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・2・3(月)
10：00〜13：00
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

第1・3(月)

月3回 3ヵ月

10：00〜13：00

24,003円+税

14：00〜17：00

月2回 3ヵ月

第1・3(日)

17,400円+税

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

17,400円+税

■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
31,800円+税
月2回 3ヵ月
17,400円+税

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
18,300円+税

■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
栗原 蘇秀 監修

を継ぎ、欠けた部分を形成し、その上を金銀の蒔絵
で飾ります。繕いの後を新たな景色となす、日本独

第3(土)

月1回 3ヵ月

14：00〜17：00

9,300円+税

特の文化であり美学でもあります。

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
18,000円+税

(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

はじめてのステンドグラス

廣井 祥子

物からランプシェードまで光・色彩を楽しみなが
ら、オリジナリティー溢れる作品を作成していきま

第3・4(木)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

15,000円+税

第4(土)

月1回 3ヵ月

10：00〜12：00

7,500円+税

す。

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
9,300円+税

■体験レッスン あり

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

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

15,000円+税

ることが出来るよう指導します。
■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)

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

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

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。

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

10：00〜12：00

15,000円+税

■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

めます。ステップアップしタイルカットが出来るよ
うになると、モザイク画も作れるようになります。

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

10：00〜12：00

15,600円+税

■体験レッスン あり

小物などにアクリル絵具を使って描きます。また、
スタンプを押したり、ペーパーやレースを貼り付け

トール＆コラージュペインティング

吉川 あつこ

たりいろいろアレンジをほどこして、あなただけの
オリジナル雑貨を作ります。

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

10：00〜12：30

15,000円+税

■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
素晴らしい装飾絵付技法を風化させることなく一緒
に残していきましょう。

第2(金)

月2回 3ヵ月

10：00〜12：00

15,000円+税

第4(火)

月1回 3ヵ月

10：00〜12：00

8,100円+税

■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

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

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

10：00〜12：00

12,000円+税

す。

憧れのブランド食器や伝統の和絵付けをお気軽に、

【新設講座】
彩色チャイナペインティング

又本格的に描けるようになるチャイナペインティン
山口 利加

グ講座です。消えない下絵があるので絵心や、筆を

第1(水)

月1回 3ヵ月

10：00〜12：00

10,800円+税

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

9,000円+税

持つ事に不安な方も安心して楽しんで頂けます。
ポーセラーツと組み合わせて描いたりとオリジナル
の作品づくりを楽しめます。

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
の花笠や島台を飾った人形が始まりと伝えられてい

奈良一刀彫

浦 弘園

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に

10：00〜13：00

綿密な極彩色を施し、凛とした趣のある一刀彫を基

14：00〜17：00

月1回 6ヵ月
16,800円+税

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

【増設講座】
竹工芸

編み方を習い、感性を生かしたオリジナル作品の作
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)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

15,000円+税

第1(土)
10：30〜12：30

〈増設〉

第3(土)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

9,000円+税

韓紙(ハンジ)工芸とは韓国の伝統紙工芸です。縁起を

韓国の伝統文化に触れる
韓紙工芸

かつぐ模様や配色に幸せを願う心を込めて、美しい
金 雅子

生活雑貨が作られてきました。そんな韓紙工芸の技

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

法を習って素敵なオリジナル雑貨を楽しく製作して

10：00〜12：00

12,600円+税

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。
※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)

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

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

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

16,500円+税

(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

後藤 尚子 監修

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

12,000円+税

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

第4(金)

月1回 3ヵ月

10：00〜16：00

16,500円+税

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

渡辺 二笙

に役立つ物や、鏡・ブローチなどをつくります。彫
りから塗りをほどこし仕上げまで、手作りの楽しさ
を基本からていねいに個人指導をいたします。

第2・4(火)
10：00〜12：00
13：00〜15：00

月2回 3ヵ月
11,100円+税

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

7,500円+税

第3(水)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

8,700円+税

か？
■体験レッスン あり

タイの伝統工芸フルーツカービングから発展した
ソープカービングは石鹸を専用ナイフ1本で花など

ソープカービング

鈴置 美咲

色々なモチーフに彫刻します。インテリアやプレゼ
ントにいかがですか。
■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。
※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)

