さらに体験受講後、当日にご入会
（ご入金）いただくと

近鉄友の会会員さまは
（通常5,500円のところ）

受講料が500円割引に！

入会金が無料！

（※3/28（月）までに入金の方が対象）
新設

4月開講予定
の新講座です

増設

4月増設予定
の講座です

4月リニューアル
予定の講座です

●月

入会月限定の
講座です

体験 おためし体験の
600 できる講座です

女性

材込 受講料に材料費等が
含まれている講座です

女性のみ受講で
きる講座です

受講料に材料費等が
材別 別途必要な講座です

さぁ、春から
新しいことはじめよう！

新設

～足揉み足踏み健康法～

女性

実践！官足法

“自分の健康は自分で守る”をモットーに、下肢全体を揉ん
で血流を整え蓄積した老廃物を促す血液循環療法的効果と、
数千年の歴史を持つ反射区療法的効果との相乗効果によ
り、不調を含めた多くの生活習慣病の予防
と根治をめざす根本療法です。

体験
601

足を揉むこと、踏むことによって血液循環を
よくします。副作用のない健康法です
3月14日（月）13：00～14：30 2,750円

増設

金継ぎ～壊れた器の修繕～
お待たせしました！
ついに、人気講座の
増設決定！お申込み
はお早めに！

■漆芸伝承の会認定講師 大広 元子
■第3(土）10：30～13：00
■月1回 3ヵ月 10,560円 材別
体験
604

新設

身体も心もリラックス。自然な呼吸で自
分の本当の声を発見してみませんか？
話し声や歌声に自信が持てるようにご指
導します！身体のストレッチ、息の使い
方をマスターすれば、歌いたかったあの
歌も夢ではないんです！

■関西二期会会員 土居 克江
■第1（金）15：00～16：30
■月1回 3ヵ月 6,930円

■官足法本部 濵﨑 ふく子
■第2(月）13：00～14：30
■月1回 3ヵ月 10,560円※道具レンタル代別途

破損してしまった大事なうつわ、陶器
と漆器を修復します。繕いの後を新
たな景色となす、日本独自の文化で
あり美学でもあります。

ヴォイストレーニング

講師が準備した欠けた器を
1日で修復し、金繕い仕上げます
3月19日（土）10：30～12：30
1,980円(材料費3,080円別途）

体験
602

美しい声を楽に出して大好きなあの歌が
歌えたら…そんな夢を一緒にかなえましょう
3月4日(金）15：00～16：30 1,210円

タイ伝統のカービングを日本人好みに
アレンジ。スイカのウェルカムボードや
ソープフラワーのアレンジメントは、結 講座見本
婚や誕生日祝い、お店等のオープン
記念のプレゼントに喜ばれています。

講座見本
体験
605

俳句のこころ

ソープにダリアを彫刻します
3月17日（木）10：00～12：00
2,860円
体験見本

こども習字・かきかた教室
「文字を正しく美しく書く教室」〈5歳～中学生〉

■「かつらぎ」副主宰 平田 冬か
■第4（金）10：30～12：30
■月1回 6ヵ月 14,520円
体験
607

小句会を通し楽しい句作りの方法を学びます
3月25日(金）10：30～12：30 2,310円

鉛筆や筆の持ち方、線の引き方など基本
から学びます。一人ひとりにあった進め方
でバランスのとれた文字が 人気講師の
講座です
書けるように指導します。

■日本書芸院一科審査会員 小田 大拙ほか
■第1・3（日）10：00～12：00（90分）ほか
■月2回 3ヵ月 11,550円
体験
608

スポーツウェルネス吹矢
吹矢は、矢を吹くときの腹式呼吸が
健康維持・増進につながり、ストレス解
消・集中力向上・ダイエット効果も期待
できます。

■一社）日本スポーツウェルネス吹矢協会
上級公認指導員5段 箸尾 幸雄
■第1・3（月）14：00～15：30
■月2回 3ヵ月 12,540円
基本動作を腹式呼吸でレッスンします
体験
3月7日・28日（月）14：00～15：30
609
各2,310円

挨拶、自己紹介などの身近なトピックで、入
門レベルから無理なくゆっくり進めます。な
ごやかなクラスづくりで人気の講師が日本
語と英語を織り交ぜながらアシスト。是非、
この機会に英会話はじめてみませんか

■英会話講師 佐藤 妙
■第2・4（火）11：00～12：20
■月2回 3ヵ月 14,520円
体験
603

英会話をはじめたい！やりなおしたい！と
思っている方にぴったりなクラスの体験講座
3月8日・22日（火）11：00～12：20 各2,310円

タイカービング
～ソープ・フルーツ・ベジタブル～

■JDCAクラフトマイスター 鈴置 美咲
■第3(木）10：00～12：00
■月1回 3ヵ月 9,900円 材別

全くの初心者にも、既経験者にも
対応したクラスです。実作と理論
の両面から句作の楽しさ、俳句の
面白さを勉強します。

～はじめるなら今～
ゆっくり英会話 入門やりなおしレベル

新設

正しい鉛筆や筆の持ち方からはじめ、自分の名前を
きれいに書けるように練習します（練習時間60～90分）

3月6日(日）10：00～12：00、14：00～16：00
3月11日(金）16：30～19：30 各1,980円

～心と体が整い落ちつく～
和楽器「尺八」入門
その時の自分の調子に応じて音が常に
変化していきます。良い音を目指す中で
息が整い、心と体も自然と整っていきます。

■都山流尺八師範 饗庭 凱山
■第1・3（金）18：00～19：00
■月2回 3ヵ月 20,460円
体験
610

講師のデモンストレーション
と、実際に音を鳴らしてみましょう
3月4日・18日（金）18：00～19：00 各2,310円

能面打
能面は室町時代から伝わる日本古来の
芸術で能舞台で使用でき美術品としても
楽しむことができます。ひのきから面を彫
り、胡粉を塗り毛描きをし、彩色して完成
までの技術をわかりやすく身につけるこ
とができます。

■大阪能面研究会代表 西村 久幸
■第4（金）10：00～16：00（休憩あり）
■月1回 3ヵ月 18,480円 材別
体験
606

講座見学会
3月25日（金）10：00～12：00

講座見本

無料(要予約）

奈良まほろば歴史講座
「奈良の歴史絵巻・文学の舞台」

新設

古代から伝わる説話、物語絵、
日記、歴史文書など、我が国を
代表する古典文学を解説しなが
ら、ここに描かれる奈良各地の
名所史跡をスライドで紹介しま
す。登場する著名な人物とその
歴史を掘り下げて展開していき
ます。

人気講座のため
お申込みはお早めに！

吉備大臣入唐絵巻

■奈良まほろばソムリエの会前理事長 鈴木 浩
■第2(月）10：00～12：00
■全9回 9ヵ月 12,870円 ※振替不可

アドラー心理学に学ぶ
感情（怒り）と上手につきあう〈全3回〉

新設

4月

嫌われる勇気で有名なアドラー心理学。
難しい講義はなく体験を通し学びます。
感情とは何か、怒りとは何かを知るこ
とで、気持ちが楽になり、人間関係が
円滑になり、幸せな人生に繋がります。

■アドラー心理学ＥＬＭリーダー 中島 美恵子
■第3（火）10：30～12：00
■全3回 3ヵ月 9,240円 ※振替不可

※体験レッスンは、お電話でご予約後、受講日の5日前までにご入金の手続をお済ませください。受講日の5日前を過ぎてのキャンセルに対しては実費を申し受ける場合があります。※写真はすべてイメージです。
※価格は、消費税、設備費（2022年4月より）を含んだ金額を表示しています。

はじめてのタロット
4月

〈全12回〉

4月

■日本陰陽易道協会教授鑑定士
小山 華穂
■第2・4（土）15：30～17：30
■月2回 3ヵ月 19,140円 材別

■日本陰陽易道協会教授鑑定士
小山 華穂
■第2・4（土）13：00～15：00
■月2回 3ヵ月 19,140円 材別

※振替不可

※振替不可

講座説明会

初級〈全12回〉

生年月日から導きだす九星の意味を
学び、運勢を吉へと導きます。

78枚のカードを覚えて、意味や解釈を
学びます。

体験
3月26日（土）12：00～12：30
611
無料（要予約）

春の１日講習会

開運・気学（方位学）

講座説明会

体験
3月26日（土）12：30～13：00
612
無料（要予約）

11月スタートの新講座

女性

※入会金不要

あなたも眉美人～眉が変われば印象ガラリ～

テレビにも出演！1万人を美人に変えた講師が「あなたが美しく変
わる感動の美眉」を描きます。眉一つで見違えるほどきれいにな
れるなんて驚きです！自分で出来る眉の整え方も指導します。
【プロ仕様眉ペン付】
■エンライトメントメイク主宰

【定期講座のご案内】

吉村薫子 ほか
4月 受講生1万人突破！美人を目指すメイク
■4月7日(木）10：00～12：00
■吉村薫子ほか
■第4（木）10：00～12：00 ■全6回 6ヵ月 20,460円
4月14日（木）10：00～12：00
■会員：各3,080円
一般：各3,410円 他にも楽しい講座がいっぱい！

まだ始まったばかりなので、
おすすめです！

詳しくはホームページをご覧ください！
その他、レンタルスペースとしてご利用も可能！
～空気清浄機能を備えた新しいフラワーアレンジメント～

～現役人気俳優が教える～

チャンバラを楽しむ殺陣入門
■俳優、日本殺陣道協会講師 徳丸 新作
■第2・4(金)10：00〜11：30
■月2回 3ヵ月 14,520円
チャンバラで美容、健康、
体験
ストレス発散しましょう
613
3/11、3/25（金）10：00～11：30 各2,310円

北欧の刺しゅう

■ジャズボーカリスト 山下 みさ子
■第2・4(水)12：30〜14：00
■月2回 3ヵ月 17,160円
発声を学び
体験
「On the Sunny Side of the Street」を歌います
614
3/9、3/23（水）12：30～14：00 各2,310円

消臭体験をして効果を
体験
確認頂き、ミニ花束を作ります
615
3/9（水）10：00～12：00 3,410円

■日本グラスアート協会認定
インストラクター 坂根 美穂
■第2・4(木)10：00〜12：00
■月2回 3ヵ月 17,820円 材別
体験見本

描くことの楽しみ
■絵画講師 増田 妃早子
■第2・4(火)10：00〜12：30
■月2回 3ヵ月 17,490円
透明水彩絵具を使って花のある
体験
モチーフを描きます
619
3/8(火）10：00～12：30 2,640円

花業界初！ラジカルフラワー
■ラジカルフラワー認定校grace主宰
松井 由美子
■第2(水)10：00〜12：00
■月1回 6ヵ月 15,840円 材別

モザイクタイルアート

■スコーネクラブ専任講師
臼井 康実
■第3(水)13：00〜15：00
■月1回 3ヵ月 10,230円 材別
北欧スウェーデンオーナメント
体験
（5.5×5.5ｃｍ）を作ります
616
3/16（水）13：00～15：00 2,310円

初めてのジャズボーカル

体験見本
講座見本

コスチュームジュエリーと
アクセサリーメイキング
講座見本

ハウス型壁飾りを作ります
体験
3/10(木）10：00～12：00
617
3,190円
体験見本

■F・S・Kアクセサリークラフト教室主宰
中井 恵子 ほか
■第2(火)10：30〜12：30
■月1回 3ヵ月 9,900円 材別

ターコイズ

体験見本
モノトーン

体験 「ビジューソウタシエ」（ターコイズまたはモノトーン）を作ります
618 3/8(火）10：30～12：30 3,630円

カンタン！きもの
おしゃれリメイク

日常文字を美しく

■きものリメイク作家 曽谷 寿代
■第2(木)10：00〜12：00
■月1回 3ヵ月 7,260円

■日本書芸院一科審査会員 植林 山華
■(日)10：00〜12：00
■月4回 3ヵ月 23,760円

体験 着物地でバッグを作ります
620 3/10（木）10：00～12：00
2,750円

体験 春の俳句を練習して 短冊に書いてみましょう
621 3/13（日）10：00～12：00 2,310円

体験見本

腹話術

体験見本（イメージ）

はじめての民謡三味線

■プロ腹話術師 川松 智子
■第2(日)13：30〜15：30
■月1回 6ヵ月 15,180円

■藤本流総師範 藤本 春菊
■第1・3(金)13：00～15：00
■月2回 3ヵ月 13,200円

腹話術の発声やコツを学び
体験
ミニ台本を体験しましょう
622
3/13(日）13：30～15：30 2,310円

体験 三味線の持ち方、バチのあて方など基礎を学びます
623 3/4、3/18（金）13：00～15：00 各2,090円

～ボイストレーニング～

井上ケイのアロハフラ

楽しく歌う発声健康法

■井上ケイ リマナニ フラスタジオ 講師陣
■(火)11：45〜13：15 ほか
■月4回 3ヵ月 23,100円 ほか
フラソングに合わせて踊りましょう
体験
3/8（火）11：45～13：15
625
3/17（木）10：00～11：30 各2,310円

やさしく始める骨盤底筋群
＆体幹トレーニング
■ひめトレインストラクター 佐野 薫
■第2・4(月)10：30〜11：30 ■月2回 3ヵ月 17,820円
体験 体幹トレーニングを学び疲れない体を作ります
628 3/14（月）10：30～11：30 2,310円

おもしろ仏像講座
■仏像ナビゲーター 樋口 隆秀
■第3(月)10：00〜12：00
■月1回 6ヵ月 14,520円
体験 仏像のこころを探る 心優しいお地蔵さま
624 3/21(月・祝）10：00～12：00 2,310円

漢詩作詩教室

■声楽家 西村 恵子
■第1・3(月)13：00〜14：00 ■月2回 3ヵ月 13,860円

■優游会主宰 山本 東甌
■第1(月)13：00〜15：00
■月1回 6ヵ月 14,520円

体験 心と身体をほぐしながら歌う楽しさを感じましょう
626 3/7（月）13：00～14：00 2,310円

体験 七言絶句の作り方と添削
627 3/7（月）13：00～15：00 2,750円

身体のバランス調整操体法

俳句を遊ぶ（清遊句会）

～痛みからの解放！～

■公益社団法人 俳人協会会員 清水 修
■第1・3(金) 15：30～17：30
■月2回 3ヵ月 12,540円

■操体バランス協会 代表 東口 華代
■第2・4(土) 10：30〜11：45
■月2回 3ヵ月 13,860円
体験 腰痛知らずの元気なカラダを作りましょう
629 3/26（土）10：30～11：45 2,310円

毎月、奈良新聞に掲
載されるので、自信
につながります！

体験 楽しく、しんけんに俳句を遊びましょう
630 3/4、3/18（金）15：30～17：30 各2,090円

【お問合せ・お申込みは】

【ご入会方法】●初めてお申込みの方は、入会金5,500円を申し受
けます。●満65歳以上の方、近鉄百貨店外商部お得意さま、KIPS
電話
クレジットカード会員さま、中学生以下の方は入会金無料になりま
〒631-0821 奈良市西大寺東町2-4-1 ならファミリー別館1号館2階 す。●各講座とも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
※受付時間 10：00～18：30（日曜日は17：00まで）
もございます。●お支払いにはコンビニ振込がご利用いただけま
※休業日は受付業務を休ませていただきます。
す。（振込手数料別途）詳しくはお申込み時にご確認ください。
【休業日：3/31（木）、4/29（金・祝）～5/5（木・祝）】

近鉄文化サロン奈良

0742-35-8161

※体験レッスンは、お電話でご予約後、受講日の5日前までにご入金の手続きをお済ませください。受講日の5日前を過ぎてのキャンセルに対しては実費を申し受ける場合がございます。※写真はすべてイメージです。
KBS2202
※価格は、消費税・設備費（2022年4月より）を含んだ金額を表示しています。

