書道

近鉄文化サロン奈良
講座名

曜日・時間

受講料

第1・3(日)

2名1組で 月2回 3ヵ月

14：00〜16：00

19,200円+税

ご家族(お子様と父母、祖父母)が、共通の時間・場所

ファミリー書道
〈毛筆漢字・かな〉〈実用習字〉

講座内容

講師

で一緒に学べる「ファミリー書道」。家族の頑張る
小田 大拙 ほか

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。

〈実用ペン習字〉〈筆ペン習字〉

■体験レッスン あり

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

18,000円+税

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〉

宮崎 葵光

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

12,600円+税

■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。(個

第2・4(金)
16：00〜18：00
18：00〜20：00

月2回 3ヵ月
11,400円+税

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。

20,400円+税
月2回 3ヵ月
10,500円+税
フリーチケット
(発行日から3ヵ月間有効)
10回 19,200円+税

■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
などに生かし、書を楽しみましょう。ご希望の方

(日)

月4回 3ヵ月

10：00〜12：00

20,400円+税

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

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

20,400円+税

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

10,500円+税

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

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
20,400円+税

■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。
※消費税額は、講座実施日が9月30日(月)までは8%、10月1日(火)以降は10%となります。(フリーチケット除く)

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

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

第1・3(日)

月2回 3ヵ月

から俳句・短歌などを段階的に練習します。希望の

14：00〜16：00

11,400円+税

方には額や軸作品の制作指導もいたします。(個人添
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た

日曜書道〈実用習字〉

小田 大拙

い」そんな憧れをお持ちの方、また「筆を持つのは

第1・3(日)

月2回 3ヵ月

初めて…」という方もご安心ください。基本から丁

14：00〜16：00

11,400円+税

寧にお教えします。(個人添削指導)
■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)

第1・3(日)

月2回 3ヵ月

14：00〜16：00

11,400円+税

■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

第1・3(日)

月2回 3ヵ月

帳、封筒の宛名や手紙文等、日常生活や職場で役立

14：00〜16：00

11,400円+税

つ内容を練習していきます。(個人添削指導)
■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。

の方も安心してお始めいただけます。暮らしに役立
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

【増設講座】
書道
〈漢字〉〈かな〉
〈調和体〉〈実用書〉〈ペン字〉

月2回 3ヵ月
12,000円+税

■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

暮らしの書道

第1・3(火)
10：00〜12：00

江口 大象

〈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。
〈調和体〉
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

第1・3(火)
13：00〜15：00

月2回 3ヵ月

15：00〜17：00

9,600円+税

18：00〜20：00

第1・3(木)
10：00〜12：00
〈増設〉
第2・4(木)
10：00〜12：00

月2回 3ヵ月
12,000円+税

第1・3(金)
13：00〜15：00

※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。
※消費税額は、講座実施日が9月30日(月)までは8%、10月1日(火)以降は10%となります。(フリーチケット除く)

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

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。

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

11,400円+税

■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

〜日常生活や職場で役立つ実用書〜

心者の方には筆やペンの持ち方、線の引き方など基

美しい文字を身につける講座
〈小筆コース〉

小田 大拙

〈ボールペンコース〉

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

た美しい文字を習得していきます。(個人添削指導)

〈筆ペンコース〉

■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〉

月2回 3ヵ月
11,400円+税

小林 逸光

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
12,000円+税
〈研究科〉
月2回 3ヵ月
15,000円+税

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

20,400円+税

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

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

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

10：30～12：30

15,600円+税

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

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

15,000円+税

だけます。
■体験レッスン あり

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

吉崎 努

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。

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

10：00〜12：00

12,600円+税

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

※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。
※消費税額は、講座実施日が9月30日(月)までは8%、10月1日(火)以降は10%となります。(フリーチケット除く)

