こども
講座名

チアダンス
〈4歳～6歳〉
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講師名

講座内容

チアダンスインストラクター

石本 由宇

〈小学生〉

こどもバレエ
〈3歳〜小学2年生〉
環バレエ団主宰

環 佐希子

〈小学2年生〜
政本 佳子
小学5年生〉 福益 寿子

監修

西藤 愛乃

チアダンスを通して美しい身体作り、
ダンスの基礎
を学ぶことができます。
また、年に数回あるイベント
や発表会参加により、表現力やチームメイトとの協
調性を養うこともできます。楽しくチアしましょう
！
■体験レッスン 受講料＝1,620円

3歳から中学生迄を対象とした、
フランス派クラシッ
クバレエのクラスです。バー運動、足のポジションか
ら踊り表現まで、
バレエ・民族舞踊等のテクニックを
マスターし、全身で表現する喜びを味わいます。同
時に音感を養い、表現力と優雅さを身につけ、健康
で美しいプロポーションをつくり、活発で礼儀正しく
協調性のある人格を形成する事を目指します。
■体験レッスン 受講料＝1,944円

〈小学5年生〜中学生〉

こどもバレエ
〈幼児〉 （社）桧垣バレエ団
プリマバレリーナ

〈小学生〜中学生〉

ハワイアンフラ
ケイキ（こども）クラス

〈5歳〜〉

小西 裕紀子 監修
酒井 孝実

フラ ハラウ オ アロヒラニ
インストラクター

西田 ウイラニ あけみ

こども体育教室

〈2歳〉

カワイ体育教室
専任講師

〈年少〜小学3年生〉

こども合気道

〈4歳〜中学生〉

ハワイの明るくさわやかな音楽に合わせて身体全
体で表現する踊りなど、
リズム感や想像力を伸ばせ
るように解りやすく楽しくご指導いたします。いつも
笑顔のある
「フラ」
を一緒に楽しみましょう。
■体験レッスン 受講料＝1,836円

「ひとりひとりを大切にするレッスン」
をモットーにそ
の年齢に応じた運動遊びを無理なく取り入れて、
運動好きなこどもを育てます。
カワイ独自のカリキュ
ラムに基づき、運動だけでなく心の成長も見守って
ゆきます。
■体験レッスン 受講料＝1,944円
※16：30〜17：30クラスのみ

公益財団法人
大阪合気会
師範

〈小学生〜中学生〉 吉田 智晋

こども空手道

定評と実績のある桧垣バレエ団員が独自のメソード
でお子さまの才能を引きのばす指導をいたします。表
現力、集中力を養い、心豊かなお子さまに成長してい
ただくよう、一つ一つのステップをコツコツと進めます。
■体験レッスン 受講料＝1,944円

空手道MAC奈良支部
支部長

丸子 孝仁
指導員

前田 篤秀

曜日・時間

近鉄文化サロン奈良
受講料

第1・3
（土）
14：30～15:15

月2回 3ヵ月
9,720円

第1・3
（土）
15：30～16:30

月2回 3ヵ月
11,664円

（水）
（土）
15：00〜16：00

（水）
（土）
16：00〜17：15

月4回 3ヵ月
20,088円
月8回 3ヵ月
34,992円

（水）
（土）
17：15〜18：30

（日）
10：15〜11：15
月4回 3ヵ月
20,088円
（日）
10：15〜11：30

第2・4
（日）
13：15〜14：15

月2回 3ヵ月
11,664円

（木）
15：00〜16：00
（年間42回）
3ヵ月 18,792円
（木）
16：30〜17：30

基本動作の中に礼儀や和の精神が生かされてい
ますので、
自然のうちに人格形成にプラスになるで
しょう。体力を鍛えると共に、正座黙想することで心
の落着きを、気合を出すことで積極性を養います。
■体験レッスン 受講料＝1,080円

（日）
10：00〜11：00

月4回 3ヵ月
16,200円
※スポーツ保険料含む

強い心と身体をつくる実践カラテ！楽しい雰囲気で
優しく、挨拶、礼儀から指導を行います。現代失わ
れ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 受講料＝1,080円

（土）
18：00〜19：00

月4回 3ヵ月
16,200円
※テキスト代別途
※スポーツ保険料別途

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。
…女性のみ受講できる講座です。

※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。）
※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

ジュニア
プログラミング
Scratch教室
〈小学生〉

H30．
11 発行

講師名

（株）
オーエークリエイト

池中 伸幸

講座内容
2020年に小学校でプログラミング必修化！マサチ
ューセッツ工科大学で開発されたプログラミング言
語で、楽しく学びながら問題を解決する力と論理的
に考える力を伸ばす講座です。少人数制で一人ず
つのペースでレッスンを進めていきます。小学1年
生〜3年生はScratch Jr、小学4年生〜6年生は
Scratchをおもに使います。

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。一人ひとり
にあった進め方や指導により、個性を伸ばしながら
バランスのとれた美しい文字を習得していきます。

こども習字
「文字を正しく
美しく書く教室」

※小学校低学年までのお子さまは硬筆から始め、上達に応じ
て毛筆も学んでいきます。

〈5歳〜中学生〉

■体験レッスン 受講料＝1,944円

曜日・時間

第2・4
（水）
17：30〜19：00

近鉄文化サロン奈良
受講料

月2回 3ヵ月
12,960円
※テキスト代別途
※iPad・パソコン貸し出しあり

第2・4
（金）
16：30〜19：00
（フリータイム90分） 月2回 3ヵ月
10,692円
第1・3
（日）
※手本代込み
14：00～16：00
（フリータイム90分）

日展作家
日本書芸院一科審査会員
小田 大拙 ほか

ご家族（お子様と父母、祖父母）
が、共通の時間・
場所で一緒に学べる
「ファミリー書道」。家族の頑
張る姿を見て励ましあい、楽しみながら、一人ひとり
が目標を持って美しい文字を習得していきます。
（お子様の対象年齢：5歳〜中学生）

ファミリー書道

第1・3
（日）
14：00～16：00

2名1組で
月2回 3ヵ月
20,736円

※お子様おひとりにつき保護者様１名の参加とさせていただきます。

■体験レッスン 受講料＝お二人で3,348円

子供のための
茶道教室

一般社団法人
茶道裏千家淡交会
奈良支部

〈6歳〜中学生〉 前本 宗恵

お茶の作法

裏千家家元直門
淡交会大阪東支部前幹事長

西川 宗進
〈小学生〜中学生〉 吉田 宗節
今井 宗文

点前を通じて、思いやり、感謝の心、豊かな知識や
それによっての喜び等を学びます。人の中で生きて
ゆく為の慎みや礼儀も必要です。幼い日に経験し
た事の全てから子供達の感性が育ちます。
■体験レッスン 受講料＝2,268円（水屋料込）

（木）
15：30〜17：30

なごやかな楽しい雰囲気の中で、
お茶・お菓子のい
ただき方やいろいろな器物の取り扱い方が学べ、
そ
して茶道を通して、礼儀作法、
日常生活の立居振
舞を自然に身につけてゆきます。
■体験レッスン 受講料＝2,268円（水屋料込）

第1・3
（日）
13：00〜14：00

月4回 3ヵ月
19,440円
※水屋料込み
※1月は3回授業

月2回 3ヵ月
9,720円
※水屋料込み

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。
※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。）
※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。

