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

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居

〜お花のある癒しのくらしへ〜
池坊

住空間に合った自由花、生花などやさしく学んでゆ
大長 香月

きます。また四季折々の花との語らい、人と人との

第1・3・4(月)

月3回 3ヵ月

出会いを大切にしながら楽しいひとときを過ごして

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

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
安達 曈子

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

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
肥原 慶甫 監修

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〉
(進級の方)全26回 363,000
円

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

(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)

全10回 5ヵ月

15：30〜20：00

236,500円

第1・3(土)

※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 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

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

※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

江口美貴 花のサロン
NFD資格認定集中コース

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

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。

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(金)
15：30〜20：00
第1・3(土)

全18回 261,800円

11：00〜14：00
14：30〜17：30

第4(水)

月1回 3ヵ月

15：30〜17：00

13,200円

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

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。
■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

牧 宏子

月1回 6ヵ月
7,920円

第2(火)

メントを作ります。初心者の方にも基礎から丁寧に

第4(火)
10：00〜12：00

月1回 3ヵ月
19,800円

■体験レッスン あり

牧 宏子

入門コース終了後、さらに高度なテクニックを学び

第2(火)

ます。ご自分の希望の作品をつくりながらより高い

第4(火)

レベルを目指します。

〈ステップアップコース〉

10：00〜12：00

月1回 3ヵ月
16,500円

国際プロフェッショナルアレンジメント協会の資格

〜今からはじめる〜
〈資格取得コース〉

第4(火)
10：00〜12：00

ザーブドフラワーを使って季節感あふれるアレンジ
指導します。花のある生活を始めてみませんか？

〜今からはじめる〜

プリザーブドフラワー

第2(火)

永遠に咲く花として注目されている今話題のプリ

〈入門コース〉

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

取得コース。プリザーブドフラワーの基礎からブー
牧 宏子

ケまで幅広い知識と技術を学べます。協会認定講師
が指導しますので初心者の方でも安心して始めてい

〈全12回〉

第2・4(火)

全12回 6ヵ月

10：00〜12：00

66,000円

ただけます。

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

第4(月)

月1回 6ヵ月

13：00〜15：00

13,860円

んか。インテリア、ブローチ、ブーケそしてアレン

第2・4(日)

月2回 3ヵ月

ジメントした花達を暮らしの中に飾ってみてはいか

10：00〜12：00

13,200円

を託した思いを歌からも偲び、当時の人々の暮らし

第3(金)

月1回 6ヵ月

ぶり、歴史や伝説などにも触れる楽しい講座です。

10：30〜12：00

13,860円

特徴、管理方法、実用方法などさまざまなテーマに
沿って進めていきます。また、簡単に美しく植え込
むコツもお教えします。

四季折々に咲く花、山の花、野の花達を白い布に思
いをこめて染め、自分だけのお花畑を作ってみませ

アートフラワー

有栖川 千鶴子

がでしょうか。
■体験レッスン あり

万葉人が愛でた花を観察し、名の由来や特徴など植

〜講義と現地〜
万葉の花の世界へ

物の不思議を発見していただきます。万葉の花に心
片岡 寧豊

講義だけでなく、現地へも出かけます。
■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。

