美容

近鉄文化サロン奈良
講座名

美人を目指すメイク
〈全6回〉

曜日・時間

受講料

メイクで見違えるほど美しく…秘密は1万人と美人を

【女性専用講座】
受講生1万人突破！

講座内容

講師

目指した元CAで人気講師の「十人十顔の丁寧な個別
吉村 薫子 ほか

指導！」心も輝く上品なナチュラルメイクを体感・
実習。驚きのプロの技は感動の連続！

第4(木)
10：00〜12：00

全6回 19,800円

(期間：6ヵ月)
■カリキュラム 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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

実用

近鉄文化サロン奈良
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

新聞や本、映画を見たり、電話で顔を合わせたり…
…。そんなiPhone＆iPadの基本操作から一人ひとり
に合った楽しみ方を経験豊富な講師のもとで学びま
しょう。定評のあるオリジナルテキストを使用して
講習します。
〈講習のおもな内容〉時期によって内容は変わりま
すが、だれでも知りたいカリキュラムが用意されて
います。

iPhone/iPadをはじめよう

(有)ICTエデュ講師

●iPhone＆iPadの基本をマスター
●アドレス帳、メール、テレビ電話、カレンダーの

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

15：15〜17：15

24,420円

使い方をマスター
●iPhone＆iPadを使いやすくしよう
●自分好みのアプリを追加して楽しもう
●写真を楽しもう(撮影、メール送信、スタンプ作
成、アルバム作成)
●iPhone＆iPadでプリンターをつなげよう
●LINEやInstagramを楽しもう
パソコンを毎日の生活にもっと身近に楽しく役立つ
ように、少人数クラスによるアットホームな雰囲気
の中で講師と一緒に学びませんか？定評のあるオリ
ジナルテキストを使用します。長く楽しく学べるよ
うなカリキュラムと環境が整っています。☆少し
使ってはいるけど、操作が不安という方におすすめ
です。
〈講習のおもな内容〉時期によって内容は変わりま

Windows10を活用しよう

すが、だれでも知りたいカリキュラムが用意されて
(有)ICTエデュ講師

います。

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

24,420円

●Windowsの便利な操作や設定を学ぼう
●デジカメ写真の編集やアルバム作成
●インターネットを活用しよう
●Wordで申込書や旅行記を作ろう
●GoogleやGoogleEarthで世界旅行を楽しもう
●ラベルマイティで名前シールやカレンダー作成
●Excelでグラフや健康管理表を作ろう
●ハガキアプリで年賀状を作成しよう
経験者、未経験者の方も一緒に珠算学習をしません
か。目標を持って楽しみながらできるプログラム

大人のそろばん教室

米田 司

で、一人ひとりに個人指導を行います。指先を使い
脳を健康に保ちましょう。

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：00

13,200円

■体験レッスン あり

日常なにげなく行っている行動やお付合いの中で、
これでいいのかと疑問に思うことはありませんか？

〜日本の室礼を学ぶ〜
マナー講座

日常マナーから冠婚葬祭まで、TPOに合わせた知識
植田 美千代

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

11,880円

着付けと太鼓結び、二重太鼓結びをきものの一般常

(木)

月4回 3ヵ月

識やきものと季節、帯との調和、式服などの講義と

13：00〜15：00

19,140円

(木)

月4回 3ヵ月

13：00〜15：00

22,440円

を学び、美しい姿と動きを身につけ、魅力ある人柄
を目指します。
■カリキュラム あり
■体験レッスン あり

きものを手軽に自分で着られるようにお手持ちのき
ものと小物で練習していただきます。特別な道具や
小物の販売は一切いたしません。6ヵ月間で、自分の

【女性専用講座】
市田ひろみ きもの着付

髙橋 文子 ほか

〈本科〉

共に学んでいただきます。
(期間：6ヵ月)
■体験レッスン あり

【女性専用講座】
市田ひろみ きもの着付
〈専科〉

重ね着でテクニックが必要な留袖の着付け、訪問
髙橋 文子 ほか

着、女子袴などの着せ付け方を学びます。
(期間：3ヵ月)

※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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

実用

近鉄文化サロン奈良
講座名

髙橋 文子 ほか

〈専攻科〉

髙橋 文子 ほか

(木)

月4回 3ヵ月

13：00〜15：00

26,400円

すべてのコースを修了された方を対象に、自分で納

フリーチケット

得出来なかった分野や不得意分野を総復習し、また

(発行日から6ヵ月間有効)

プロの着付けを目指して結婚式、成人式等の着付け

(木)
13：00〜15：00

9回 19,602円
月4回 3ヵ月
24,420円

初めての方でもひとりで気軽にきものが着られるよ
うに実技を中心に学んでいきます。手早く苦しくな
髙橋 文子 ほか

く着くずれない着付けと、太鼓結び・二重太鼓など
結べるように指導いたします。

〈実技コース〉

(木)

月4回 3ヵ月

13：00〜15：00

21,450円

(期間：3ヵ月)

「着せ付け」のみを習得したい方のための講座で

【女性専用講座】

す。振袖、留袖の着せ付け方や、多くの変り結びが
髙橋 文子 ほか

学べます。カラオケなどの発表会の着付けにも対応
できます。

〈着せ付け専科〉

(木)

月4回 3ヵ月

13：00〜15：00

26,400円

■体験レッスン あり

〜粋でキュートな最新のラッピングスタ
イル〜

ます。

は花嫁衣裳の着付けも学べます。

【女性専用講座】

市田ひろみ きもの着付

す。修了時には日本和装師会資格認定書が受けられ

ができるように学んでいただきます。ご希望の方に

〈研究科および復習科〉

市田ひろみ きもの着付

受講料

(期間6ヵ月)

【女性専用講座】
市田ひろみ きもの着付

曜日・時間

振袖の着付と変わり結びを中心に男子紋服を学びま

【女性専用講座】
市田ひろみ きもの着付

講座内容

講師

「粋でキュートな最新のギフトラッピングスタイ
日下 佳代子

ル」を学べます。可愛い包装紙やリボンが好きな
方、一緒にラッピングを楽しみませんか？

プレゼントラッピング

第1(水)

月1回 3ヵ月

10：00〜12：00

9,900円

基礎の6ヵ月で基本の包みや、リボンの掛け方、結び
方を学べます。プレゼントをおしゃれに、お仕事に
も役立つ内容です。希望の方はラッピング協会認定

基礎から学ぶギフトラッピング

日下 佳代子 ほか

のギフトラッピングコーディネーター資格習得試験
を受験できます。

第1(水)

月1回 3ヵ月

10：00〜12：00

9,900円

(期間：6ヵ月)
■カリキュラム あり
■体験レッスン あり

基礎クラスを修了された方のためのステップアップ

ギフトラッピング
〈応用クラス〉

講座です。基本の包みにアレンジを加えさらに素敵
日下 佳代子 ほか

第1(水)

月1回 3ヵ月

10：00〜12：00

9,900円

基本も学び、心身にもやさしい天然香の本物の薫り

第1(木)

月1回 3ヵ月

に癒されながら和みのひとときをお楽しみいただけ

13：30〜15：30

13,200円

第1(火)

月1回 6ヵ月

10：15〜11：45

19,800円

に。リボンワークの幅も広がるバラエティ豊かな楽
しい内容です。
(期間：6ヵ月)
■カリキュラム あり

生薬としても使用の天然香原料を調合して自分だけ

和(なご)みの薫り
〜天然香原料のお香つくり〜

の和のお香を作りましょう。歴史や香原料、調合の
みちおか きみこ

ます。
■体験レッスン あり

家族の体質に合わせた献立を作るために、薬膳の知
識を身につけ、空腹を満たす食卓から健康を維持す

家庭で実践できる目的別「薬膳」

清水 幸子

る食卓に変化させてみませんか。中医学の基礎知識
も学びながら、食を見直せる講座です。
■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

実用

近鉄文化サロン奈良
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

嫌われる勇気で有名なアドラー心理学を体験を通じ
て学べる楽しい講座です。今期のプログラムEGGで

アドラー心理学 体験型講座
〈全8回〉

は勇気付けを学びます。難しい講義は一切なく、体
中島 美恵子

験を通じて、親子・夫婦・会社などあらゆる人間関

第4(木)

係に悩みを持たれている方に大きな気づきを得てい

10：30〜12：00

月1回 4ヵ月
10,560円 (全8回)

ただける内容です。お気軽にご参加ください。
(期間：8ヵ月)
■カリキュラム 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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

表現

近鉄文化サロン奈良
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

を中心に、全国各地の方言の面白さやあたたか味を

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

感じていただき、口の体操や早口言葉も交えて元気

10：30〜12：30

16,500円

からしっかり学びたい方、発声から表現を判り易く

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

丁寧にお伝えします。お子さまやお孫さまそして私

10：15〜12：15

15,840円

昔から耳で聞き口で伝えられてきた民話を、声に出

〜語り部に挑戦〜
大和の民話に親しむ

して読むことで、脳細胞に喝！！大和に伝わる民話
福原 浩代

に楽しく学びます。
■体験レッスン あり

心地よい声と豊かな言葉で「心を繋ぐ」読み聞かせ
をしましょう。初めての方、経験はあるけれど基礎

〜脳いきいき・心に届く〜
やさしい読み聞かせ

おうえ さちこ

〈入門〉

自身のために始めましょう！！
■体験レッスン あり

入門を3ヵ月以上受講された方を対象に、読み聞かせ

〜脳いきいき・心に届く〜
やさしい読み聞かせ

の実践を中心に、絵本、紙芝居(童話、昔話、民話)
おうえ さちこ

等「心を繋ぐ」読み聞かせを実習します。3月と8月
に発表会を予定しております。笑顔に出会いましょ

〈実践・応用〉

第3(金)

月1回 6ヵ月

13：30〜15：30

16,500円

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

10：15〜12：15

15,180円

う！！

周りの人に心地良い声とことばでお話ができていま

〜脳を活性化〜
声とことばの朗読講座

すか。朗読で、相手に届く発声・表現力を学びま
おうえ さちこ

しょう。これが脳活性効果につながります。若々し
くステキな「私」になりましょう。
■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

趣味

近鉄文化サロン奈良
講座名

開運・気学(方位学)
〈中級〉

気学(方位学)を面白く楽しく学び、毎日の生活の中
小山 華穂

室

受講料

第2・4(土)

月2回 3ヵ月
19,800円

一からやさしく楽しく学べます。初めての方にもわ

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

かりやすく入っていけるようにゆっくりと進めてい

15：30～17：30

18,480円

る手品。初心者の方にもマジックの道50余年の講師

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

が演技と見せ方をプロタッチで楽しく指導します。

10：30～12：00

15,180円

第2(日)

月1回 6ヵ月

13：30〜15：30

14,520円

難しいと思われがちの四柱推命の初級コースです。
小山 華穂

〈初級〉

「頭のトレーニング」楽しいマジック教

曜日・時間

13：00～15：00

に取り入れて幸せな日々を送りましょう。吉方位を
知ることで運勢を開いていきましょう。

【リニューアル講座】
基礎からの四柱推命

講座内容

講師

きます。

頭のトレーニングに、生きる楽しみに人にも喜ばれ
サミー河合

■体験レッスン あり

しゃべるのが苦手、人前に出るとドキドキするとい
うあなたへ。お人形と一緒ならきっと大丈夫。お仕

腹話術

川松 智子

事、ボランティア、健康…目的は何でもかまいませ
ん。取りあえずおいでください。ご一緒に笑いま
しょう！
■体験レッスン あり

TVやネットで活躍中のカリスマ棋士、谷村義行八段

月3回 3ヵ月

による革命的囲碁教室。最小の努力で最大の結果を

義行式革命的 囲碁教室

谷村 義行

もたらす革命的指導法は「目からウロコの連続！」
と大評判！伸び悩んでいる方はぜひご参加くださ

第2・3・4(土)
10：00〜12：00

い。見学は随時受付しています。

22,077円
フリーチケット
(発行日から6ヵ月間有効)
9回 26,730円

■体験レッスン あり

将棋は本当にスリリングで面白いゲームです。初め
ての方からワンランク上を目指したい方まで、段階

将棋教室

笠井 潔

に応じたテクニックを指導いたします。基礎学習と
並行して、実践対局もいたします。

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

13,860円

■体験レッスン あり

頭と手先を使って楽しく脳トレをしましょう。初心
者の方にも親切ていねいに教えます。教材と実践形

こころふれあい 健康マージャン教室

山本 伸治

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

13：00〜16：00

10,560円

まれています。今話題の健康マージャンの魅力を講

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

師がわかり易く、ていねいにレクチャーしますので

13：30〜16：00

10,560円

式で最初から健康マージャンを楽しめます。いつま
でも若々しさを保つためのツールの一つとなりま
す。
■体験レッスン あり

飲まない！吸わない！賭けない！がモットーの健康
麻雀。脳の活性化、老化防止、友達づくりに最適の

【女性専用講座】
〜脳トレにもなる〜
女性のための健康マージャン
〈入門〉

ゲームとして、今では多くの方々に注目され、親し
石垣 雅浩

初心者の方でも大丈夫。わかり易い内容なので、自
信がなくても大丈夫ですよ。
■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

健康促進
講座名

近鉄文化サロン奈良
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

乱視、老眼などの症状を和らげ、気分もスッキリし

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

ます。肩こりや腰痛の症状に悩む人にもおすすめで

10：30〜12：00

10,560円

眼の経穴(ツボ)に効く眼球の動きを中心に、ヨガト
レーニングで身体全体をほぐしていきます。近視、

眼がスッキリするヨガ

渡 鮎美

す。
■体験レッスン あり

日本ではいろいろなヨガが行われていますが、老若

【女性専用講座】
健康ヨガ

男女それぞれが動きやすく、わかりやすく、ゆっく
杉谷 善子

りと理解出来るヨガです。今持っている筋肉を動か
しながら、身体の気持ち良さを味わってみません
か。
■体験レッスン あり

(月)
10：15〜11：45
13：00〜14：30
14：30〜16：00
(木)
10：00〜11：30

フリーチケット
(発行日から3ヵ月間有効)
9回 16,830円
12回 20,592円

11：30〜13：00

椅子に座って出来るヨガ。膝が痛くて正座が出来な
くても大丈夫。椅子に座るので、背すじが伸びやす

月に一度のチェアヨガ

辻 千恵

く姿勢がよくなり見た目にも若々しく加齢による衰

第2(木)

月1回 6ヵ月

えを防ぐ事ができます。楽しくのんびり始めましょ

13：30〜14：45

12,540円

と筋力の衰えを無理せず防ぎましょう。続けること

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

で年齢に負けない身体を目指します。シニアの方向

10：15〜11：15

13,860円

う。
■体験レッスン あり

タイに古くから伝わる健康法です。独自の呼吸法と
やさしいポーズが特徴です。加齢による代謝の低下

【女性専用講座】
〜無理なく続ける健康法〜

Fumi

タイ式ヨガ ルーシーダットン

けの健康体操です。
■体験レッスン あり

ゆったりとした呼吸に合わせて、無理なく無駄なく

〜若返り体操〜
ラフィーラ

全身をケアする体操です。日常使わない身体の部分
内海 孝子

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

13：00〜14：00

11,880円

ながら行う穏やかな体操なので、運動が苦手な方で

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

も大丈夫。全身の血行を良くし、新陳代謝を高め、

12：45〜14：15

15,180円

り奥深い効果を実感します。ゆるゆる歩きなど中級

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

独自の内容も加わります。さらにゆるんだ心と身体

14：25〜15：55

16,500円

を十分に動かすことで全身のコリや痛みを解消し、
リフレッシュし、若返る身体を実感して頂きます。
■体験レッスン あり

身体を軽くゆすってゆるめ、全身のコリやゆがみを
取る気持ち良い体操です。声を出したり笑ったりし

〜心と身体のリラックス〜
ゆる体操

中田 ひろこ

〈初級〉

姿勢が良くなります。
■体験レッスン あり

ゆる体操のメカニズムに基づいた詳しい指導で、よ

〜心と身体のリラックス〜
ゆる体操

中田 ひろこ

〈中級〉

を目指しましょう。

自身の重み・呼吸、輪っかタオルを使い、自分の体
と対話しながら、不調に「気づき」「ゆるめ・ほぐ

【女性専用講座】
〜自分で楽ちん♪体メンテ〜

し」「整えて」いくセルフ整体です。備わっている
中山 早保

筋力、免疫力、副交感神経を引き出し、高め、動き
やすく自分らしい毎日を過ごせる体作りをしていき

自力整体

第4(日)

月1回 3ヵ月

10：30〜11：30

5,280円

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

10：15〜11：30

18,150円

ます。
■体験レッスン あり

11万部突破のベストセラー「背骨コンディショニン

〜からだ全体の歪みも改善〜
猫背・腰痛改善かんたんエクササイズ

グ」背骨・骨盤を自分で矯正する簡単体操で猫背・
岸岡 友美子

腰痛を改善しましょう。どなた様も無理なく御参加
いただける運動プログラムです。
■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

健康促進
講座名

近鉄文化サロン奈良
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

レーニングをベースに伝えます。カラダを本来ある

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

べき状態に戻す体幹トレーニングは、美しいスタイ

10：30〜11：30

17,160円

「忙しくても疲れないカラダ作り」をテーマに、今

やさしく始める骨盤底筋群＆体幹トレー
ニング

人気のひめトレ(骨盤底筋群エクササイズ)と体幹ト
佐野 薫

ルを獲得・維持するのに効果的です。
■体験レッスン あり

身体の歪みを解消し、足・腰の痛みや身体のむく
み・冷え性等を改善しましょう。呼吸に合わせて痛

【女性専用講座】
身体のバランス調整操体法

みのない楽な動きで、身体のバランスを調整し、免
東口 華代

疫力を高め姿勢をよくしていきます。肌の血行や新
陳代謝にも効果的です。日常生活を楽しく笑顔で過

〜痛みからの解放！〜

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

10：30〜11：45

13,200円

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

18：30〜19：30

13,860円

ごせるようにしましょう。
■体験レッスン あり

リハビリから始まった健康法。背骨や骨盤を中心に

【女性専用講座】
お勤め帰りの美姿勢 ピラティス

動かすことで身体のくせをなおし、美しい姿勢にも
Fumi

どしていきます。しなやかな筋肉をつけ、バランス
のとれたボディラインを手に入れましょう。
■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

フィットネス＆武術
講座名

近鉄文化サロン奈良
講座内容

講師

初心者と少しやれる人達のなごやかな集いです。基
本姿勢、フォーム、身体の動かし方等の技術指導、
試合のルールから卓球の歴史や現況の解説まで、幅
広く卓球を楽しんでいただけます。各自のレベルに

楽しい卓球教室

尼﨑 勝己 ほか

応じた丁寧な指導で次第に上達し、ボールを打つ面
白さが体感できます。卓球をすると身体の若さと健
康維持効果のあることが医学的に立証されていま
す。
■体験レッスン あり

曜日・時間

受講料

第2・4(土)
15：00〜16：30(硬式)
(火)
18：30〜20：00(硬式)

月2回 3ヵ月

(木)

11,220円(土)(日)クラス 月4

15：00〜16：30(ラージボー

回 3ヵ月

ル)

21,120円(火)(木)クラス

第1・3(日)
15：45〜17：15(ラージボー
ル)

三洋電機(株)井植敏元会長が考案した、椅子に腰掛
けたままのタップダンス。足首・太腿を中心に無理

腰掛タップダンス®

安達 幸恵

なく下半身全体を鍛えることが可能。寝たきりゼロ
が合言葉の楽しく安全な健康法です。

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

12：30〜13：30

14,520円

■体験レッスン あり

運動不足から起こるボディラインの崩れや肩こり・
腰痛の症状などは現れていませんか。家事や仕事の
合間に自己流の運動をしているので大丈夫だと思っ

月に1度の休日からだメンテナンス講座

髙木 道代

第3(日)

月1回 3ヵ月

16：30〜17：50

6,600円

化してこそ、効率よく脂肪を燃やす事が出来るので

(火)

月4回 3ヵ月

す。姿勢の乱れ、肩こり、腰痛、メタボの改善にも

12：30〜13：40

19,800円

にでも出来ることから始めましょう。効果的な歩き

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

方で楽しくゆっくり歩いていきましょう。知らない

10：00〜11：15

11,220円

ていても、使われる筋肉はパターン化しています。
さあ、月1回から一緒にからだをリメイクしていきま
しょう。
■体験レッスン あり

「家事ではよく動いているので運動は出来ている」

〜シェイプアップ体操＆ストレッチ〜
からだトータルエクササイズ

そんな思い込みはありませんか。筋力や柔軟性を強
小枩谷 明美

効果的なプログラムです。
■体験レッスン あり

正しい歩き方は、まず歪みや痛みのない身体、そし
て正しい姿勢からです。バランス体操など簡単で誰

正しい姿勢と歩き方

朝比奈 優

と損です。
■体験レッスン あり

全身をくまなく動かすことにより心肺機能・柔軟性
を高め、脂肪燃焼を目標としています。体力のない

ウオーキング・エアロビクス

藤永 美和

(金)

月4回 3ヵ月

10：00〜11：00

15,840円

をはかります。呼吸とポーズのリズミカルなヨガを

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

することで、こころと身体のバランスを整えていき

10：30〜11：30

9,900円

る、ダンスエクササイズです。簡単な振り付けなの

第1(水)

月1回 3ヵ月

で初めての方もお気軽にご参加ください。思いっき

14：00〜15：15

8,250円

方でも、身体に無理な負担をかけずどなたでも安心
して参加できるウオーキングクラスです。
■体験レッスン あり

様々なポーズを連続して行うことで有酸素運動と筋
力トレーニング効果が得られ柔軟性や集中力の向上

アクティブヨガ

藤永 美和

ます。
■体験レッスン あり

「セプテンバー」や「ヴィーナス」など70～80年代

ディスコダンスエクササイズ
(DISCOWORLD)

にヒットした懐かしのディスコサウンドで楽しく踊
友金 ミカ

り楽しく踊れば、運動不足の解消、ダイエット、ス
トレス解消に。一緒に楽しみましょう！
■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

フィットネス＆武術
講座名

近鉄文化サロン奈良
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

元気の出る曲や美しい曲など様々な音楽を楽しみな
がら無理なくエクササイズ！運動不足、凝りやスト

【女性専用講座】
楽しいリズム体操

池田 実和

〜enjoy!ミュージック〜

(土)

月4回 3ヵ月

10：00〜11：10

21,120円

ながり、ストレス解消・集中力向上・ダイエット効

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

果も期待できます。また、競技としても楽しめる生

10：30〜12：00

11,880円

に、緩急自在の武術的要素がかくれています。ゆっ

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

たりと、又かっこよく、最高級の中国武術を始めま

10：30〜12：00

16,500円

レスを解消して健康で若々しい身体を作りましょ
う。初めての方、運動の苦手な方も安心して参加で
きます。
■体験レッスン あり

スポーツウェルネス吹矢は誰でも手軽に楽しめま
す。矢を吹くときの腹式呼吸が健康維持・増進につ

スポーツウェルネス吹矢

箸尾 幸雄

涯スポーツです。
■体験レッスン あり

太極拳発祥の地・中国温県陳家溝から世界に広がっ
た陳式太極拳。しなやかでのびのびとした動きの中

中国伝統武術 陳式太極拳・入門

橋本 和子

しょう。
■体験レッスン あり

二十四式簡化 太極拳

太極拳は伝統ある芸術的なスポーツで老若男女を問

(火)

わず幅広い方々に楽しんでいただけます。また健康

14：00〜15：30 ①

東風 美和子

増進、病気予防にも大変有効です。柔らかく緩やか

(金)

月4回 3ヵ月

桑田 良子

に身体を動かしながら人間が本来持っている自然治

13：30〜15：00 ②

21,120円

癒能力を高め生命力が強くなるよう指導します。
■体験レッスン あり

(タイム別の担当講師：①東風
②桑田)

日本で育った伝統ある健康体操。1動から31動順番

〜東洋古来の健康体操〜
自彊術(じきょうじゅつ)

通り行なうことで、知らず知らずのうちに全身が調
乾 須恵子

整されるよう出来上がっています。性別年齢に関係

(土)

月4回 3ヵ月

なく、体力や体調に合わせて、どこでもできる健康

14：00〜15：30

21,120円

体操です。
■体験レッスン あり

ストレス発散の為、運動不足解消の為、護身術とし

合気道
〈入門〉〈中級・上級〉

て、練習する目的は違いますが、若者から年配者ま
吉田 智晋

で楽しく参加できます。円運動をもとに柔らかい動
きなので、体力に応じ、マイペースで永く稽古でき
ます。
■体験レッスン あり

〈入門〉
(日)
11：00〜12：00
〈中級・上級〉

月4回 3ヵ月
18,150円

(日)
12：00〜14：00

日本古来の柔術です。基本動作を繰り返し稽古する
ことで、先達の残された合理的な形・技を正しく理

大東流 合氣柔術

中嶋 聖

(土)

月4回 3ヵ月

13：00〜14：30

21,780円

も積極的にチャレンジする気持ちを大切にします。

(土)

月4回 3ヵ月

ひとたび道衣を着れば、皆がライバルであり、皆が

19：00〜20：00

19,800円

解し体得します。年齢・性別・体力を問わないの
で、初心者も安心して護身と健康を兼ねた稽古をし
ましょう。
■体験レッスン あり

空手をやってみたかったけど、きっかけがなかった
方。ダイエットしたい方。強くなりたい方。何事に

空手道入門

前田 篤秀

仲間です。
■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

洋舞

近鉄文化サロン奈良
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

心と身体を自然体にもどすフラ。自然の偉大さ、美
しさ、感謝の心を唄の中で表現しています。テレビ

(火)

【女性専用講座】

井上ケイ リマナニ フ

出演等で活躍の講師が、ご指導いたします。ハワイ

11：45〜13：15

井上ケイのアロハフラ

ラスタジオ 講師陣

の風を感じながら美しい音楽に合わせて、楽しく踊

第1・3(木)

りましょう。

10：00〜11：30

受講料

月4回 3ヵ月
21,780円〈火曜日クラス〉
月2回 3ヵ月
11,880円〈木曜日クラス〉

■体験レッスン あり

(金)
毎年、多数の有名なハワイアンコンサートに出演

【女性専用講座】

久保 アロヒラニ 絹子

本格ハワイアンフラ

ほか

11：15〜12：45 ①

し、有名なクムより指導いただいている教室です。

第1・3(日)

本格的なフラをわかりやすくていねいにご指導いた

13：30〜15：00 ①

21,780円

第2・4(日)

月2回 3ヵ月

14：30〜16：00 ②

11,880円

します。ハワイアンスピリッツを感じ、楽しみま
しょう。
■体験レッスン あり

月4回 3ヵ月

(タイム別担当講師：①久保 ②
西田)

ハワイのさわやかな音楽に合わせ、全身で表現する

【女性専用講座】
お勤め帰りのハワイアンフラ

フラで、仕事後の心身の疲れをリフレッシュしま
久保 アロヒラニ 絹子

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

19：00〜20：30

11,880円

く維持しましょう。いつまでも若々しく、いつまで

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

も健やかに。ゆっくりとレッスンをすすめるクラス

15：15〜16：30

9,900円

しょう。ハワイの有名クムフラより伝授された正統
なフラを、解りやすくご指導させていただきます。
■体験レッスン あり

ゆっくりとしたステップで優雅に踊りましょう。美

【女性専用講座】
癒しのフラ

しいメロディーで身体を動かし、健康な身体を楽し
岡田 ウルプア 尚子

です。
■体験レッスン あり

情熱の国、スペインの舞踊「フラメンコ」は、年齢

【女性専用講座】
はじめて踊るやさしいフラメンコ
〈入門〉

に関係なく、誰にでも楽しめる踊りです。美しい立

(木)

宮崎 良子

ち方、腕、指、足運びなどを基本から丁寧に指導し

18：30〜19：30

月4回 3ヵ月

澤田 美幸

ます。ルンバ、春祭りの曲セビジャーナスを振付し

(金)

21,780円

ます。

12：00～13：00

■体験レッスン あり

カスタネットを付け、セビジャーナスの踊り込み

【女性専用講座】
楽しく踊るフラメンコ
〈初級〉

や、レベルアップの為のバリエーション豊富な基礎

(木)

宮崎 良子

や、フラメンコの代表的な曲、アレグリアス、帽子

19：00〜20：00

月4回 3ヵ月

澤田 美幸

を使ったガロティン、扇を使ったグアヒーラ、情熱

(金)

25,080円

的なタンゴなどの振付をし、イベントや発表会で披

13：00〜14：00

露できるように指導します。

初級で習った5曲を踊り込みながら、よりフラメンコ

【女性専用講座】
熱い心で踊るフラメンコ
〈中級〉

の奥深い表現力を身に付けていきます。中級では

(木)

宮崎 良子

「フラメンコの母」と呼ばれるソレアや、ティエン

19：00〜20：30

月4回 3ヵ月

澤田 美幸

ト、タンゴ・デ・マラガなどの振付を通して、さら

(金)

32,670円

に、フラメンコを魅力的に踊れるように指導しま

13：15〜14：45

す。

世界各国の民族舞踊、フォークダンスは、踊る楽し

フォークダンス

濱田 明未
中道 きよみ

みを通じて、和やかな暖かい人間関係をつくりあげ
てゆきます。ツーステップ、ショティッシュ、ワル
ツ、ポルカなどの基本から学びます。

(水)

月4回 3ヵ月

10：00〜12：00

21,780円

(木)

月4回 3ヵ月

■体験レッスン あり

全身を隈なく使って踊って、ストレス発散！！＆ひ
きしまった身体を手に入れませんか。初めての方か

ジャズダンス

深海 愛

ら経験のある方まで、レベルに合わせた指導をいた
します。
■体験レッスン あり

18：45〜20：15

21,780円

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

18：45〜20：15

11,088円

※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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

洋舞

近鉄文化サロン奈良
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

マッスルをきたえ、軸を作るためのレッスンです。

(木)

月4回 3ヵ月

姿勢が整い、すっきりした身体を作るのを目指しま

17：30〜18：45

18,150円

す。ダンスが上手くなりたい方、役者やミュージカ

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

17：30〜18：45

9,240円

ダンス全般(ジャンルを問わず)に必要なインナー

ダンススキルアップ

深海 愛

ル希望の方もぜひお越しください。
■体験レッスン あり

月4回 3ヵ月
21,780円

【女性専用講座】
大人のための楽しいバレエ

バレエ経験者の方のクラスです。ピルエット・ジャ

(水)

月8回 3ヵ月

政本 佳子

ンプなどのテクニックを駆使して、アンシェヌマン

12：45〜14：00

38,280円

福益 寿子

を組み立て、ワンランク上を目指してレッスンをし

19：00〜20：15

永瀬 玲子

ましょう。
■体験レッスン あり

(土)

フリーチケット

18：30〜19：45

(発行日から3ヵ月間有効)
10回 20,460円
15回 27,225円

【女性専用講座】
大人のためのやさしいバレエ

【女性専用講座】
ストレッチバレエ

政本 佳子
福益 寿子
永瀬 玲子

政本 佳子
福益 寿子
永瀬 玲子

初めてクラシックバレエに取り組む方のクラスで
す。基本を大切に、バーレッスンそして、センター
レッスンをわかりやすくお教えします。

(水)

月4回 3ヵ月

10：00〜11：15

21,780円

■体験レッスン あり

クラシックバレエの基本を大切にしながら、心と身
体の両方をストレッチして、楽しい1時間を過ごしま

(水)

月4回 3ヵ月

14：00〜15：00

17,490円

けていただけます。クラシック音楽に合わせて優雅

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

な気分で心身ともにリラックスしながら、健康で美

15：15〜16：15

9,900円

しょう。年齢に関係なくご参加いただけます。
■体験レッスン あり

健康や楽しみのためのバレエを始めませんか？発表

【女性専用講座】
リラックスバレエ

会に出演しませんので、ご自分のペースで気軽に続
福益 寿子

しい身体作りを目指しましょう。
■体験レッスン あり

独自のメソードで、身体を内側から外側へ、しなや
かに、華やかに動かします。トゥシューズも夢では

【女性専用講座】

酒井 孝実

ありません。初めての方も、やり直しの方も、実績

(日)

月4回 3ヵ月

大人のためのバレエ

桧垣 琢矢

ある桧垣バレエ団員が丁寧に手ほどきさせていただ

11：30〜12：45

21,780円

きます。
■体験レッスン あり

バレエは心と身体の先生です。興味をもたれた時が

【女性専用講座】

桧垣 琢矢

アフタヌーンバレエ

酒井 孝実

始めるときです。鏡の前で背筋を伸ばし、おなかと
背中を使って美しい立ち姿を身につけていきます。
新しい自分発見の場でもあります。

(木)

月4回 3ヵ月

15：20〜16：20

17,490円

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

13：00〜14：15

9,900円

■体験レッスン あり

優雅に華麗に音楽に合わせてステップが踏めるよ

はじめての社交ダンス

森 万知子

う、足運びから丁寧にレッスンします。
■体験レッスン あり

〈入門〉
(水)
12：00〜13：15 ②
優雅に、華麗に、音楽に合わせて楽しくステップが
踏めるようご指導いたします。ワルツ、タンゴ、ル

社交ダンス

森 万知子

ンバ、サンバ、ブルースなど社交ダンスが初めての

〈入門〉〈初級〉〈中級〉

仲窪 萬壽子

方から、より上手に踊りたい方までレベルに応じて
学んでいただくことができます。
■体験レッスン あり

〈初級〉
(水)
10：15〜11：30 ②
(土)
16：00〜17：15 ①
〈中級〉
(土)
14：30〜15：45 ①

〈入門〉
〈初級〉
月4回 3ヵ月
21,120円
〈中級〉
月4回 3ヵ月
21,780円

(タイム別の担当講師：①森 ②
仲窪)

※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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

洋舞

近鉄文化サロン奈良
講座名

〈初級〉

曜日・時間

受講料

(火)

月4回 3ヵ月

10：00〜11：00

21,120円

一緒に踊る相手とのコミュニケーションやスムーズ

【新設講座】
基礎から楽しむ社交ダンス

講座内容

講師

に踊るための基本的なルールと動作を習得していた
髙辻 博希

だき、ご自身の美しい姿勢と身体の隅々までを意識
して楽しく踊っていただく講座です。
■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

洋楽

近鉄文化サロン奈良
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

季に15年間在籍、3000以上のステージに出演した講

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

師がミュージカルナンバーを解りやすく解説し、簡

14：30〜16：00

16,500円

ミュージカルというと楽譜に力んでしまいがちです
が、「音楽付お芝居」ですから、登場人物の目的、
役割、感情などを感じて声を出せばOKです。劇団四

ミュージカルに親しむ

中井 敬二

単な体幹運動や発声練習から始め、歌うこと、表現
することの楽しさをお伝えしていきます。
■体験レッスン あり

あんな歌こんな歌
（童謡からポップスまで）

昔懐かしい童謡から、歌曲や最近のヒット曲までを
土居 克江

楽しく歌いましょう！声を出してスッキリ！歌って
モヤモヤを吹き飛ばしましょう！

月2回 3ヵ月
第1・3(金)

16,500円

13：00〜14：30

月1回 3ヵ月

■体験レッスン あり

9,900円

一般の方になじみ深いカントリーソングの名曲を楽
譜なしで、やさしく英語で歌う練習をすると同時

英語で歌おうカントリーソング

稲葉 和裕

に、簡単な英語への理解を深め、その背景にあるア
メリカ文化に触れ親しんでいただきます。

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

14：30〜16：00

19,800円

■体験レッスン あり

クラシック歌曲を本格的に習いたい方のための講座
です。原語で歌うため、初心者の方でも歌えるよう

クラシックを歌う
〈ドイツ歌曲〉

山本 佳人

に言葉のリズムを感じながら繰り返し発音練習を

第2(木)

し、それを旋律に乗せて歌います。既習曲を復習し

第4(木)

ながら、1〜2ヵ月で新曲一曲のペースで進めてゆき

13：00〜15：00

月1回 3ヵ月
6,600円

ます。
■体験レッスン あり

グループレッスンを受講された方で、より実力を伸

クラシックを歌う
（個人レッスン・上級クラス）

ばしたいと思われる方(上級クラス)の講座です。個
山本 佳人

人の実力に応じて、イタリア・ドイツ・日本歌曲・
オペラのアリアまでご指導いたします。お一人30分

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

15：00〜17：00

29,700円

の授業です。

仲間と心を合わせて素敵なハーモニーを奏でてみま
せんか？ピアノと共にさまざまな女声合唱曲を楽し

【女性専用講座】
女声コーラス

く歌いましょう。まずはみんなで音取りから！ゆっ
江口 恭子

第1・2・4(火)

月3回 3ヵ月

10：00〜12：00

17,820円

歌・歌曲)、世界の愛唱歌を歌います。歌うための声

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

づくりをしながら楽しく歌い、一緒に感動しましょ

10：30〜12：00

15,180円

導いたします。かつて声楽を習ったことのある方、

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

新たに挑戦したい方、歌が大好きで情熱のある方の

15：00〜18：00

19,800円

由に歌いましょう。発音から発声まで個性に合わせ

第1(金)

月1回 6ヵ月

て指導します。イタリア語が読めなくても丁寧に指

10：30〜12：00

13,200円

くりていねいにサポートいたします♪
経験者のクラスです。初めての方は見学または体験
を受講ください。
■体験レッスン あり

音楽を感じ、言葉を感じ、声を出せば自然と心が震
え感動します。美しい日本の歌(懐かしい童謡・唱

【女性専用講座】
ミドリのミドレ♪

三原 美文

〜美しい日本の歌・世界の愛唱歌〜

う。
■体験レッスン あり

ソロで声楽曲、例えばオペラアリアや歌曲、ミュー
ジカルなどを、より本格的な声で歌えるようにご指

世界名歌の旅

田中 良子

ご参加をお待ちしております。
■体験レッスン あり

「カンツォーネ」とはイタリア語で「歌」のこと。
帰れソレントへ、オーソレミオ、アルディラ、マン
マ…など。ナポリ民謡からサンレモまでの数々を自

カンツォーネを歌おう！

欄 和美

導します。一人一人が個性豊かに歌えるのでコーラ
スとは違う楽しさがあります。
■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

洋楽

近鉄文化サロン奈良
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

テレビやラジオで活躍中の現役歌手による指導が受
けられる歌謡教室です。今話題の新曲やよく口ずさ
んだ名曲など、キーボードを使いながら、解りやす
く解説します。お1人ずつ歌えますので皆さまがこれ

北沢麻衣歌謡教室

北沢 麻衣

からも輝いていける毎日を、一緒に作って行きま
しょう！毎回課題曲をレッスンしますが、歌唱はお
好きな歌で結構です。宿題はありません。カラオケ
ダムを使って歌っていただけますので、ぜひ、自慢

第2・4(日)
13：30～15：00(演歌・歌謡曲
クラス)
15：30～17：00(歌謡ポップス

月2回 3ヵ月
13,860円

クラス)

の喉をお聴かせください。
■体験レッスン あり

歌って健康！歌って元気！楽譜が読めなくても大丈
夫！子供の頃に歌った曲や青春時代の曲を大きな声

休日の歌声サロン

千葉 麻紀子

で歌ってストレス発散。一緒に楽しい時間を過ごし
ましょう。次はあなたの希望曲が歌えるかも？！

第1(日)

月1回 3ヵ月

10：15〜11：30

6,600円

■体験レッスン あり

身体も心もリラックス。自然な呼吸で自分の本当の

【女性専用講座】
ヴォイストレーニング

土居 克江

月1回 3ヵ月

声を発見してみませんか？話し声や歌声に自信が持

第3(木)

てるようにご指導します！身体のストレッチ、息の

13：00〜14：30

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！

6,600円

第1・3(金)

フリーチケット

15：00〜16：30

(発行日から6ヵ月間有効)

■体験レッスン あり

9回 19,800円

のびやかに楽しく歌って、健康づくりをしましょ

〜楽しく歌う発声健康法〜
美声と美容のボイストレーニング

う。正しい発声法と腹式呼吸で、身体を良い声を奏
中野 陽子

でる楽器に整えます。免疫力UP・脳や内臓の活性

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

化・リラックス他、多くの効果がある発声法…さ

13：00〜14：00

13,200円

あ、声を磨いて健やかに！
■体験レッスン あり

音楽は心のふるさと。いろいろなジャンルの曲を歌

〜ボイストレーニング〜
楽しく歌う発声健康法

いながら、自然な呼吸・発声を身につけ、心も身体
西村恵子

もより柔軟にして、音楽との素敵な出会いを楽しみ
ましょう。

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

13：00〜14：00

13,200円

■体験レッスン あり

【新設講座】
健康増強発声法講座

呼吸器・循環器・心肺機能を高めるのに効果的な発
古川 三四郎

月2回 3ヵ月
13,860円

気持ちもアップします。お腹の中から素敵な声で好

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

きなジャンルの歌を歌ってみましょう。弾いてみま

12：30～15：00

19,800円

■体験レッスン あり

〜新型コロナに負けない体力作り〜

歌う事、ピアノで演奏する事、それは『元気の

【新設講座】

源』。大好きな曲を声を出して笑顔で歌ってみると

一緒に奏でましょう
〜ヴォイストレーニング＆ピアノ個人

第2・4(土)
12：30～14：30

声訓練により、健康寿命を高めましょう！

嶋田 和子

レッスン〜

しょう。

〈3歳～〉

■体験レッスン あり

ピアノは初めて、楽譜が読めない方も大歓迎。おも

〜新しい音楽とのふれあい〜
ピアノで脳トレしましょ♪

上地 令子

に童謡を中心に、電子ピアノを使い、歌ったり、音

第2・3(土)

符をかいたりしながら、脳を活性化させましょう。

13：00〜14：00

月2回 3ヵ月

自然にピアノも弾けるようにもなります。少人数制

14：15〜15：15

13,860円

のレッスンです。

15：30〜16：30

■体験レッスン あり

クラシック、ポピュラーピアノの個人レッスンで

〜クラシックからポピュラーまで〜
中高年のためのピアノ教室 個人レッスン
〈初級～上級〉

前田 典子

第2・4(水)

す。指を動かす事は脳活性化に繋がります。コーラ

14：30〜15：00

スとギターの伴奏で活躍中の講師が個人のペースで

15：00〜15：30

無理なく楽しみながらご指導させて頂きます。初め

15：30〜16：00

ての方もお気軽にお越し下さい。1人30分の個人

16：05〜16：35

レッスンです。

16：40〜17：10

■体験レッスン あり

17：10〜17：40

月2回 3ヵ月
19,800円

※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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

洋楽

近鉄文化サロン奈良
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

クロマチックハーモニカは、♯や♭の半音がだせる
ので、童謡から歌謡、ポップスやジャズなど、幅広

クロマチックハーモニカを吹こう！

竹内 海人

いジャンルの曲を演奏することができます。クロマ
チックハーモニカの持つ音色を歌うように吹いてみ
ましょう！楽譜を読めない人でも大丈夫。初心者の

第1(木)
10：15〜11：45
13：00〜14：30

月1回 3ヵ月
8,580円

方から丁寧に指導させていただきます。

南アメリカ・アンデスの大地で紀元前より愛され続
けてきた素朴な葦笛、サンポーニャ。その音色は、
インカ帝国の都マチュピチュや謎めいた地上絵のナ

アンデスの風サンポーニャ

渡部 勝喜

スカ平原にも響いていました。日本人のルーツとも

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

深い関わりを持つと言われる哀愁を帯びた旋律は、

15：30〜17：00

16,500円

カ文明以前から何千年も奏でられてきたその音色を

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

楽しんでいただけます。南アメリカの文化や古代文

13：30〜15：00

16,500円

時空を超えた古代文明のロマンを体感させてくれる
ことでしょう。
■体験レッスン あり

ペルーの名曲「コンドルは飛んで行く」で誰もが耳
にしたことのある南米アンデスの葦笛ケーナ。イン

アンデスの笛ケーナの魅力

渡部 勝喜

明の知識なども幅広く学べます。
■体験レッスン あり

誰もが一度は憧れるフルートを吹いてみませんか。

フルートを楽しむ
〈入門〉〈初級〉〈中級〉

基礎練習、ソロ曲はもちろんアンサンブルをみんな
桑名 明子

で楽しみながらのグループレッスンをします。レベ
ル別なので初心者・経験者は問いません。一緒にぜ
ひ楽しみましょう。
■体験レッスン あり

アイルランドやイギリスで、民衆の間で古くから親

アイリッシュフィドル入門
〈ヴァイオリン教室〉

しまれてきたフィドルを弾いてみましょう。クラ
Tamiko

シックとは違った気軽なヴァイオリンの世界を楽し
みましょう。大人になって楽器を始めたい方も大歓
迎！
■体験レッスン あり

〈入門〉

〈入門〉

第1・2・4(火)

月3回 3ヵ月

17：00〜18：00

21,780円

〈初級〉

〈初級〉

第1・2・4(火)

月3回 3ヵ月

18：00〜19：00

22,770円

〈中級〉

〈中級〉

第1・2・4(火)

月3回 3ヵ月

19：00〜20：00

23,760円

第1・3(金)
17：00〜17：30
17：30〜18：00
18：00〜18：30
18：30〜19：00

月2回 3ヵ月
19,800円

19：00〜19：30
19：30〜20：00

音符が読めなくてもヘルマンハープの楽譜を弦の下

梶原千沙都 監修
いきいき楽しむヘルマンハープ

に差し込めばすぐに演奏できます。基本の構えや手
林 照子

のかたちを学ぶとヘルマンハープをより美しく奏で
られ、脳トレにも最適です。何歳からでも大丈夫で
す。ヘルマンハープで生きがいを見つけましょう！

第1・3(火)
(入門)10：10〜11：10
10：40〜11：40

月2回 3ヵ月
17,160円

■体験レッスン あり

優雅で妙なる音色の天使の楽器ハープを、持ち運び

サウルハープを弾こう
〈初級〉〈中級〉

の出来る小型のもので手軽に楽しみましょう。ソロ
井爪 紀子

やアンサンブルなどをグループレッスンで学びま
す。
■体験レッスン あり

〈初級〉
第1・3(木) 9：30〜11：00
月2回 3ヵ月
〈中級〉

19,800円

第1・3(木)
11：15〜12：45

※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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

洋楽

近鉄文化サロン奈良
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

【グループレッスン】
〈中級〉
第1・3(火)
15：15〜16：45
1,000年以上もの歴史を持つ中国の民族楽器、二胡は

〜中国の民族楽器〜
二胡講座

〈上級〉

哀愁のあるアジア的な調べが魅力です。2本の弦と弓
岩崎 美智子

〈グループレッスン〉〈個人レッスン〉

を擦り合わせることで感情たっぷりの音色をかもし

第1・3(火)

出す二胡の弾き方を学びます。

12：30〜14：00

■体験レッスン あり

【個人レッスン】

月2回 3ヵ月
19,800円

第1・3(火)
14：15〜14：45
14：45〜15：15
第2・4(金)
12：00〜12：30
14：35〜15：05
〈入門〉
第2・4(月)
16：30〜17：30

オカリナ
〈入門〉〈初級〉〈本科〉

持ち運びが便利でどこでも楽しめるオカリナは、心
寺井 園江

に響く素朴で美しい音色が魅力です。ソロ・アンサ
ンブルを取り入れたグループレッスンで、やさしく
楽しくご指導いたします。

〈初級〉
第2・4(月)
15：30〜16：30

月2回 3ヵ月
16,500円

〈本科〉
第1・3(土)
10：00〜11：00
コカリナはハンガリーで生まれ、日本の音楽家、黒
坂黒太郎が作り上げた木の笛です。8cmほどの小さ

コカリナ

平岡 妙子

な木の楽器ですが木の特有の柔らかな音が出せる
上、音楽初心者でも比較的簡単に曲の演奏が可能で

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：00

16,500円

す。

ちょっと肩の力を抜いてウクレレでフラソングを
唄ったりしてハワイアンしてみませんか？今一番手

【増設講座】
ウクレレを楽しもう！

衣川 祐三

第1・3(金)
10：30〜12：00

軽で簡単に弾けるかわいい楽器はウクレレです。優

第2・4(金)

しい音色は心を癒してくれます。いろいろなジャン

19：00〜20：30

間とコーラスして楽しくレッスンを進めます。楽譜

月2回 3ヵ月
19,800円

ルの曲にチャレンジして、メロディーを弾いたり仲
〈増設〉

が読めなくてもOK!

第2・4(木)

■体験レッスン あり

10：30〜12：00

仲間と会話しながら、日本のうた、童謡ほか懐かし

マンドリンを楽しむ
〈シニア・初心者クラス〉

のメロディを弾いてみませんか！マンドリンの美し
福井 敏子

いトレモロのメロディと音楽で心豊かに若さを保ち

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

ましょう。指を使って素晴らしいメロディに触れる

16：00〜17：00

13,860円

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

14：20〜15：50

19,800円

ことは最高のサプリメントです。
■体験レッスン あり

イタリア生まれのマンドリンに挑戦してみません
か！楽器に触れたことの無い方や楽譜が苦手な方で

マンドリンを楽しむ

福井 敏子

も基礎から丁寧にわかりやすく指導いたします。２
～３ヵ月後にはポピュラーな曲が弾けるようにな
り、毎年発表会の出演もございます。

※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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

日舞

近鉄文化サロン奈良
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

古典舞踊を基礎に、歌謡曲にのせて楽しく踊りま

歌謡曲舞踊 美始鋭会

牧園 美始鋭

す。仲間づくりと全身動かしての美容と健康に最適

(月)

月4回 3ヵ月

13：00〜15：00

21,780円

ご希望のジャンルが踊れるようになります。奈良の

第1・2・3(水)

月3回 3ヵ月

有名社寺での奉納舞踊、おんまつりや采女まつりな

18：00〜20：00

23,760円

です。
■体験レッスン あり

日本舞踊を基礎から個人のレベルに合わせてマン
ツーマンで指導します。古典、地唄舞、歌謡曲など

日本舞踊 坂本流

坂本 晴子

ど時代行列にも参加していただけます。
■体験レッスン あり

心地良い三味線音楽の和のリズムに乗って体を動か

【女性専用講座】
日本舞踊 西川流

すことは健康にも良く、感情表現も豊かになってス
西川 矢右衛門

トレス解消にも効果があります。ご一緒に和の文化
に触れながら人生を豊かなものにいたしましょう！
初心者の方もお気軽にご参加ください。
■体験レッスン あり

第2・3(水)

〈団体〉

〈団体〉

月2回 3ヵ月

14：00〜16：00

19,140円

〈個人〉

〈個人〉

16：30〜17：00

月2回 3ヵ月

17：00～17：30

20,460円

※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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

邦楽

近鉄文化サロン奈良
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

りで謡えるようになり、自然に観能の知識も身につ

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

くよう指導いたします。また腹式呼吸で声を出しま

10：30〜12：00

16,500円

謡本の記号の読み方から、初歩的なものへと順を
追って学んでゆきます。3ヵ月で、やさしい曲がひと

能楽観世流謡曲

齊藤 信輔

すので健康な身体づくりにもつながります。
■体験レッスン あり

はじめは腹式呼吸、発声練習を行い、お腹から声を

民謡を唄う

藤本 春菊

出す練習から始めます。懐かしい民謡から各地に伝
わる民謡まで幅広く練習します。

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

15：00～16：00

7,920円

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

13：00～15:00

12,540円

■体験レッスン あり

民謡・童謡など基礎からはじめ三味線の様々な音色

はじめての民謡三味線

藤本 春菊

を楽しみます。
■体験レッスン あり

〈入門〉
第2・4(金)
16：30〜17：00

津軽三味線
〈入門〉〈初級〉〈中級〉

内田 實
内田 真實
内田 丈實

厳寒の青森県津軽地方で生まれた津軽三味線。初心
者の方でも津軽三味線特有のダイナミックなバチさ
ばきができるようにご指導いたします。
■体験レッスン あり

〈初級〉
第2・4(金)
16：00〜16：30

月2回 3ヵ月
23,100円

〈中級〉
第2・4(金)
15：30〜16：00
誰もが癒される沖縄の三線の音色。数百年も前から
の楽器ですが現代人の心に響きます。基本をマス

三線 (サンシン)入門

和田 直己

ターすれば、古典・民謡・ポップスなどジャンルを

第1・4(土)

月2回 3ヵ月

問わず、一人でも仲間とでもほかの楽器とも自由に

10：00〜12：00

19,800円

楽しむことが出来ます。
■体験レッスン あり

ついに古都奈良で尺八の講座が始まります。尺八
は、その時の自分の調子に応じて、音が常に変化し

〜心と体が整い落ちつく〜

饗庭 凱山

ていきます。良い音を目指す中で息が整い、心と体

和楽器「尺八」入門

(あえば がいざん)

も整っていきます。尺八を通じて心と体を整えませ
んか？

第2・3(火)
17：00〜18：00
18：00〜19：00

月2回 3ヵ月
19,800円

■体験レッスン あり

お箏にふれてみませんか。経験のある方は、あの美
しい音色を思い出してください。初めての方は、触

箏のしらべ

吉岡 紘子

れてみて、その魅力を味わってください。心癒され

(雅茅渟) ほか

る楽しい曲を、上達の早いメソッドでレッスンいた
します。

(木)
15：30〜20：00
(フリータイム30分)

月4回 3ヵ月
23,760円

■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

美術・絵画
講座名

近鉄文化サロン奈良
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

同じ物を描いても、おのおの感じとり方は違うもの

【リニューアル講座】
いろんな画材で洋画が学べるアトリエ

です。初めての方、新たな展開を探している方の講
弓手 研平

座です。静物、人物、風景、構想画と基本を学びな
がら個人の感性に合う画材と描き方で納得のゆくま

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

10：00〜12：00

14,520円

で取り組みます。

自然の美しい風景、身近な花、果物、野菜に出会っ
た時の感動を思うがままに描いてみませんか。初心

洋画（油彩・水彩）

吉田 隆

者から経験者まで構図、色彩の基礎をその人の個性
に合わせてご指導いたします。毎年春にグループ展

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

14,520円

を行います。とても好評です。

パース(透視図法)・鉛筆画・色と形など絵を描くた
めの基礎を学びます。しっかり基礎を学ぶことによ

基礎から学ぶ透明水彩画教室

兼元 和美

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

13：30〜15：30

15,180円

と。初めての方も大丈夫です。春と秋はスケッチに

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

も出かけます。絵画の基礎も学びながら描く豊かな

10：00〜12：30

16,830円

に丁寧に指導致します。すべて個別指導なので楽し

第2(火)

月1回 3ヵ月

みながら一作毎に確実に力のついてゆく喜びを実感

13：00〜17：00

19,800円

り、思うままに古都の風景などを描くことができ、
その感動を透明水彩絵具を用いて表現していきま
す。
■体験レッスン あり

静物、風景、人物と水彩画の幅広い表現を楽しむ講
座です。季節のモチーフや人物も基本からゆっくり

描くことの楽しみ

増田 妃早子

時間を共に過ごしましょう。
■体験レッスン あり

構図のとり方や色の出し方、遠近感等の基礎から始
め、小品から公募展出品の大作まで制作出来るよう

はじめての水彩画

髙橋 喜美子

出来ます。初心者も大歓迎です。生涯の楽しみを身
につけて下さい。

初心者の方は形の取り方や基本の塗り方から、経験
者の方はパースや構図の考え方など、各自の段階に

ステップアップ透明水彩画

黒川 しづこ

第4(水)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：30

9,900円

鉛筆で描いた線を生かしてふわっと軽い感じに仕上

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

げる事も出来ます。表現方法など、それぞれ個性に

10：45〜12：45

17,160円

合わせて、自由に描けるようになることを目標にス
テップアップしていただくお手伝いをさせていただ
きます。

色鉛筆を使って花や風景、動物等のモチーフをオリ
ジナル技法で描いていきます。基本は色を重ねて深
い色合いの厚みのある作品に仕上げていきますが、

色鉛筆アート

さがわ ちえみ

合わせ相談しながら作品を完成させます。準備が簡
単なので、初めての方でも気軽に始められます。
■体験レッスン あり
色鮮やかなチョークアートを一緒に楽しみましょ
う。見本を見ながら下絵に沿って、色の付け方から
学んでいきますので、絵を描いたことがない方も安

〜かんたん！楽しい！〜
チョークアート

心してご受講いただけます。ご自分のインテリア
鳴海 愛子

ボードやご友人へのプレゼントに描いていたただく
のも。最近ではウエディングのウェルカムボード等

第3(木)

月1回 3ヵ月

18：00〜20：00

9,900円

第3(木)

月1回 1ヵ月

17：00〜20：00

7,150円

も主流になっています。世界にたった一つだけの
チョークアートを作ってみませんか。
■体験レッスン あり

チョークアーティストとしての基礎になる技術が身

チョークアート
〈資格取得コース〉

につきます。14回完結で受講後は修了証を発行しま
鳴海 愛子

す。希望者には、プロのチョークアーティストの資
格が取れるコースの案内もあります。
■カリキュラム 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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

美術・絵画

近鉄文化サロン奈良

講座名

講師

クレヨンでペットを描こう

市来 功成

講座内容
クレヨンを使って写真で写したようにリアルで可愛
いペットを描いてみませんか。
■体験レッスン あり

曜日・時間

受講料

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

10：15〜12：15

17,160円

カリグラフィーは、専用のペンを使ってアルファ
ベットを書く「西洋書道」。欧米では正式な招待

カリグラフィー

木作
(きさく) 輝代

状、認定状はカリグラフィーで書くのが常識です。
グリーティングカードやカレンダーづくりを織りま
ぜながら、優雅なイタリック体、ゴシック体などを

第1(月)

月1回 3ヵ月

10：00〜12：00

8,250円

第1・3(日)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：30

17,160円

学びます。
■体験レッスン あり

初めての方でも基本から丁寧に指導いたします。彫

〜京都の彫師・ 摺師に学ぶ〜
木版画

師・摺師の特別講師とともに、木版画の魅力を感じ
河村 鐵兵

ていただけます。
■カリキュラム あり
■体験レッスン あり

〈初級〉

墨で仏様を書写する事で、より多くの仏様と出会っ

仏画
〈初級〉〈上級〉

月2回 3ヵ月

て頂きます。さらに金泥書、彩色へと進み、自身の
飯田 友子

心の中にいる仏を描いて下さい。あわせて仏教の基

第2・4(日)

礎知識も学んで頂きます。絵が苦手な方でも大丈夫

10：30〜12：30

です。

17,160円
〈上級〉
月2回 3ヵ月

■体験レッスン あり

22,110円

基礎の写生から色々な技法の使い方、美しい岩絵具
での描写まで個々の進度に合った指導を致します。

鳥山武弘と描く日本画

鳥山 武弘

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：30

24,750円

んか？墨一色の中に無限の「心の色」を感じさせて

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

くれます。初めての方は基礎から、経験者は墨の持

14：00～16：00

13,200円

あなただけの世界を日本画の手法で楽しく表現しま
しょう。
■体験レッスン あり

感動した風景を墨色を生かして1枚の絵にしてみませ

現代水墨画

山内 玄遠

ち味をより豊かに表現するテクニックを学びます。

墨には無限といえる程の濃淡があります。その濃淡

楽しい水墨画

で描く水墨画はそのものの色彩や質感、香り、その

第1・3(金)

井上 淑魚

ものを取り巻く空気までをも感じさせることが出来

10：00〜12：00

月2回 3ヵ月

(しゅくぎょ)

ます。墨の香りにつつまれて、水墨画を描いてみま

第2・4(火)

13,200円

しょう。

18：00〜20：00

■体験レッスン あり

はじめて描いてみたいという方から、磨きをかけて
公募展への入選をめざす方まで、四君子といわれる

【リニューアル講座】
自由に描く水墨画

蘭、竹、梅、菊からはじめ、花鳥、風景等へと進ん
高橋 直人

でゆき、毎回手本をもとに描いて添削します。描き
直しのできない水墨画は集中力を養い、心のやすら
ぎをもたらします。

第1・3(木)
13：00〜15：00

月2回 3ヵ月

第2・4(木)

14,520円

13：00〜15：00

■体験レッスン あり

初めての方は基礎的な技法であるデッサンから、ま
た、本格的に実力をつけたい方はレベルに応じて学

日本画

高橋 直人

べます。本格的な水干絵具、岩絵具を使い、花鳥、
人物、風景の写生、制作など、約3ヵ月で一枚の絵を
仕上げるようご指導いたします。

第1・3(木)
13：00〜15：00

月2回 3ヵ月

第2・4(木)

14,520円

13：00〜15：00

墨彩画は水墨画に彩色を加えたものです。身辺の花
や物などの写生を根本として、短時間で描けるよう

墨彩画

高橋 直人

に、その人に応じた手本をもとにご指導してゆきま
す。

(木)

月4回 3ヵ月

13：00〜15：00

26,400円

■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

美術・絵画
講座名

近鉄文化サロン奈良
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

3色ボールペンを使って、かんたん！かわいいイラス
トを描きましょう。普段使いのイラストで、日々を

かわいい！楽しい！ボールペンイラスト

田中 かよ

ちょっと楽しくかわいく。絵が苦手と思っている方
にも、気軽にぜひチャレンジしてもらいたいです。

第3(水)

月1回 6ヵ月

10：30〜12：30

15,840円

(期間：1年)

墨と顔彩で描くリアルな墨彩画です。はじめて絵を

〜顔彩で描く花鳥画〜

森永 彩愁

可憐な花彩画

(もりなが さいしゅう)

描く方から学べる内容の花々を描きます。主にグラ
デーションを美しく可憐に描き、次第に生物もそえ
る花鳥画です。わくわくする作品作りの教室です。

第2(火)

月1回 3ヵ月

13：30〜15：30

8,250円

■体験レッスン あり

あっさり少ない筆遣いで、ほんわかやさしい「和の
イラスト」をはがきに描きます。和紙のにじみを活

鮎裕(あゆゆう)の「和のイラスト講座」

小杉 直子

かした独自の描き方をわかりやすく丁寧にお伝え致
します。オリジナル教材も充実しています。

第2(水)

月1回 6ヵ月

10：15〜12：15

16,500円

■体験レッスン あり

今までにない「お洒落で簡単な葉書き絵」です。毎
回、葉書きのほかにアイデアいっぱいのオマケつ

12の暦絵

澤田 ひとみ

第4(金)

月1回 6ヵ月

13：00〜15：00

15,180円

んこです。彫り方は単純ですが、押し方やアイデア

第4(金)

月1回 3ヵ月

で劇的に変わります。日常的に使えるハンコを作っ

13：00〜15：00

6,930円

き。また、画題に沿った暮らしに役立つプチ情報も
大好評！
■体験レッスン あり

季節の花や行事をモチーフにした大人の消しゴムは

大人の消しゴムはんこ

澤田 ひとみ

て将来的には名刺や似顔絵も。

筆は、魔法の道具です。様々な感情を味わい深く表

書と画のハーモニー

安川 眞慈

現してみましょう。お好きな言葉とお地蔵様やふく

第4(月)

ろうなどの絵を調和させ、心安らぐ作品づくりを楽

13：00〜15：00

月1回 6ヵ月

しみます。初めての方も大歓迎。個性を大切にし、

第1(火)

15,180円

ていねいにご指導いたします。

15：30〜17：30

■体験レッスン あり

身近にある素材を見てかいた絵に、自分のことばを

はじめての絵手紙

島本 克子

自分の字で添えて絵手紙にし大切な人に届けます。

第3(火)

月1回 3ヵ月

13：15〜14：45

7,260円

方から楽しく学べます。積穂俳画のお手本を毎回1枚

第1(水)

月1回 3ヵ月

ずつ仕上げていきます。はがきや扇子にも応用がで

13：00〜15：00

12,540円

絵手紙のかき方、楽しみ方を丁寧に指導します。
■体験レッスン あり

俳画は四季折々の風物を少ない運筆で大胆に描く大
人の自由画です。基本的な筆法を中心に、初心者の

季節を描く積穂俳画

本田 翔穂

きます。
■体験レッスン あり

〈初級〉

減筆を省略による簡素な絵が俳画です。花鳥風月を

俳画
〈初級〉〈上級〉

池端 照穂

心のおもむくままに、自由に大胆に表現します。初

第1・3(月)

めての方はお手本を見ながら実技を学び、筆の運び

13：00〜14：30

方や彩色法をわかりやすく進めてゆきます。また扇
子、色紙、手紙などに活かすこともできます。

第1・3(火)
10：00〜11：30

■体験レッスン あり

月2回 3ヵ月
13,860円
〈上級〉
月2回 3ヵ月
15,180円

初めて彫刻刀を持つ方、ていねいにご指導いたしま
す。手、足から仏頭へと仏像彫刻の基礎を学び、釈

仏像彫刻

矢野 公祥

迦如来、聖観音と様々な仏像を彫ってゆきます。男
女問わずマイペースで楽しんでいただけます。

第1・2・4(日) 9：30〜12：30

月3回 3ヵ月
25,740円

■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

美術・絵画
講座名

近鉄文化サロン奈良
曜日・時間

受講料

はがきの片すみや贈り物ののし紙などに、手書きの

〜草花を描く〜
一光流

講座内容

講師

草花をひと筆で描いてみましょう。ほんの少しの時
梅田 佳良

間と、紙・水・顔彩絵具だけで心なごむひとときが
得られます。

心を伝える一筆画

第2(水)
第4(水)
10：00〜12：00

月1回 3ヵ月
7,260円

■体験レッスン あり

万葉集に歌われた大和路は今もその風景を色濃く残

〜万葉風景の美〜
写真教室

しています。レンズを通してその風景に迫ります。
上山 好庸

カメラはデジタルカメラでもOKです。初心者の方で

第4(水)

月1回 6ヵ月

も心で感じる作品が撮れるよう教室授業でご指導い

10：00〜12：00

16,500円

たします。
■体験レッスン あり

やさしい写真教室

森澤 保賢

思い出のその一瞬をカメラに収めませんか。デジタ

【講義】 第4(土)

ルカメラから各種のカメラの使い方、ポイントをわ

13：00〜15：00

5回 3ヵ月

【現地】 偶数月の第2(土)

13,750円

かりやすく楽しく指導します。
■体験レッスン あり

10：00〜12：00

「この写真ステキ！」と目を引く写真を撮れるよう

ステキ写真を撮る！ポイントで学ぶ
初心者カメラレッスン

になりたい。どうしたら撮れるのかの解説と実践で
舟田 佳代

身に付けます。取扱説明書が苦手だった女性カメラ
マンだからこそわかりやすく教えます。楽しみま

第1(木)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：00

9,570円

しょう！
■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

陶芸・工芸
講座名

近鉄文化サロン奈良
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

第1・3(月)
電動ロクロまたは手びねりの基礎の技術を習得しな

陶芸

稗田 真理子

がら、個性にあった作陶、創作をしていきます。
■体験レッスン あり

10：00〜13：00
14：00〜17：00

月2回 3ヵ月

第1・3(日)

19,140円

10：00〜13：00
14：00〜17：00

自由な発想、アイデアなどを活かしてお好きな作品

陶芸

吉川 卓

をつくってゆきます。作風に応じたご指導をしてい
きます。

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

10：00〜15：00

19,140円

■体験レッスン あり

初心者の方は、土の感触が感じられる手びねりから

陶芸

羽﨑 昌子

始め、その後、ご希望によりロクロコースと手びね

(金)

りコースに分かれます。ご自分だけのオリジナル食

10：00〜13：00

器やオブジェ等をつくってみませんか。

14：00〜17：00

■体験レッスン あり

月4回 3ヵ月
34,980円
月2回 3ヵ月
19,140円

奈良の伝統工芸の赤膚焼。温かみのある焼物は、生
活に彩りを加えてくれます。陶芸初心者の方、焼物

陶芸赤膚焼

大塩 正史

に興味のある方に、器の魅力や扱い方、作る楽しみ
をこの講座で体験していただけると思います。生活
に華を添えてみませんか？

第4(月)
10：00〜13：00
14：00〜17：00

月1回 6ヵ月
20,130円

■体験レッスン あり

破損してしまった大事なうつわ、陶器と漆器を修復

金継ぎ
〜壊れた器の修繕〜

します。金繕い、金直しともいいます。割れた部分
大広 元子

を継ぎ、欠けた部分を形成し、その上を金銀の蒔絵

第3(土)

月1回 3ヵ月

で飾ります。繕いの後を新たな景色となす、日本独

14：00〜17：00

10,230円

き一筆一筆丁寧にぼかしを入れながら高度な技術で

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

彩色しています。和柄に限らず現代柄迄幅広く挑戦

13：30〜15：30

13,200円

特の文化であり美学でもあります。
■カリキュラム あり

友禅染は多くの工程が有り一般では難しいとされて
いますがここでは簡素化された方法で布に模様を描

手描友禅染

桝谷 美千子

出来ます。
■体験レッスン あり

古代から連綿と受け継がれるガラス工芸トンボ玉。

〜万葉人に愛されたガラス工芸〜
トンボ玉

瀬川 智美

いつの世も人々をひきつけてきたトンボ玉を制作で

第2・4(土)

きる「バーナーワーク」を学べます。基礎から丁寧

10：00〜12：30

に指導、オリジナル作品の制作を目指します。

13：30〜16：00

月2回 3ヵ月
19,800円

(期間：2年)

基本からステンドグラスを学んでいただけます。小
物からランプシェードまで光・色彩を楽しみなが

はじめてのステンドグラス

廣井 祥子

ら、オリジナリティー溢れる作品を作成していきま
す。

第3・4(木)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

16,500円

第4(土)

月1回 3ヵ月

10：00〜12：00

8,250円

■体験レッスン あり

ペーパークイリングは、細長い紙を専用のバーでク
ルクルと巻いてパーツを作るクラフトです。ボタニ

ペーパークイリング

辰巳 仁美

カルクイリングジャパンオフィシャルキットを使っ
て、毎月お花のカレンダーを仕上げていきます。
■体験レッスン あり

金銀で装飾した染紙や唐紙等、質の異なる和紙を継

王朝継ぎ紙

長谷川 なおみ

ぎ合わせ、色紙、短冊等を作ります。料紙芸術とし

第1(水)

て唯一残された国宝「本願寺本三十六人家集」をお

13：15〜15：15

手本に優雅で美しい画面作りを目指します。

18：00〜20：00

月1回 3ヵ月
10,230円

■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

陶芸・工芸
講座名

近鉄文化サロン奈良
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

かず、とても扱いやすく、細かいものをつくるのに

第1(木)

月1回 6ヵ月

最適です。誰でも手軽にミニチュアの世界を表現す

10：30〜13：00

16,500円

童心にかえって粘土細工をたのしみませんか。自然
乾燥だけで仕上がる樹脂粘土は、薄くのびて手につ

こねこねらんどのミニチュア粘土細工

三雲 雅子

ることが出来るよう指導します。
■体験レッスン あり

ベネチアンガラスやガラスフリットと七宝焼の
フュージング(融合)を楽しみ世界に一つのアクセサ

七宝焼ガラスフュージング

梅田 しより

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

10：00〜12：00

16,500円

めます。ステップアップしタイルカットが出来るよ

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

うになると、モザイク画も作れるようになります。

10：00〜12：00

17,160円

第2(金)

月2回 3ヵ月

リーを作ります。また、伝統工芸の技を学び絵皿・
香炉などの大作の制作もご指導いたします。
■体験レッスン あり

磁器・ガラス・天然石などのタイルを使って、イン
テリアやキッチン雑貨など実用的な作品作りを楽し

モザイクタイルアート

坂根 美穂

■カリキュラム あり
■体験レッスン あり

ヨーロッパの伝統的なストロークを使って木の小物

〜フォークアートの世界〜
楽しいトールペイント

や布などに花・風景・動物・人物などを表現しま
谷山 貞子

す。初心者には下絵も用意しています。古い時代の

10：00〜12：00

16,500円

素晴らしい装飾絵付技法を風化させることなく一緒

第4(火)

月1回 3ヵ月

10：00〜12：00

8,910円

に残していきましょう。
■体験レッスン あり

16世紀、ヨーロッパの貴婦人に愛好された美術工芸
であるデコパージュ。絵を切り貼りし、ニスで塗り

デコパージュ

和田 英子

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

10：00〜12：00

13,200円

無い貴女だけのオリジナル食器を作って頂けます。

第1(土)

月1回 3ヵ月

実用性のある完成度の高い作品制作をお楽しみ下さ

13：00〜15：00

9,900円

重ねて仕上げる工程を修得し、アクセサリーをはじ
め、額絵、時計などのインテリアグッズもつくれま
す。

白磁に、お好きな柄をシール感覚で貼り専用電気炉

〜大人可愛い〜
ポーセラーツ

で20時間焼成して仕上げるポーセラーツ。市販には
東原 エリコ

い。
■体験レッスン あり

一刀彫は平安時代の末期にはじまる春日若宮おん祭

奈良一刀彫

浦 弘園

の花笠や島台を飾った人形が始まりと伝えられてい

第2(金) 第3(水)

ます。大きな鑿(のみ)あとがつくり出す簡潔な造形

10：00〜13：00

に綿密な極彩色を施し、凛とした趣のある一刀彫を

14：00〜17：00

月1回 6ヵ月
18,480円

基礎から学んでゆきます。

自然素材の「竹」と「籐」を使い、古くから伝わる
編み方を習い、感性を生かしたオリジナル作品の作

竹工芸

上野 孝志

成を目指します。触れたことのない方、性別年齢を
問わず誰でも楽しめる工芸です。
■体験レッスン あり

第1・3(土)
10：30〜12：30

月2回 3ヵ月

第1(土)

16,500円

10：30〜12：30

月1回 3ヵ月

第3(土)

9,900円

10：30〜12：30

韓紙(ハンジ)工芸とは韓国の伝統紙工芸です。縁起

韓国の伝統文化に触れる
韓紙工芸

をかつぐ模様や配色に幸せを願う心を込めて、美し
金 雅子

い生活雑貨が作られてきました。そんな韓紙工芸の

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

技法を習って素敵なオリジナル雑貨を楽しく製作し

10：00〜12：00

13,860円

てゆきましょう。
■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

陶芸・工芸
講座名

近鉄文化サロン奈良
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

カービングを主として制作してゆきます。鳥を彫る

第1(水)

月1回 3ヵ月

過程で鳥を見る目(解剖学的彫鳥術)、自然を見る目

13：00〜17：00

18,150円

バードカービングとは、木で鳥を彫ることです。教

〜木彫の鳥たち〜
バードカービング

室では、実物の鳥そっくりに彫るリアル・バード
田中 明 ほか

(自然を愛し保護する心)が育ちます。
■体験レッスン あり

鎌倉彫の伝統技法を学びながら、作品を彫り上げて
いきます。基礎刀法を学び、お盆、手鏡、菓子皿な

はじめての鎌倉彫

大塚 富水

ど日常使用するものから、額や飾箱等も制作しま
す。また、刀の研ぎ方を学び、切れ味の良い彫刻刀

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

10：00〜12：00

13,200円

第4(金)

月1回 3ヵ月

10：00〜16：00

18,150円

を使って鎌倉彫を楽しんでみませんか。
■体験レッスン あり

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

能面打

中田 清

ができます。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
が出来ます。

写真額、状差し、ティッシュケースなどの日常生活

木彫

國重 義彦

に役立つ物や、鏡・ブローチなどをつくります。彫

第2・4(火)

りから塗りをほどこし仕上げまで、手作りの楽しさ

10：00〜12：00

を基本からていねいに個人指導をいたします。

13：00〜15：00

月2回 3ヵ月
12,210円

■体験レッスン あり

チェリーやウォールナットなどの広葉樹で木のス

〜手作りスプーンなど〜 木のカトラリー
を作ろう

プーンを作ります。最初は硬くて大変ですが、長く
和田 トモコ

使えるスプーンが出来上がります。木目の表情を見

第1(金)

月1回 3ヵ月

ながら、じっくりとモノ作りに取り組んでみません

10：00〜12：30

8,250円

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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

手芸

近鉄文化サロン奈良
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

形を作ります。世界でも珍しい技術です。イスタン

第3(火)

月1回 3ヵ月

ブールに単独留学して学び、トルコ政府より認定を

10：00〜12：30

11,550円

ぬい針一本でかわいらしいお花を作りだすトルコの

トルコのかわいいレース
イーネオヤ

伝統手芸イーネオヤ。基本から徐々に複雑で繊細な
チコラタン

受けた講師から学びます。
■カリキュラム あり

シルクや麻布を使ってポジャギや小物を作ります。

ポジャギと小物

安 和世

布の切れ端を繋ぎ合わせていくと素晴らしい作品へ

第2(土)

と姿を変えていきます。特に一枚仕立てで仕上げる

10：00〜12：00

ポジャギは光を通す布のステンドグラスです。

13：00〜15：00

月1回 6ヵ月
13,860円

■体験レッスン あり

4点の課題で基礎を習得し、その後次第に高度なもの

日本刺しゅう

勝田 保子

へと進みます。日本古来の伝統的な技法を駆使し、
身につけるものから、額、屏風等、現代の生活にふ
さわしい作品を作ってまいります。

第2・4(月)
10：00〜12：30
13：00〜15：30

月2回 3ヵ月
21,120円

美しい沢山の色糸で、お花や風景など身近な物から

戸塚フランス刺しゅう

奥野 佳子

お部屋に飾る額やピアノカバーまで、1針1針ご自分

第1・3(月)

だけのオンリーワンの作品を作ってみませんか？簡

10：00〜12：00

単なステッチから複雑な模様まで、細やかにご指導

13：00〜15：00

月2回 3ヵ月
14,520円

させていただきます。

リボン刺しゅうとリボンワークをコラボして立体的
に高級感のあるお花、図形などを一針一針刺しなが

リボン刺しゅう＆リボンワーク

山口 純子

ら風景画のように作りあげていきます。額に入れて

第1(土)

月1回 6ヵ月

お部屋のドレスアップやバッグのワンポイント等に

10：30〜12：30

19,800円

と様々に楽しんで頂けます。
■体験レッスン あり

北欧スウェーデンのクロスステッチTVIST(ツビス
ト)。スウェーデン直輸入のウール糸でザクザク編む
ように刺します。北欧モダンデザインで各種ポー

北欧の刺しゅう

臼井 康実

チ、クッションまで楽しみます。
※Skane ClubのTVISTキットはオリジナルデザイン

第3(水)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：00

9,900円

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

14,520円

＆スウェーデン直輸入糸を使用
■カリキュラム あり
■体験レッスン あり

織糸を数えながら刺していくキャンバス刺しゅう、
クロスステッチ、ハーダンガーワーク、フランス刺

ヨーロッパ刺繍

加藤 智恵子

しゅう等ヨーロッパの刺しゅうの中から、お好きな
ものを作っていただきます。
■体験レッスン あり

ニードルレースの技法やワイヤー等を使って立体的

話題のステッチ・スタンプワーク刺しゅ
うと欧風刺繍

な刺繍のスタンプワークや、さまざまな技法の白糸
井関 睦子

刺繍や色々な素材を使った欧風刺繍を小さな作品か
ら作ってみませんか！

月2回 3ヵ月
第1・3(土)

16,500円

10：00〜12：00

月1回 6ヵ月
16,500円

■体験レッスン あり

ヨーロッパの伝統手芸「ボビンレース」。ボビンと

〜はじめて織る〜
ボビンレース

呼ばれる道具に糸を巻きレースを織ります。しおり
田村 利栄子

第1(金)

月1回 6ヵ月

10：00〜12：30

16,500円

小さな道具シャトルさえあれば場所を取らず、どこ

第2(金)

月1回 6ヵ月

ででもつくることができ楽しめます。基礎編みがす

13：00〜15：00

14,520円

やハンカチ、ブローチ、ネックレス等を織ります。
初心者から経験者まで対応します。
■体験レッスン あり

クラシックレースの一種です。上品で優雅に見え、
その繊細さはこのタティングレースの持ち味です。

はじめてのタティングレース

naomin

めば、今流行のビーズでネックレス、ポーチなど、
またドイリークロス、ストールへ進みます。
※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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

手芸

近鉄文化サロン奈良
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

優しい肌触りと両面に現れる色鮮やかな柄で人気の

〜本格足踏み 手織り機で織る〜
シェニール織

高いシェニール織物をタテ糸準備済みの手織り機
小仲 進一朗 ほか

で、織り方の基本からカリキュラムに沿って毎回一
柄織ります。バッグなどへの加工も承ります。

第2(火)

月1回 3ヵ月

10：00〜12：30

9,240円

■体験レッスン あり

着せ替え人形のようで、大人が楽しめるドール

〜大人が楽しむドールチャーム〜
「ルルベちゃん®」

チャームです。針は使わず、接着剤のみで仕上げま
東本 康子

す。布やパーツ次第で、シックにも、華やかにも組
み合わせは無限大です。大切な方へのプレゼント

第3(木)

月1回 3ヵ月

13：30〜15：30

8,580円

第3(日)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：00

9,900円

や、自分へのご褒美に、最適です。
■体験レッスン あり

お好きな生地100cm持参でオリジナル日傘が簡単に
作れる講座です。また、余った生地を使ってお揃い
のバッグやコサージュ、がま口小物入れ、テディベ

【リニューアル講座】
日傘職人が教える「手作り日傘」＆小物

東原 エリコ

作り

アなども制作していただけます。その他、赤ちゃん
の体重と同じテディベアも制作していただけるの
で、プレゼントにも最適。お好きな生地で自分だけ
のオリジナル作品を作ってみませんか。
■体験レッスン あり

アメリカンパッチワークの基本を楽しく研究し、

アメリカンパッチワーク
〈本科〉〈研究科〉

レッスンをいたします。身のまわりの小さな生活小
真木 章子

物やバッグから徐々にタペストリーなどの指導へと
進めてゆきます。またご希望の方には日本手芸普及
協会の講師の資格も取得できます。
■体験レッスン あり

〈本科〉

〈本科〉

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

10：00〜12：00

13,200円

〈研究科〉

〈研究科〉

第3(水)

月1回 6ヵ月

10：00〜12：00

16,500円

手持布で作品創り。基本的な技術を習得しながらサ
ンプラーを完成。布の合わせ方、配色、構図等につ

和布で楽しむキルト

片桐 好子

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

10：00〜12：00

13,200円

バッグ、クッションなど簡単な小物を中心につくり

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

ます。生活の中の小さなハワイを楽しんでみません

13：30〜15：30

13,200円

作品づくりを楽しみます。ハワイの青い空や海の爽

第4(金)

月1回 6ヵ月

やかな風に思いを馳せながら、ハワイアンキルトに

13：00〜15：00

13,200円

第1(火)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：30

9,900円

いてディスカッション、イメージをふくらませるア
ドバイス、インスピレーションとクリエイティビ
ティを大切に「楽しく創る」ことが基本です。
■体験レッスン あり

ハワイの植物や動物を鮮やかな色の布でアップリケ
にします。小さなサイズのタペストリー、ポーチ、

はじめてのハワイアンキルトと小物たち

山本 薫

か。
■体験レッスン あり

ハワイの植物や花をデザインしたパターンを使い、

ハワイアンキルト

中川 由美子

チャレンジしましょう。

”羊毛フェルトで遊ぼう！”をモットーに羊毛等を使

〜羊毛フェルトで遊ぼ！〜
リアルで可愛い動物たち

い可愛いペットや好きな動物をリアルに仕上げてい
福田 妙美

きましょう。時にはNunoFeltや羊毛刺繍に挑戦した
りできる自由気ままな教室です。
■体験レッスン あり

お裁縫が苦手な方でも大丈夫です。ふわふわの羊毛

ふわふわ小さな動物たち
〜チクチク羊毛フェルト〜

で手のひらサイズの小さな動物たちを作りましょ
むつき こまつ

う。丸いフォルムに心も癒されますよ。入門コース

第2(月)

でいろいろな作り方を身につけていただけます。入

10：15〜12：15

門コース(期間：6ヵ月)を終了された方は、中級コー

〈中級コース〉
月1回 6ヵ月
13,860円

スで少し大きめの動物作りを楽しみます。

※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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

手芸

近鉄文化サロン奈良
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

イギリスで人気の手芸ファブリックボックスは、接

イギリス生まれの手縫いの布箱 ファブ
リックボックス

着剤を使わず、手縫いで仕上げる布箱づくりです。
田村 利栄子

第1(金)

月1回 6ヵ月

13：00〜15：00

16,500円

学び、色々な形のがま口を一緒に作りましょう！は

第2(水)

月1回 3ヵ月

じめてさん、不器用さんでも、約2時間でかわいいが

13：00〜15：00

6,930円

お気に入りの布を使用して、オリジナルボックスを
作ります。
■体験レッスン あり
口金のつけ方は？少し、難しそうと感じるかも知れ
ませんが、カンタンに作れるコツをお教えしていま
す。ちょっとしたコツを覚えるとサイズや形を変え
て作れるようになり、ご自宅でもお気に入りの布を
使って作れるようになります。がま口作りのコツを

がま口でかわいい小物作り

小豆 美佐 ほか

ま口をお持ち帰りいただける教室です。口金のつけ
方やボンドの分量など細かく丁寧に指導いたしま
す。
■カリキュラム あり
■体験レッスン あり
多彩な糸が織りなす芸術で、つくる人の心を丸く温
かくします。不思議な色の変化に魅せられ、様々な

たのしいてまりつくり

真木 和枝

模様のてまりつくりをたのしみます。昔なつかしい
菊模様から、四季の草花模様や新しい幾何学模様ま

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

13,860円

で、基本からわかりやすく指導します。

今、幅広い層に人気が高まっている「こぎん刺し」
の技法を使い、ひと針ひと針丁寧に刺すことにより
美しい幾何学模様が出来上がります。そんな美しい

伝統柄で作るかわいい「こぎん刺し」雑
貨

模様が映えるコースター、ポットマット、ピンクッ
小林 智美

ション等の雑貨やリボンアクセサリー、バッグなど9
点で基礎を学んだのち、自由作品を作成していただ

第1(木)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

10,230円

きます。刺繍が初めての方でも大丈夫！丁寧に指導
します。
■体験レッスン あり

金沢に古くから伝わる加賀のゆびぬきは絹糸を1本ず
つ丁寧にかがって作るとても美しいゆびぬきです。

加賀のゆびぬき

桂 富美子

その美しさや伝統手工芸のデザイン性の高さから近
年再び作る方が増えてきました。基本のテクニック

第3(月)

月1回 6ヵ月

10：10〜12：40

19,800円

を学んだあと、色々な模様をお作りいただけます。

四角い布を折りつまみ、多種類の形に作り上げ台紙
の上に並べながらくす玉や花や動物に仕上げていき

京つまみ細工 凸凹庵

下野 美智子

第2(水)

月1回 3ヵ月

13：00～15：00

10,230円

としてのアクセサリーや小物まで、創意工夫とセン

第3(木)

月1回 3ヵ月

スを生かして様々な自分だけの作品をつくります。

13：00〜17：30

16,500円

第3(木)

月1回 6ヵ月

10：10〜12：30

19,800円

ます。土台により家の中で飾ったり髪飾りやバッグ
につけたり使い方が多数あります。
■体験レッスン あり

くみひもの基本としての帯締めから、ファッション

くみひも教室

渡部 八重子 ほか

■体験レッスン あり

ソフト加工された純銀線を使い、クロッシェの技法
にてアクセサリーを作ります。ニッティングやワイ
ヤーワークなどの技法も取り入れバリエーション豊

純銀クロッシェアクセサリー

𠮷𠮷川 眞由美 ほか

かに、多彩な素材をお好みでチョイスしていただ
き、気品ただよう数々の装飾品をお作りいただけま
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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

手芸

近鉄文化サロン奈良
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

〜ジュエリーメイキング〜
【ビーズアートステッチ・ビードルワーク】
針と糸で作る人気のステッチ作品を作ります。
【パールストリング】
紐や糸を通し高級ジュエリーに用いる制作技法を学
びます。
【ソウタシエ】
コードを使って軽量で大人のアクセサリーを作りま
す。
【オートクチュールビーズ・刺繍ジュエリー】
パリ・オートクチュールコレクションの刺繍芸術、
針と糸、刺繍枠とオーガンジーの取り扱い方から
ビーズ・スパンコール刺繍の特別基礎を学びます。
後に資格習得コースへも継続出来ます。
〜クロッシェ(編む)〜
【ビーズクロッシェ】
ビーズクロッシェ技法、ビーズ等をレース針で編む
テ クニックで身に着けるアクセサリー、編み方の違

【リニューアル講座】
コスチュームジュエリーとアクセサリー

いで素敵な作品に仕上げます。
中井 恵子 ほか

【ワイヤーレースジュエリー】
かぎ針やフェーニー針を使用してワイヤーを編むテ

メイキング

第2(火)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

9,570円

クニック、軽くて素敵な作品が作れます。
〜コスチュームジュエリー〜
【ワイヤーモード】
各種のワイヤーを使用し、新しい丸カンやチェーン
を使い、テクニックを体系的に学ぶトレンドと
ファッション性を追求したアクセサリーを作りま
す。
【ビーズアクセサリー】
お洒落な基本のビーズアクセサリー作りを学びま
す。
【マクラメジュエリー】
新しいマクラメの基本技法、紐・ビーズ・各パー
ツ・天然石を使って洗練された作品を作るテクニッ
クです。
【チェインメイル】
丸カンを組み合わせてチェーンを編んでいく技法で
す。
■体験レッスン あり

専用織り機に縦糸を張り、横糸にビーズを通して織
り上げます。アクセサリーを中心にバッグやインテ

デリカビーズ織り

上田 弘美

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

14：00〜16：00

13,860円

れた大人のためのビーズアクセサリーを作ってつけ

第3(水)

月1回 3ヵ月

てセンスアップ。初めての方も楽しくお作りいただ

13：00〜15：00

7,590円

も紹介されました。基礎から応用まで様々な技法を

第4(日)

月1回 3ヵ月

駆使して”オンリー・ワン”のアクセサリーをご自身

10：00〜12：00

8,580円

リアなどを作成します。講師の資格も取得できま
す。小さな一粒からはじめてみませんか。
■体験レッスン あり

NHK「すてきにハンドメイド」で人気の講師、𠮷𠮷川
智子のデザインを学んでいきます。シックで洗練さ

ビーズdeモード

𠮷𠮷川 智子
中野 美穂

けます。
■体験レッスン あり

高級感あるアクセサリーが作れると話題のグルーデ

〜ベーシックから アレンジまで〜
グルーデコ®レッスン

コ®「やってみたい講座ランキング№1」とテレビで
小谷 千恵

で作っていただけます。
■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

手芸

近鉄文化サロン奈良
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

第1(火)

月1回 6ヵ月

15：30〜17：30

13,860円

今や日本文化としての伝承折り紙は創作折り紙とし
て様々に発展し、国際的な広がりを見せておりま

たのしい創作折り紙

竹尾 篤子

す。実用の折り紙又は花や動物、昆虫のみならず果
物、道具、四季の飾り物としても今まで見かけな
かった作品を楽しくおつくりください。
■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

服飾

近鉄文化サロン奈良
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

(火)
お気に入りの一枚の布から、思いのままにステキな
お洋服をつくってみたいと思いませんか。初めての

ファッション洋裁

根岸 貴和子 ほか

方大歓迎です。針の扱い方から慣れていきましょ
う。また自由に洋服づくりを楽しみたい方、和服の
リフォームをご希望の方には、アドバイスをいたし
ます。

10：00〜12：00
13：00〜15：00
15：00〜17：00
18：00〜20：00
(水)
13：00〜15：00

フリーチケット
(発行日から3ヵ月間有効)
9回 14,850円
12回 17,424円

15：00〜17：00
18：00〜20：00

和裁入門

辻 訓子

初心者には運針から指導し、個人の技術と進度に合

(火)

わせてマンツーマンで指導します。最初は初歩的な

18：00〜20：00

ゆかたから始めて、ひとえ、袷の着物と進みます。

(土)

いろいろなものを縫ってみたい方、ぜひおこしくだ

10：00〜12：00

さい。

13：00〜15：00

■体験レッスン あり

15：00〜17：00

フリーチケット
(発行日から3ヵ月間有効)
12回 18,480円

自分の体型に合って着やすく、着崩れのしにくい自
分だけの着物を縫ってみませんか？初めての方でも

やさしい和裁

渡部 八重子 ほか

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

12：30〜16：30

19,800円

帯を切らずに折紙のようにたたんで糸で留めていく

第2(月)

月1回 3ヵ月

手法です。大切な帯は糸をとれば元の帯に戻ります

13：00〜16：00

18,810円

肌襦袢から浴衣、単衣、袷のきものまで縫えるよう
に親切、丁寧に指導します。
■体験レッスン あり

着物がもっと簡単に着られます！！初心者の方でも3
〜5分で着装できる便利な「さくら造り」帯は一本の

【女性専用講座】
〜切らずに帯が結べる〜

中井 成子

「さくら造り」帯

ので安心です。是非おためし下さい。
■体験レッスン あり

着物や羽織を日常に着られるおしゃれな服にリメイ
クします。易しく指導しますので初めての方、シニ

スタイリッシュな着物リメイク

加地 篤子

アの方でも無理なくご自身のペースでご受講いただ
けます。慣れてくればドレスにリメイクしてファッ

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

10：00〜12：15

20,460円

ションショーに出演！

着ないきものがたくさんありませんか？初心者向け
の講座ですが、お手持ちのきものに合うデザインを

カンタン！きものおしゃれリメイク

曽谷 寿代

第2(木)

月1回 3ヵ月

10：00〜12：00

6,930円

た、楽しいだけの編み物でもよし、自由に選んでい

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

ただけます。編み物検定試験の受験指導もいたしま

13：30〜15：30

15,180円

一緒に考え、仕上がるまで指導いたします。ご自身
に合ったペースできものを甦らせましょう。
■体験レッスン あり

かぎ針編み、棒針編み、アフガン編み、手編み3技法
のどれからでもあなたに合わせて指導します。ま

1本の糸から広がる世界！あみもの

井藤 夏榮

す。
■体験レッスン あり

作品にかけた時間に見合った喜びと着る満足感が得
られる手編み。あなたの体型にジャストフィットの

手編み

森山 千余

作品を作ることが出来ます。ご自分のペースで創作
作品や小物などを製作して頂きます。

(水)

月4回 3ヵ月

10：00〜12：30

19,800円

(水)

月4回 3ヵ月

10：00〜12：30

19,800円

■体験レッスン あり

編み込みや、レース編みなど細かく複雑な模様も、

機械編み

森山 千余

機械を使ってスピーディーに仕上げることが出来ま
す。基礎から応用までを自由作品で学びます。

※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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

服飾

近鉄文化サロン奈良
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

〈かぎ針編み入門科〉または〈棒針編み入門科〉の

〈かぎ針編みコース〉〈棒針編みコー

月2回 3ヵ月

テキストにより基礎からきっちりと技法を学び、小

おしゃれなニッティング

物を制作します。自分サイズのベストが編めるよう
岩切 密子

に頑張りましょう。〈応用科〉は、お好きなニット
を編むコースです。オリジナルニットの制作に取り

ス〉

受講料

13,200円
第1・3(火)
10：00〜12：15

〈応用科〉
月2回 3ヵ月

組みます。資格も習得できます。

16,500円

■体験レッスン あり

かわいい小物やマフラー、帽子、バッグ、ベストな
どの制作を通じて、かぎ針や棒針の基礎知識を身に

カンタン手編み

松本 津喜子

つけていただく講座です。初めて編み物をされる方
にもやさしくわかりやすく指導します。

第1(水)

月1回 3ヵ月

13：30〜15：30

8,250円

■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

書道

近鉄文化サロン奈良
講座名

〈実用ペン習字〉〈筆ペン習字〉

小田 大拙 ほか

こども：〈硬筆・毛筆〉

受講料

所で一緒に学べる「ファミリー書道」。家族の頑張

第1・3(日)

る姿を見て励ましあい、楽しみながら、一人ひとり

10：00〜12：00

が目標を持って美しい文字を習得していきます。

14：00〜16：00

2名1組で 月2回 3ヵ月
21,120円

■体験レッスン あり

【新設講座】

ご家族(お子様と父母、祖父母)が、共通の時間・場

ファミリー書道
大人(高校生～)：〈毛筆漢字〉〈実用書

曜日・時間

ご家族(お子様と父母、祖父母)が、共通の時間・場

ファミリー書道
大人：〈毛筆漢字・かな〉〈実用習字〉

講座内容

講師

小田 鳳岳

道(小筆、筆ペン、ボールペン)〉

所で一緒に学べる「ファミリー書道」。家族の頑張

第2・4(土)

る姿を見て励ましあい、楽しみながら、一人ひとり

13：00〜15：00

が目標を持って美しい文字を習得していきます。

15：00〜17：00

2名1組で 月2回 3ヵ月
21,120円

■体験レッスン あり

こども(5歳～中学生)：〈硬筆・毛筆〉

書には楽しさが一杯あります。秀れた古人の書を学
ぶ中から自己の感性や技法が養成され、独自の書の

書道〈漢字〉

吉井 尚久

表現につながっていきます。これはとても楽しいも
のです。その楽しさを一緒に実感していきましょ

第2・3・4(水)

月3回 3ヵ月

14：00〜16：00

19,800円

う。
■体験レッスン あり

漢字書法の基本から学ぶことができます。古典の書
法をもとに基礎力を養いながら、幅広い書の表現(作

書道〈漢字書法〉

竹村 香城

品づくり)にも挑戦します。書道の面白さ・奥深さを
共に味わいたいと思っています。

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

13,860円

■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
い持ち方や線の引き方からはじめ、「漢字」は五体

書に親しむ講座〈毛筆漢字・かな〉

小田 大拙

(楷・行・草・篆・隷)の書法を、「かな」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。
希望の方には額や軸作品の制作指導もいたします。

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

16：00〜18：00

12,540円

18：00〜20：00

★

(個人添削指導)
■体験レッスン あり
かな文字の基礎として、いろはの単体や連綿の学習

月4回 3ヵ月

により、俳句・和歌のほか手紙文など、かな、和様
漢字をおりまぜながら美しく書けるようにご指導い

書道〈かな〉

植林 山華

(木)

たします。また古筆の臨書により万葉かなをまじ

13：00〜15：00

え、色紙・短冊などで、かな作品の散らし方の基本

15：30〜17：30

を学び、諸作品に挑戦する的確な技術を身につけま

第2・4(木)

しょう。ご希望の方は公募展に出品したり、昇級・

13：00〜15：00

昇段試験を受けることもできます。

22,440円
月2回 3ヵ月
11,550円
フリーチケット
(発行日から3ヵ月間有効)
10回 21,120円

■体験レッスン あり
日常生活に使われる贈答用語、慶弔用語、手紙文な
ど、小筆を使って美しく書けるようにご指導いたし
ます。また、かなと和様漢字の調和する美しさを古

日常文字を美しく

植林 山華

典から学び、かな書の基礎基本の技術を短冊や色紙

(日)

月4回 3ヵ月

10：00〜12：00

22,440円

に学んでゆきますので、初めての方でも安心して始

(日)

月4回 3ヵ月

めていただけます。かな漢字混じり文を正確に、美

10：00〜12：00

22,440円

しく調和させ、手紙やハガキ等に応用できるよう練

第1・3(日)

月2回 3ヵ月

習します。また同時に、手紙やハガキ等の形式やマ

10：00〜12：00

11,550円

などに生かし、書を楽しみましょう。ご希望の方
は、公募展に出品したり、昇級・昇段試験を受ける
こともできます。
■体験レッスン あり
名前や住所、贈答用語、慶弔用語など小筆または希
望により硬筆による実用的な細字書写を学びます。
いろは仮名などの基礎から、簡単な連綿へと段階的

実用書道

植林 山華

ナーも合わせて学んでゆきます。個人添削を中心に
ご指導いたします。
■体験レッスン あり

※受講料欄に★印のある講座では、ご希望の方に現在ご受講中の時間に条幅の指導もします。(手本代として別途1回 4,400円必要です。)
※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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

書道

近鉄文化サロン奈良
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

自分の名前、住所、のし袋等の表書きなど、日常に

実用書道

澤田 蕙苑

使う実用的な文字と、筆、筆ペン、ボールペン等、

(月)

お好きな用具を使い、個人添削を受けながら学びま

15：30〜17：30

す。ご希望の方は段・級の取得も可能です。

18：00〜20：00

月4回 3ヵ月
22,440円

■体験レッスン あり

書に興味ある方、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！筆の正しい持
ち方や線の引き方からはじめ、「漢字」は五体(楷・

日曜書道〈毛筆漢字・かな〉

小田 大拙

行・草・篆・隷)の書法を、「かな」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。希望の
方には額や軸作品の制作指導もいたします。(個人添

第1・3(日)

月2回 3ヵ月

10：00〜12：00

12,540円

14：00〜16：00

★

削指導)
■体験レッスン あり

「冠婚葬祭での祝儀袋や芳名録(名前・住所)、年賀
状など暮らしに役立つ筆文字をスラスラと書いてみ

日曜書道〈実用習字〉

小田 大拙

たい」そんな憧れをお持ちの方、また「筆を持つの
は初めて…」という方もご安心ください。基本から
丁寧にお教えします。(個人添削指導)

第1・3(日)
10：00〜12：00
14：00〜16：00

月2回 3ヵ月
12,540円

■体験レッスン あり

「美しい文字を身につけたい」と願う皆さまに、初
心者の方にはペンの持ち方や線の引き方からはじ

日曜書道〈実用ペン習字〉

小田 大拙

め、自分の名前や住所、宛名書き、手紙文等を個人
のペースにあわせて練習します。(個人添削指導)
●級・段の資格取得可能

第1・3(日)
10：00〜12：00
14：00〜16：00

月2回 3ヵ月
12,540円

■体験レッスン あり

筆ペンの持ち方や線の引き方からはじめ、文字を美

日曜書道〈日常生活に役立つ筆ペン習
字〉

しく書くポイントを学び、実用書へと進めていきま
小田 大拙

す。冠婚葬祭での慶弔袋の表書きや住所・氏名の記
帳、封筒の宛名や手紙文等、日常生活や職場で役立
つ内容を練習していきます。(個人添削指導)

第1・3(日)
10：00〜12：00
14：00〜16：00

月2回 3ヵ月
12,540円

■体験レッスン あり

書道
〈漢字・かな・ペン字・実用細字〉

漢字、かな、ペン字、ボールペン字、実用細字(小
細田 清山

筆、筆ペン)の教室です。楽しいムードで基礎から
きっちりとご指導いたします。

月2回 3ヵ月
13,200円

■体験レッスン あり

個人の添削を中心にご指導いたしますので、初めて
の方も安心してお始めいただけます。暮らしに役立

暮らしの書道

第1・3(火)
10：00〜12：00

横山 雪遥

つペン字から筆ペン字、小筆大筆とご希望に応じて
学んでいただきます。
■体験レッスン あり

第1・3(火)
13：00〜15：00

月2回 3ヵ月

15：00〜17：00

10,560円

18：00〜20：00

※受講料欄に★印のある講座では、ご希望の方に現在ご受講中の時間に条幅の指導もします。(手本代として別途1回 4,400円必要です。)
※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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

書道

近鉄文化サロン奈良
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

〈漢字〉
初めての方には、筆の持ち方から腕の構え方など基本より学ん
でいただきます。その後、書道研究『璞社』(会長：江口大象先
生)発行の「書源」を購読し段級師範取得までご指導いたしま
す。個人のペースで楽しく学んでいただけます。
〈かな〉
かな文字の基礎として、いろはの単体からはじめ、万葉仮名を
学んでいただきます。その後、かな作品の散らし方を学び、短
歌、俳句を作品にしていきます。

書道
〈漢字〉〈かな〉〈調和体〉〈実用書〉
〈ペン字〉

岡田 圭玉
岡田 象道

〈調和体〉

第1・3(木)
10：00〜12：00

はじめて筆を持つ人にも楽しんでいただける講座です。漢字か

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

なまじり文を作品にしていきます。好きな俳句、短歌、現代文

10：00〜12：00

13,200円

などを「作品」に出来るまで指導いたします。
〈実用書〉
筆を持つのが苦手な初心者の方も大丈夫です。日常生活に必要

第1・3(金)
13：00〜15：00

な贈答用語・慶弔用語などを文字のスタイルの特徴を学んで、
小筆又は筆ペンを使って美しく書けるようご指導いたします。
〈ペン字〉
手紙文をさらさらと書きたいご希望の方にはぴったりの講座で
す。楷書の基礎からはじめ、行書等を学び、短い文章の練習を
し、美しい手紙文が書けるようご指導いたします。
■体験レッスン あり

執筆姿勢、筆の持ち方から基本点画。祝儀袋や親し
い方へのメッセージをぬくもりある手書き文字であ

書道入門

藤田 紀苑

なたらしく表現しましょう。習字の基礎から競書出
品等練習していきます。
■体験レッスン あり

第2・4(木)
10：30〜12：30

月2回 3ヵ月

第2・4(金)

12,540円

10：15〜12：15

「美しい文字を身につけたい」と願う皆さまに、初
心者の方には筆やペンの持ち方、線の引き方など基

〜日常生活や職場で役立つ実用書〜
美しい文字を身につける講座
〈小筆コース〉〈ボールペンコース〉

小田 大拙

〈筆ペンコース〉

本からはじめ、名前や住所、冠婚葬祭での祝儀袋や

第2・4(金)

手紙文など日常によく使う文例を練習します。一人

16：00〜18：00

ひとりにあった進め方や指導によりバランスのとれ

18：00〜20：00

月2回 3ヵ月
12,540円

た美しい文字を習得していきます。(個人添削指導)
■体験レッスン あり

〈本科〉

毛筆で賞状を書く技能を習得してゆきます。本科で

賞状書士養成講座
〈本科〉〈研究科〉

澤田 蕙苑

は、賞状・表彰状・感謝状の書き方の基本を学びま

第1・3(月)

す。賞状文字は、のし袋やハガキ・封筒の表書き、

第2・4(月)

各種書状などに応用できます。

15：30〜17：30

(期間：6ヵ月)

18：00〜20：00

■体験レッスン あり

月2回 3ヵ月
13,200円
〈研究科〉
月2回 3ヵ月
16,500円

昔から親しまれている百人一首を色紙や扇面形の紙
に書いて作品としてのまとめ方を楽しみましょう。
また、かなと和様漢字の調和する美しさを古典から

書で楽しむ百人一首

植林 山華

学び基礎基本の技術を身につけましょう。ご希望の
方は公募展に出品したり昇級昇段試験を受けること

(木)

月4回 3ヵ月

15：30〜17：30

22,440円

もできます。
■体験レッスン あり

万葉集、世界の文化遺産、あをによし奈良の京は咲
く花のにほふがごとく今盛りなり。いにしへを想い

万葉の書

鈴木 葩光

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

10：30～12：30

17,160円

アにもなる小作品を作り、和のハンコを捺して大人

第4(水)

月1回 6ヵ月

可愛く仕上げます。字の苦手な方にも楽しんでいた

14：00〜15：30

16,500円

自分の文化に花開き、万葉の歌を楽しく書きなが
ら、ゆっくり五感を味わい若さを未来に継げましょ
う。
■体験レッスン あり

筆ペンで味のある字を書くコツを学び、好きな言葉

味わいのある筆ペン書道
〜和のハンコを捺して〜

等を葉書や和紙に書いたり季節のカードやインテリ
てらさわ ひろみ

だけます。
■体験レッスン あり

※受講料欄に★印のある講座では、ご希望の方に現在ご受講中の時間に条幅の指導もします。(手本代として別途1回 4,400円必要です。)
※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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

書道

近鉄文化サロン奈良
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

10：00〜12：00

13,860円

古代文字篆書を板に彫り岩絵具や金箔で仕上げる
書・刻・彩の三位一体の新しい書の表現です。基本
を覚えて3作目からはお一人ずつ直筆手本をお渡しし
て自由な作品づくりを楽しんでもらえます。篆書の

はじめての刻字

浮田 稔

かき方や文字の成り立ちを学びながら、公募展出品
まで指導します。完成時の感動は意欲を昂めます。
部屋のインテリアに、プレゼントに最適です。毎年
秋に皆さまの作品発表会を開いています。
■体験レッスン あり

※受講料欄に★印のある講座では、ご希望の方に現在ご受講中の時間に条幅の指導もします。(手本代として別途1回 4,400円必要です。)
※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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

文化・歴史
講座名

近鉄文化サロン奈良

争乱の平城京」

曜日・時間

受講料

たちによる暗闘が展開された争乱の平城京でもあっ

第2(月)

全9回 9ヵ月

た。長屋王の変から薬子の変までの100年間の全奈

10：00〜12：00

11,880円

青によし平城の都は、我が国の本格的な古代国家の

【リニューアル講座】
奈良まほろば歴史講座「奈良時代全史・

講座内容

講師

象徴。絢爛豪華な天平文化が光り輝くなか、権力者
鈴木 浩

良時代の歴史を語り抜きます。

〈全9回〉

■カリキュラム あり

南極観測に参加した経験とそこで撮影した写真・動
画を使い、南極の自然や生活を紹介します。南極独

【新設講座】
南極大陸が教えてくれる自然・地球・人

自の自然、地球環境の窓となる研究観測、昭和基地
上村 剛史

や野外での生活から見えてくることをお話ししま
す。(全12回)

間

第4(日)

月1回 3ヵ月

10：00〜11：30

8,250円

■カリキュラム あり
■体験レッスン あり

一番古いお経「アッタカヴァッガ」を講師がパーリ

〜仏教の原点〜
ブッダの元々の教えと禅

語原典から現代日本語に訳した本「ブッダの言葉」
佐々木 奘堂

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。

第3(火)

月1回 6ヵ月

10：30～12：00

14,520円

■体験レッスン あり

これから仏像めぐりを始める方へ、初歩的なことか
らわかりやすく、楽しく解説します。私たちに向け

【新設講座】
おもしろ仏像講座

ての「仏像のこころ」を読み解いてゆきます。今度
樋口 隆秀

第3(月)

月1回 6ヵ月

10：00〜12：00

13,860円

は、幕末から明治にかけてのようすがわかる史料を

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

解読します。「1人ではムリ…」と思っていた方、

15：30〜17：00

14,520円

仏像と接する時に、新たな感動や発見が生まれ、鑑
賞力がアップします。
■カリキュラム あり
■体験レッスン あり

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

古文書解読を楽しむ

島津 良子

いっ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 あり

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

ゼロから学ぶ漢文入門

松尾 良樹

第1(月)

月1回 6ヵ月

10：30〜12：00

13,860円

きに人間くさい神々の姿にはきっと親しみを覚える

第2(木)

月1回 3ヵ月

ことでしょう。ギリシア神話についてご存知の方も

13：00〜14：30

8,250円

をゼロから学びます。今期は「一度死んだが蘇生し
た」物語を読みます。
■体験レッスン あり

美術や演劇など、さまざまな場で目にするギリシア
神話。その彩り豊かな世界を、古代に書かれた物語
とともに詳しくご紹介します。ときに恐ろしく、と

魅惑のギリシア神話

中村 満耶

そうでない方も、ぜひお越しください。
■カリキュラム あり
■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

文学・文芸
講座名

近鉄文化サロン奈良
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

長い間のテーマ読みを終え、万葉集巻一から順を
追って丁寧に読んでいきます。万葉の舞台に住む私

わたしたちの万葉集

後藤 勝子

達こそ身近に万葉集を感じられます。ぜひ一緒に万
葉の世界に分け入りましょう。

第3(木)

月1回 6ヵ月

10：00〜12：00

13,860円

■体験レッスン あり

心のやすらぎを俳句で感じてみませんか。俳句は、
季語を入れて五・七・五という十七音で表現するも

俳句

坂元 軒二

第2(水)

月1回 6ヵ月

13：00〜15：00

11,880円

はかります。季語、五・七・五の十七音、書きこと

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

ばを基本とし、リアルタイムの添削と次回に講評を

15：30～17：30

11,880円

さ、三十一文字に心を託す面白さを実感して頂けれ

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

ば幸いです。初心の方もなじめる和やかなクラスで

13：30〜15：30

13,860円

世界最短詩型だからこそ表現できる歯切れよい面白

第2(木)

月1回 3ヵ月

さをラジオでもお馴染みの講師と一緒に学んでいき

14：00〜16：00

7,920円

のです。教室では句会形式で行い実作主体の講座
で、年数回は吟行に出掛けます。気軽に趣味を持ち
たい方、初めての方も基本から学べます。
■体験レッスン あり

「楽しく、しんけんに俳句を遊ぶ」がモットーの講
座です。句会中心で俳句を作る力、読む力の上達を

俳句を遊ぶ(清遊句会)

清水 修

行います。
■体験レッスン あり

近、現代の優れた歌・歌集の鑑賞をし、歌会形式で
会員の実作を批評し合います。良い歌を読む楽し

やさしい短歌

森岡 千賀子

す。
■体験レッスン あり

川柳は初めてという方も大丈夫！五七五と指折りな
がら楽しく句作していただけます。十七文字という

大西泰世のらくらく川柳

大西 泰世

ましょう。
■体験レッスン あり

七言絶句を作ります。その批正(添削)を解説し、作
詩の技法をわかりやすく指導します。初めての方に

漢詩作詩教室

山本 東甌

第1(月)

月1回 6ヵ月

13：00〜15：00

13,860円

書き方、コツを学び、その後、実作と合評で文章表

第1(日)

月1回 3ヵ月

現を磨きます。ご自身の心の中にある声に耳を傾け

10：15〜12：15

7,260円

きな方などなど、文芸に関心のある方々が気楽に集

第2(月)

月1回 6ヵ月

まれる、月に一度の講座です。お気軽にお越しくだ

13：00〜15：00

13,860円

第4(金)

月1回 6ヵ月

10：00〜12：15

11,880円

も漢詩のしくみを一からかみ砕いてお話し、作詩の
手ほどきをします。
■体験レッスン あり

文章表現は、自分を見つめる時間です。あなたの思
いを自由に綴ってみませんか。相手に伝わる文章の

基礎からの文章教室「ことばの森」

福島 千佳

ましょう。
■体験レッスン あり

創作を楽しみたい方。自分史を綴りたい方。今は書
けないけれど、書けるようになりたい方。読書の好

随筆さろん

川上 恵

さい。
■体験レッスン あり

童話は、子どもだけのものではありません。勇気や
信じる心、生きる力を与えてくれる文学です。初め

たのしい童話の書き方

中島 和子

て童話を書く方も、ずっと書き続けている方も、和
やかな雰囲気の中で一緒に学び合いませんか。同人
誌を発行いたします。

※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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

語学

近鉄文化サロン奈良
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

す。中学のテキストを基に簡単なフレーズを使って

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

表現しましょう。文字と発音の関係も学んでいきま

13：30〜14：45

17,160円

(火)

月4回 3ヵ月

13：00〜14：30

22,440円

オリンピック開催に伴い、英会話の需要が高まって
います。英会話ゼロから楽しく始めるレッスンで

かんたん英会話

原 真由美

す。
■体験レッスン あり
オリンピックも間近に。日本ブームで外国人観光客
も激増。そんな中、「少しはわかるんだけど、もう
少ししゃべれたらなぁ」「道を尋ねられたが思う様
に答えられなかった」というはがゆい思いを経験さ

トーク力UP！当たってくだけない英会
話

れた方も少なくないのではないでしょうか？色々な
佐藤 妙

角度、場面から、また旅行英会話もとり入れなが
ら、そう言った場面に出くわしても、当たってくだ
けないように、トーク力UPを目指します。発音も
バッチリさわります！一緒にどんどんしゃべってみ
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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

お花

近鉄文化サロン奈良
講座名

講師

華道山村御流 奈良家元教場のご案内

三宅 玲泉

講座内容
近鉄百貨店奈良店では、華道山村御流家元教場を開
いております。

曜日・時間

受講料

第1・3(水)

別途お問い合わせくださ

10：00〜16：00

い。

法華寺御流の起源は天平の昔、光明皇后が法華寺を
御建立になり、宮中の女官の方々に草木幽美の風情
を花瓶に挿すことをお奨め遊ばしたことによりま

草木特有の美を主材として扱う 華道法華
寺御流

す。
樋口 教香 ほか

その後、代々の御門主はその御意志をおつぎになり
まして、星霜千二百余年を経た今日まで皇室との御
縁故深く、盛花、投入、格花、小品花などあらゆる

第1・2・3(金)
10：00〜12：00
13：00〜15：00

月3回 3ヵ月
26,730円

花型を創作いたします。サロンにおきましては盛
花、投入をおこないます。
■体験レッスン あり
500年余りの伝統の中で和と美を求めながら現代の

〜お花のある癒しのくらしへ〜
池坊

居住空間に合った自由花、生花などやさしく学んで
大長 香月

ゆきます。また四季折々の花との語らい、人と人と

第1・3・4(月)

月3回 3ヵ月

の出会いを大切にしながら楽しいひとときを過ごし

13：00〜20：00

29,700円

使った、自由な表現に進んでゆきます。自由な思い

第1・2・3(水)

月3回 3ヵ月

を花に託して、自分らしくのびやかに生けてゆきま

18：00〜20：30

25,740円

ていただきます。
■体験レッスン あり

草月のいけばなは、世界共通の2冊のテキストにした
がって基本をマスターし、さらに植物素材を自在に

草月流

岩本 知星

す。
■体験レッスン あり

多様な現代生活に役立つトータルな花芸レッスンで

生け花＆フラワーアレンジメント
花芸 安達流

す。自然感を大切にした生け花を基本として応用範
川本 陽曈

囲を拡げ、個人の希望にそったカリキュラムを作成
します。指導者コースもあり、当会員特典として家
元指導も受けられます。

第2・4(木)
10：00〜12：00
18：00〜20：00

月2回 3ヵ月
17,820円

■体験レッスン あり

美しい自然の花木の持つ個性の美しさを何よりも大
切にしながら理想の自然美を探究します。それは生

大和未生流

須山 法香斎 ほか

きた自然美であり、日本人の美の世界です。それに
よって心を豊かにし清らかにしてきたのが伝統花の
心です。

第1・2・3(金)
15：30〜17：30
18：00〜20：00

月3回 3ヵ月
23,265円

■体験レッスン あり

未生流は流祖未生斎一甫によって文化年間に大阪に

文化年間に創流された
未生流

おいて創流された生け花です。自然と人間の合流か
中西 真由甫

ら生まれた流麗なスタイルの古典的な格花をはじ
め、生活に密着し、自然の風趣を求める新花(瓶花、
盛花)を学びます。
■体験レッスン あり

第1・3(木)
14：00〜17：00
(フリータイム2時間)
19：00〜20：30
(木)
14：00〜17：00

月2回 3ヵ月
17,820円
月4回 3ヵ月
35,640円

(フリータイム2時間)

30分生け花の講義を行い、1時間30分で一筆画の授
業を行います。一筆画は、はがきやのし紙などに四

一光流 一筆画と生け花

梅田 佳良

季の草花を描く心なごむ絵画です。花を生け、絵を

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

描く事で、より豊かな表現力が身につくようご指導

10：00〜12：00

25,080円

します。
■体験レッスン あり

初心者の方におすすめのコース。ヨーロピアンスタ
イルの自然な植生を生かしたデザインを基礎からト

江口美貴 花のサロン
〈プライマリーコース〉
（3級受験コース）

江口 美貴 ほか

レンドまで、講義と実技で学びます。花の免許証
NFD3級の新資格が取得でき、現場実習の体験などで
楽しみながら実力を養いセンスを磨きます。
■体験レッスン あり

第4(金)
15：30〜20：00
第1・3(土)
11：00〜14：00

全24回 6ヵ月
327,800円

14：30〜17：30

※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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

お花

近鉄文化サロン奈良
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料
〈2級受験コース〉

江口美貴 花のサロン
〈ステップアップコース〉

江口 美貴 ほか

（2級受験コース）（1級受験コース）

NFD2〜1級を目指す上級コース。高度な技術とセン

第4(金)

スが磨け、ショーやTVスタジオなど現場実習も豊富

15：30〜20：00

でプロとしての即戦力とセンスを養います。フラ

第1・3(土)

ワーデザイナーやインストラクターなど花仕事の活

11：00〜14：00

躍のチャンスも広がります。

14：30〜17：30

(進級の方)全26回 363,000円
(一般の方)全26回 379,500円
※教材費 33,000円(テキスト
代含む) ※花材費込み
〈1級受験コース〉
(進級の方)全30回 429,000円
(一般の方)全30回 445,500円

江口美貴 花のサロン
〈ドイツフローリストコース〉

21世紀のフラワーデザインの主流であるドイツフ
江口 美貴 ほか

ローラル。枠組みの花、シュトラウスなど、時代の

第3(土)

月1回 12ヵ月

先端をゆくフラワーデザインの技術やトレンド、花

14：30〜17：30

198,000円

の造形論までを独自のメソッドでレッスンします。
生花のようなみずみずしさと柔らかさを保ちなが
ら、長期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「パリブリ」。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、ウェディング

江口美貴 花のサロン
〈プリザーブドフラワーコースⅠプルミ
エコース〉

フラワー、ブーケまで、季節やシチュエーションに
江口 美貴 ほか

合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
クを学びながら、センス溢れる作品を毎回制作して

〈初めての方〉〈花のサロン受講者〉

頂けるレッスンです。プルミエコース修了後には、

〈初めての方〉
第4(金)
15：30〜20：00
第1・3(土)

全10回 5ヵ月
236,500円
※花材費・諸費込み

11：00〜14：00

〈花のサロン受講者〉

14：30〜17：30

全10回 5ヵ月
220,000円

ディプロマ取得も可能な「ディプロームコース」へ
のステップアップが可能です。「ディプロームコー
ス」修了後には、AIFのディ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、長期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「パリブリ」。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、ウェディング
フラワー、ブーケまで、季節やシチュエーションに

江口美貴 花のサロン
〈プリザーブドフラワーコースⅡディプ

江口 美貴 ほか

ロームコース〉

合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
クを学びながら、センス溢れる作品を毎回制作して
頂けるレッスンです。プルミエコース修了後には、

第4(金)
15：30〜20：00
第1・3(土)
11：00〜14：00

全12回 6ヵ月
297,000円

14：30〜17：30

ディプロマ取得も可能な「ディプロームコース」へ
のステップアップが可能です。「ディプロームコー
ス」修了後には、AIFのディ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
〈ウェディングフラワー専科〉

江口美貴 花のサロン
〈インテリアフラワーコース〉

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

江口 美貴 ほか

花で演出するウェディング。ロマンティックで夢

第4(金)

いっぱいのコースです。トレンドブーケやコサー

15：30〜20：00

ジュ、リングピローまでオリジナルグッズが学べる

第1・3(土)

ウェディングマジック。挙式間近な方やプレゼント

11：00〜14：00

にもおすすめです。

14：30〜17：30

お気に入りのインテリアや毎日の暮らしを花で飾り

第4(金)

ましょう。リビングやエントランス、ティータイム

15：30〜20：00

の花、ハロウィン、クリスマスなどのイベントフラ

第1・3(土)

ワー、パリスタイルの花束などバラエティ豊かな花

11：00〜14：00

の世界を楽しみます。

14：30〜17：30

初心者からでもパリスタイルのセンスとNFD3級が取
江口 美貴 ほか

得できます。また短期間でのレッスンになり、仕事
の忙しい方や主婦の方にもおすすめです。合格保障
もついているので安心して学べます。

2回 19,800円

2回 14,300円
※花材費込み 〈ステップ
アップ〉
2回 19,800円

第4(金)
15：30〜20：00
第1・3(土)

全18回 261,800円

11：00〜14：00
14：30〜17：30

※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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

お花

近鉄文化サロン奈良
講座名

はじめての季節のフラワーアレンジメン
ト

講座内容

講師

簡単にお花を楽しみたい、飾りたい方に季節の花を
山田 廣之信

活かして基礎からトレンドまで楽しく学びます。
■体験レッスン あり

曜日・時間

受講料

第4(水)

月1回 3ヵ月

15：30〜17：00

13,200円

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しさ

廣之信のFLOWER CAFÉ

山田 廣之信

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1・3(火)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

13,200円

■体験レッスン あり

ベーシックフラワー
〜Hirokoスタイル〜

四季折々の花を使って、生け花の基礎、パリスタイ
牧 宏子 ほか

第2(火)

月1回 6ヵ月

10：00〜12：00

7,920円

永遠に咲く花として注目されている今話題のプリ
ザーブドフラワーを使って季節感あふれるアレンジ
牧 宏子

メントを作ります。初心者の方にも基礎から丁寧に
指導します。花のある生活を始めてみませんか？

〈入門コース〉

第2(火)

月1回 3ヵ月

10：00〜12：00

19,800円

■体験レッスン あり

〜今からはじめる〜
プリザーブドフラワー

プのレッスンを楽しんでいただけます。
■体験レッスン あり

〜今からはじめる〜
プリザーブドフラワー

ルの基礎、プリザーブドフラワーなど数種類のタイ

入門コース終了後、さらに高度なテクニックを学び
牧 宏子

第2(火)

月1回 3ヵ月

10：00〜12：00

16,500円

特徴、管理方法、実用方法などさまざまなテーマに

第4(月)

月1回 6ヵ月

沿って進めていきます。また、簡単に美しく植え込

13：00〜15：00

13,860円

第3(金)

月1回 6ヵ月

10：30〜12：00

13,860円

ます。ご自分の希望の作品をつくりながらより高い
レベルを目指します。

〈ステップアップコース〉

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

むコツもお教えします。
■カリキュラム あり

万葉人が愛でた花を観察し、名の由来や特徴など植
物の不思議を発見していただきます。万葉の花に心

〜講義と現地〜
万葉の花の世界へ

を託した思いを歌からも偲び、当時の人々の暮らし
片岡 寧豊

ぶり、歴史や伝説などにも触れる楽しい講座です。
講義だけでなく、現地へも出かけます。
■カリキュラム あり
■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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

お茶

近鉄文化サロン奈良
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

江戸中期に中宮寺有栖川慈眼院宮様によって始めら
れた茶の湯で、茶禅一味と言われ、「お茶は佛道を

茶道中宮寺御流 茶の湯
〈本科〉〈研究科〉

もって本とする」とも言われているように、静かに
日野西 光尊 ほか

(金)

月4回 3ヵ月

13：00〜17：00

29,040円

法を学び、割り稽古から始めて点前を学び、客をも

(火)

月4回 3ヵ月

てなす作法を身につけていきます。きものの着方、

18：00〜20：00

26,400円

お茶を点て、佛様に供え、人様に差し上げ、また自
分も戴く事によって、円満な人格と礼儀作法が養成
されます。そのためにまず、基本的な動作や器物の
扱い、心構えなどを学びます。

400年前利休が確立した茶道の心と形を基礎から学
びます。襖の開閉、おじぎの仕方、歩き方、床や道
具の拝見、お茶、お菓子の頂き方など客としての作

表千家

山下 宗保

茶花の生け方、茶事への参加の心得なども順次身に
つけ日常生活を豊かにします。
■体験レッスン あり
裏千家の茶の湯・茶の精神と和の心を学習しながら

裏千家
〈本科〉〈研究科〉

前本 宗恵

基礎から順次深い点前へと進んでゆきます。お茶会

〈本科〉

への参加の心得や茶道の作法などを学んでゆき、約

月4回 3ヵ月

3ヵ月間で盆略点前ができるようご指導します。また

(月)

研究科では四季の道具の取り合わせや点前をより深

13：00〜15：00

く学べ、実力年数に応じて資格を取得することがで

15：30〜17：30

きます。お点前、作法を通して、思いやり、感謝の

26,400円
〈研究科〉
月4回 3ヵ月

気持ち、もてなしの心を学びます。

29,040円

■体験レッスン あり
裏千家の茶の湯・茶の精神と和の心を学習しながら
基礎から順次深い点前へと進んでゆきます。お茶会
への参加の心得や茶道の作法などを学んでゆき、約
3ヵ月間で盆略点前ができるようご指導します。また

裏千家

吉川 宗文

四季の道具の取り合わせや点前をより深く学べ、実
力年数に応じて資格を取得することができます。お

(月)

月4回 3ヵ月

18：30〜20：30

26,400円

点前、作法を通して、思いやり、感謝の気持ち、も
てなしの心を学びます。
■体験レッスン あり

初めての方のために、茶席での心づかい、お茶やお

日曜茶席

西川 宗進

菓子のいただき方、床の間や道具の拝見など、茶会
の基本が学べます。

第1・3(日)

月2回 3ヵ月

13：00〜16：00

14,520円

■体験レッスン あり

はじめての茶の湯を楽しむ
〈裏千家〉

茶の湯・茶の精神と和の心を学習しながら基礎のお
前本 宗恵

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：00

12,540円

しむことができる香りの遊びです。この講座はまっ

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

たくはじめての方のための香道教室です。お気軽に

10：00〜12：00

23,100円

季節ごとの組香を楽しみます。香炉の持ち方からご

第1(金)

月1回 6ヵ月

指導いたします。静かな空間の中で雅な世界を体験

10：30〜12：00

19,800円

点前等をゆっくり学んでいきます。
■体験レッスン あり

香道はむずかしいものではありません。誰にでも楽

まったくはじめての香道

西際 好誉

お越しください。皆様が初心者です。

難しいと思われがちな香道を月1回のペースでゆっく

〜香に魅せられて〜
はじめての香道を楽しむ

りと楽しんでいきます。深い香りを鑑賞しながら、
西際 好誉 ほか

しましょう。
■体験レッスン あり

醒心菴流煎茶式
〈本科〉〈研究科〉

永平寺開山道元禅師の教えに基づいた流儀で明治初

〈本科〉

期に興され堅苦しさがなく、身近にあるお茶を通じ

月2回 3ヵ月

て老若男女誰もがいつでも気軽に楽しめるのが魅力
新澤 醒純菴

です。日常生活に必要な料理等と当流のお茶の精神
とは密接な関係があり、またお茶の美味しい入れ方
もご指導いたします。
■体験レッスン あり

第1・3(水)
10：00〜12：00
第1・3(日)
10：00〜12：00

14,520円
〈研究科〉
月2回 3ヵ月
16,500円

※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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

お茶

近鉄文化サロン奈良
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

する日本文化にふれることで日常生活にも活かせる

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

礼儀作法も身につきます。喫茶を通して豊かな時間

13：00〜16：00

17,160円

煎茶花月菴流は煎茶道として一番歴史のある流派で
す。継承されたお作法で玉露を美味しく入れ、付随

煎茶 花月菴流

齊藤 芳薫

をお楽しみ下さい。
■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。
※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

近鉄文化サロン奈良

〈実用ペン習字〉〈筆ペン習字〉

小田 大拙 ほか

こども：〈硬筆・毛筆〉

【新設講座】

所で一緒に学べる「ファミリー書道」。家族の頑張

第1・3(日)

る姿を見て励ましあい、楽しみながら、一人ひとり

10：00〜12：00

が目標を持って美しい文字を習得していきます。

14：00〜16：00

小田 鳳岳

所で一緒に学べる「ファミリー書道」。家族の頑張

第2・4(土)

る姿を見て励ましあい、楽しみながら、一人ひとり

13：00〜15：00

が目標を持って美しい文字を習得していきます。

15：00〜17：00

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

【女性専用講座】
石本 由宇

〈4歳～6歳〉〈小学生〉

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 あり

3歳から中学生迄を対象とした、フランス派クラシッ

こどもバレエ

21,120円

〈4歳～6歳〉

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

14：30～15：15

9,900円

〈小学生〉

〈小学生〉

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

15：30～16：30

11,880円

〈3歳〜低学年クラス〉

クバレエのクラスです。バー運動、足のポジション

(水)(土)

から踊り表現まで、バレエ・民族舞踊等のテクニッ

17：00〜18：00

環バレエ団 講師

す。同時に音感を養い、表現力と優雅さを身につ

(水)

礼儀正しく協調性のある人格を形成する事を目指し

18：00〜19：00

■体験レッスン あり
桧垣メソッドバレエ、それは、表現力、音楽性、踊
り心を身につけ、みんなで一つの舞台を創る喜びと
達成感です。レッスンを通して養われる「集中力」
酒井 孝実

〈高学年〜中学生クラス〉

け、健康で美しいプロポーションをつくり、活発で
ます。

こどもバレエ

2名1組で 月2回 3ヵ月

〈4歳～6歳〉

クをマスターし、全身で表現する喜びを味わいま

生クラス〉

〈幼児〉〈小学生〜中学生〉

21,120円

■体験レッスン あり

こども(5歳～中学生)：〈硬筆・毛筆〉

〈3歳〜低学年クラス〉〈高学年〜中学

2名1組で 月2回 3ヵ月

ご家族(お子様と父母、祖父母)が、共通の時間・場

道(小筆、筆ペン、ボールペン)〉

チアダンス

受講料

■体験レッスン あり

ファミリー書道
大人(高校生～)：〈毛筆漢字〉〈実用書

曜日・時間

ご家族(お子様と父母、祖父母)が、共通の時間・場

ファミリー書道
大人：〈毛筆漢字・かな〉〈実用習字〉

講座内容

講師

「協調性」は学校生活でも活きる力となり、また、
柔軟で体幹が鍛えられ、ケガをしにくい身体づくり
ができます。レッスンを通して自信を持てるお子様
を育てます。
■体験レッスン あり

月4回 3ヵ月
20,460円
月8回 3ヵ月
35,640円

(土)
17：00〜18：15

〈幼児〉
(日)
10：15〜11：15
〈小学生〜中学生〉

月4回 3ヵ月
20,460円

(日)
10：15〜11：30

基本動作の中に礼儀や和の精神が生かされています

こども合気道
〈小学生〜中学生〉

ので、自然のうちに人格形成にプラスになるでしょ
吉田 智晋

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。

(日)

月4回 3ヵ月

10：00〜11：00

16,500円

■体験レッスン あり

強い心と身体をつくる実践カラテ！楽しい雰囲気で

こども空手道
〈4歳〜中学生〉

優しく、挨拶、礼儀から指導を行います。現代失わ
前田 篤秀

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。

(土)

月4回 3ヵ月

18：00〜19：00

16,500円

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

17：30〜19：00

13,200円

■体験レッスン あり

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

ジュニアプログラミング Scratch教室
〈小学生〉

(有)ICTエデュ講師

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。

こども習字「文字を正しく美しく書く教
室」
〈5歳〜中学生〉

小田 大拙

文字を正しく美しく書けるように、鉛筆や筆の持ち

第2・4(金)

方、線の引き方など基本から学びます。一人ひとり

16：30〜19：30

にあった進め方や指導により、個性を伸ばしながら

第1・3(日)

バランスのとれた美しい文字を習得していきます。

10：00〜12：00

■体験レッスン あり

14：00～16：00

月2回 3ヵ月
10,890円

※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。
※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

近鉄文化サロン奈良
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

第1・3(日)

月2回 3ヵ月

13：00〜14：00

9,900円

なごやかな楽しい雰囲気の中で、お茶・お菓子のい

お茶の作法
〈小学生〜中学生〉

ただき方やいろいろな器物の取り扱い方が学べ、そ
西川 宗進 ほか

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 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。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

