

27,684円+税

用までをマ スターすると指導者としての資格を取得

18：30〜19：30

出来ます。

19：00〜20：00

◆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

に、植物以外の素材も使って楽しく学びます。また
ウィンドウディスプレイ(フラワーク)やTVスタジオ
等の現場を体験する機会も多くあります。

第3(月)
15：30〜17：30
17：30〜19：30

月1回 3ヵ月
13,380円+税

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

23,733円+税

■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

28,656円+税

■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

12,900円+税

■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

21,600円+税

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

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

24,570円+税

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〉

池坊
〈本科〉

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

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

12,900円+税

きます。

廣田 清楓

美しい花と自分との小さな出会いを楽しむ…。そん

第1・2・3(金)

なゆとりをお持ちになりませんか。生花、投入、盛

15：30〜16：30

花、自由花などていねいな指導で楽しく学んでいた

16：30〜17：30

月3回 3ヵ月

だきます。

17：30〜18：30

24,120円+税

◆期間 入門初伝6ヵ月 以後6ヵ月ごとに進級

18：30〜19：30

■体験レッスン あり

19：30〜20：30

※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)

お花・お茶
講座名

近鉄文化サロン橿原
講座内容

講師

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。
◆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〉

曜日・時間

受講料

第1・2・3(金)
15：30〜16：30
16：30〜17：30

月3回 3ヵ月

17：30〜18：30

27,684円+税

18：30〜19：30
19：30〜20：30

第1(金)

月1回 3ヵ月

15：30〜17：30

14,880円+税

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

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

第1・2・3(土)
16：00〜17：00

月3回 3ヵ月

17：00〜18：00

24,120円+税

18：30〜19：30

■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〉

田中 桂甫

ふれた新鮮な感性でいける「心粧華」があります。

第1・2・3(土)

大いなる宇宙の生命を一瓶に表現する、気品と風格

16：00〜17：00

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

17：00〜18：00

27,684円+税

だきます。

18：30〜19：30

◆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

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

13,380円+税

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

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。

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

16：00〜18：00

12,000円+税

■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〉

江口 美貴 ほか

のヨーロピアンスタイルの自然な植生を生かしたデ

第2(土)

ザインを基礎からトレンドまで、講義と実技で学び

10：10〜15：10

ます。フラワーデザイナー資格であるNFD3級の新資

第4(土)

格が取得できます。

13：00〜16：00

〈3級受験コース〉
全24回 6ヵ月
298,000円+税

■体験レッスン あり

江口美貴 花のサロン
〈ステップアップコース〉

江口美貴 花のサロン
〈ドイツフローリストコース〉

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。

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。

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。

第2(土)
10：10〜15：10
第4(土)
13：00〜16：00

第4(土)
13：00〜16：00

〈2級受験コース〉
全26回 330,000円+税
〈1級受験コース〉
全30回 390,000円+税

1年間 180,000円+税

第2(土)

月2回 1ヵ月

10：10〜15：10

13,000円+税

第4(土)

月2回 1ヵ月

13：00〜16：00

18,000円+税

※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)

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
〈初めての方〉

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Ⅰ プル

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

ミエコース〉

学びながら、センス溢れる作品を毎回製作して頂け

第2(土)
10：10〜15：10
第4(土)
13：00〜16：00

全10回 5ヵ月
215,000円+税
〈花のサロン受講者〉
全10回 5ヵ月
200,000円+税

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〉

学びながら、センス溢れる作品を毎回製作して頂け

第2(土)
10：10〜15：10

全12回 6ヵ月

第4(土)

270,000円+税

13：00〜16：00

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〉

江口 美貴 ほか

ウエディングに関する基礎知識とブーケをつくる技

第2(土)

術等をテーマ毎に学びます。ウエディングワークを

10：10〜15：10

月2回 4ヵ月

目指す方の学習の場となることを目的とし、NFD協

第4(土)

83,200円+税

会発行のディプロマを取得することができます。

江口 美貴 ほか

13：00〜16：00

初心者からでもパリスタイルのセンスとNFD3級が取

第2(土)

得できます。また短期間でのレッスンになり、仕事

10：10〜15：10

の忙しい方や主婦の方にもおすすめです。合格保障

第4(土)

もついているので安心して学べます。

全18回 238,000円+税

13：00〜16：00

スタイルよりもその花のもつ個性や表情を大切にし
た花あしらい。季節の花を中心に、もっと身近に花

暮らしに花を…花あしらい教室

仲出 恵美

のある暮らしを提案します。一人ひとりの個性を大
切に、花に触れる楽しさをお伝えします。

第3(木)

月1回 1ヵ月

18：00〜20：00

5,000円+税

■体験レッスン あり

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

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

18,000円+税

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

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

第1(水)

月1回 3ヵ月

15：30〜17：30

21,000円+税

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

※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)

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

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

受講料

〈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

まで取得されますとプロとして、活躍の場も開けま

30,000円+税
〈1級〉

す。

45,000円+税

乾燥した木の実、花、香草、香辛料を素材にひとつ
ひとつワイヤーで結わえて作るトロッケンゲビンデ
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

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)

月1回 6ヵ月

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

15,000円+税

で、楽しみながらトロッケンゲビンデ独特の形と技
法を修得することができます。
■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

12,000円+税

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

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

(水)
13：00〜14：00
14：00〜15：00

月4回 3ヵ月

15：30〜16：30

22,800円+税

16：30〜17：30
18：30〜19：30

第1・3(日)

月2回 3ヵ月

10：10〜12：10

12,600円+税

季節に合った香遊びを通してゆかしい香りに接し香
道にちなんだお話を楽しみます。簡単な作法も自然

【新設講座】
はじめての香道

渡辺 慧香

〜和の香りを楽しむ〜

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

21,000円+税

第3(日)

月1回 3ヵ月

10：10〜12：10

6,000円+税

さい。
■体験レッスン あり

こどもの茶道教室
〈小学生〜中学生〉

茶道を通じて礼儀作法や相手への思いやりなど、四
辻 宗益

季の和菓子とおいしいお抹茶での食育、道具を大切
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。
※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)

