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

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。

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

15：00〜17：00

11,400円+税

■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)

20,400円+税

15：20〜17：20

月2回 3ヵ月

17：30〜19：30

11,400円+税

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〉

堀田 南郷 監修

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

(楷・ 行・草・篆・隷)の書法を、仮名は基本のいろ
はから 俳句・短歌などを段階的に練習します。希望

(火)
10：10〜12：10
12：45〜14：45

月4回 3ヵ月
21,000円+税

第2・4(水)
10：10〜12：10
第2・4(木)
10：10〜12：10
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
11,400円+税

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
19,200円+税
月2回 3ヵ月
10,800円+税

■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)

20,400円+税

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

11,400円+税

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〉

堀田 南郷 監修

(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
21,000円+税

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
19,200円+税
月2回 3ヵ月
10,800円+税

■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〉

堀田 南郷 監修

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
21,000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)

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

(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

月4回 3ヵ月

細字書写を学びます。また宛名書き、暑中見舞、年

(土)

20,400円+税

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

11,400円+税

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)

11,400円+税

13：00〜15：00
第2・4(土)
13：00〜15：00

(金)
10：10〜12：10

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。

13：00〜15：00

月4回 3ヵ月

(土)

20,400円+税

15：20〜17：20

月2回 3ヵ月

17：30〜19：30

11,400円+税

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

美しい文字を身につける講座
小田 大拙

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

美しい文字を身につける講座
小田 大拙

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
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

〈筆ペンコース〉

第2・4(日)

しい文字を習得していきます。

りにあった進め方や指導により、バランスのとれた

〈ペン字コース〉

〜日常生活や職場で役立つ実用書〜

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

にあった進め方や指導により、バランスのとれた美

〈小筆コース〉

〜日常生活や職場で役立つ実用書〜

「美しい文字を身につけたい」と願う皆さまに、初

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
11,400円+税

月2回 3ヵ月
11,400円+税

月2回 3ヵ月
11,400円+税

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

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。

第3(日)

月1回 6ヵ月

10：10〜12：10

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)

をご受講の方に限ります)

■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。
※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)

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

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)

