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講師名

講座内容

曜日・時間

近鉄文化サロン奈良
受講料

大和・山城の九寺院の伝える、仏教伝来から定着
時に至る間の不思議・霊験・在地神との葛藤などを
取り上げ、
日本仏教の歴史とからめて、
歴史的視点
と文学的視点から考察してみたいと思います。

大和の
寺院にまつわる 同志社女子大学名誉教授
寺川 眞知夫
古代伝承
〈全9回〉

（期間：9ヵ月）

10/26（金） 元興寺の道場法師
－仏教を妨害する神と擁護する神

第4
（金）
10：30〜12：00
※7〜3月開講

月1回 3ヵ月
6,804円

第2
（日）
10：30〜12：00

全3回 3ヵ月
10,692円
※入会月 1月
※振替不可
※体験作品お持ち帰り希望の場合は
材料費8,000〜15,000円別途

一番古いお経「アッタカヴァッガ」
を講師がパーリ
語原典から現代日本語に訳した本「ブッダの言葉」
と、最初期の禅僧の最も重要な言葉を集めた本
「禅の言葉」
をじっくり読み味わっていきます。
■体験レッスン 受講料＝2,484円

第3
（火）
10：30～12:00

月1回 6ヵ月
14,256円

くずし字で書かれた江戸時代の「古文書」
が読めれ
ば、江戸時代の人々の暮らしが見えてきます。今期
は、幕末から明治にかけてのようすがわかる史料を
と思っていた方、
いっ
解読します。
「1人ではムリ…」
しょに古文書の解読を楽しんでみませんか？
■体験レッスン 受講料＝2,052円

第2・4
（木）
15：30〜17：00

月2回 3ヵ月
14,256円

中国古代の短篇小説を、毎回一篇読みきります。原文
を味わい、話を楽しみながら、漢文訓読のイロハをゼロか
ら学びます。今期は「唐代の女性」の物語を読みます。
■体験レッスン 受講料＝2,268円

第1
（月）
10：30〜12：00

月1回 6ヵ月
13,608円

11/23（金・祝） 高野山開山－固有神の仏教擁護
12/28（金） 清水寺開山－固有神の仏教擁護
1/25（金） 東大寺－金鷲行者
（良弁）
と執金剛神
2/22（金） 当麻寺－中将姫と浄土変相図
3/22（金） 信貴山－妙連と飛鉢行者

新講座

日本庭園探究と
づく

ミニチュア庭園創り
〈全3回〉

井上修造園 代表者

井上 晃

1回目は、知られざる金閣寺変貌の歴史を豊富な
資料と共に解説。2回目は、
奈良・京都を中心とした
日本庭園の見方を面白くひも解きます。3回目は、
実際にミニチュアの石庭もしくは「鶴亀」の創作を
体験していただきます。
1/13（日） 「あなたの知らない金閣寺」
2/10（日） 日本庭園を100倍楽しもう
！
3/10（日） ミニチュア庭園創り体験 石庭もしくは「鶴亀」

～仏教の原点～

ブッダの
元々の教えと禅

臨済宗 天正寺住職
相愛大学非常勤講師

佐々木 奘堂

古文書解読を
楽しむ

奈良女子大学講師
立命館大学講師

ゼロから学ぶ
漢文入門

国立大学法人
奈良女子大学名誉教授

島津 良子

松尾 良樹

体験レッスンは、
お一人さま一回限りとさせていただきます。
ご受講希望日時をご予約のうえ、
５日前までに、
ご入金の手続きをお済ませください。
新講座

…1月から新設の講座です。

※受講料のほかに材料費などを頂戴する場合がございます。
（ただし
「材料費・教材費込み」
の表示のある講座を除きます。）
※カリキュラムは変更する場合がございます。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。
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近鉄文化サロン奈良

1日・短期講習会〈入会金不要〉
『四季絵の600年』

春夏秋冬の自然景に、季節の行事や祭礼などをたくみに織り混ぜた
「四季
絵屏風」
が描かれ始めたのは平安時代のこと。それから長い時をへて、江
戸時代の絵師たちは、江戸時代ならではの四季絵を描きます。展覧会場で
公開中の屏風絵などにみられる、革新的な季節表現に注目しながら、絵師
たちの意欲的な挑戦をご紹介します。

【講 師】大和文華館 学芸部長
（水）
【実施日】12月5日

泉 万里

『梅の日本美術史－馥郁たる文華苑の梅とともにー』

〈現地講座〉
大和文華館で学ぶ特別講座
大和文華館の「文華ホール」で学芸員によるセミナーを受講後、
展覧会をご覧いただく、学んで、聞いて、見る講座です。

梅は春の訪れを告げる植物です。展示場を囲む文華苑には、
およそ70種
類130本の梅が植えられています。美術作品とも関わりが深く、寒さの残る
初春に愛らしい花を咲かせ、清らかな香りを放つ様子は、高潔な人物の象
徴とされます。本講座では、
日本美術と梅の関係について見ていきます。文
華苑に咲き誇る梅とともにお楽しみください。

【講 師】大和文華館 学芸員 古川 攝一
（月・祝）
【実施日】2月11日

とみおかてっさい

みち

『富岡鉄斎の世界－文人、万里の路を行く－』

日本最後の文人とよばれる富岡鉄斎
（1836～1924）
は、旅をこよなく愛し
たことでも知られます。豊かな学識と古への敬慕を胸に、北は北海道、南は
九州鹿児島まで、生涯にわたって様々な地を訪れました。本講座では、旅の
中で生み出された書画と、
そこでの心温まる文雅の交流をご紹介します。豊
かな鉄斎芸術の世界をどうぞお楽しみください。

【講 師】大和文華館 学芸員 都甲 さやか
（木）
【実施日】3月28日

【時

間】14：00〜14：50 大和文華館「文華ホール」
にてセミナー
14：50〜15：00 展覧会場へ移動
15：00〜15：30頃 ギャラリートーク、展覧会見学
【受講料】会員 各1,188円 一般 各1,728円
※入館料込み ※現地までの交通費は別途
【会 場】大和文華館

※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

入会と受講のご案内
入会
申込

近鉄文化サロンの会員になるためには
「気になる」、
「一度挑戦してみたかった」など始めてみたい講座が決まれば、さあ入
会の手続きです。
入会金5,400円（税込）でご入会いただけます。会員資格の有効期限は入会日から
3年間です。期間中は無料で更新手続ができます。

入会
特典

ご入会にはこんな割引が
●満65歳以上の方は、入会金が無料です。健康保険証など年齢を証明できるものをご提示ください。
●外商部お得意さま、KIPSクレジットカード会員さま、近鉄友の会会員さまは入会金が無料です。
●中学生までの方は入会金が無料になります。高校生以上の学生の方は、入会金が半額の2,700円（税込）
になります。
●近鉄文化サロン会員のご家族さまは、入会金が半額の2,700円（税込）
になります。
●同時に5名さま以上ご入会いただきますと、入会金がおひとりさま3,240円（税込）
になります。

受講
申込

いよいよ受講のお申し込み
ご希望の講座が開設されている各近鉄文化サロン受付にて受講の手続をお済ませください。
受講申し込み用紙に必要事項をご記入のうえ、会員証を添えてお申し込みください。
※会員の資格有効期間中、何講座でも複数の講座を受講いただけます。

講座により一定の資格要件が必要な場合があります。
各講座とも定員になり次第、締め切らせていただきます。ただし定員に満たない
場合や講師の都合などにより、講座を中止させていただくことがあります。ご了承ください。
1日・短期講習会を除き、受講は会員さまに限らせていただきます。

支払
方法

受講料などのお支払い方法は
現金のほか、KIPSクレジットカード
（DC、三井住友、JCB、UC、MUFG、
JMB）、近鉄クレジットカード、各種クレジットカード、近鉄グループ商品券、
近鉄百貨店ギフトカード、全国百貨店共通商品券、近鉄友の会会員証カード
およびお買物券、カルチャーチケット
（近鉄文化サロンご利用券）がご利用
いただけます。
お支払いには、
コンビニ振込がご利用いただけます
（振込手数料別途）。

会員
特典

詳しくは、お申込み時にご確認ください。

会員さまにはこんな特典が
お買物、お食事、エンターテインメントなど各種特典がございます。
ご利用の際は、会員証をご提示ください。
●年2回
（6・12月）
、近鉄百貨店各店でのお買物優待券
（5%
引）
を発行いたします。※一部除外品あり
●天王寺都ホテルの一般宿泊の基本料金を10％引させて
いただきます。
●月日亭（奈良春日奥山）
での食事、宿泊代（基本料金）
を10
％引かさせていただきます。
●月日亭（難波店・天王寺店・近鉄奈良駅前店・西大寺サンワ
シティ店・生駒店・橿原店）での飲食代を5%引させていた
だきます。
※日替りのサービスメニューは除きます。
●月日亭（上本町店）
ソフトドリンク1杯無料サービス。
※会員証1枚につき2名さままでのご利用となります。

●橿原観光ホテル（婚礼披露宴は除く）の各店での飲食代を
5％引させていただきます。
●アサヒビアケラー
（アベノセンタービル地下1階）
での飲食
代を10％引させていただきます。
（ただし上限1万円）
●きんえいチェーンの映画館（あべのアポロシネマ）
で、一般
割引料金
（当日券の200円引）
でご覧いただけます。
※会員様と同伴者1名様割引とさせていただきます。
●大和文華館の入館料を一般料金の半額にご優待。
●画材と額縁のカワチあべのHoop店（Hoop6階）の商品を
10％引させていただきます。※一部除外商品あり
●近鉄百貨店「書道用品売場（天義堂）」
（あべのハルカス近鉄
本店ウイング館５階）の商品を20％引させていただきます。
※一部除外商品あり

※その他、各種特典がございます。詳しくは近鉄文化サロンにお問い合わせください。

会員の個人情報は受講連絡のほか、講座企画やサービス向上を図る目的で利用させていただきます。ご本人の同意なしに第三者に開示したり、
提供したりすることはありません。また、近鉄百貨店および近鉄グループから、商品情報・生活情報・アフターサービス・ご優待等の各種ご案内を
さしあげる場合がございます。なにとぞ、
ご了承ください。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

