日舞・邦楽
講座名

日本舞踊
西川流
新舞 踊

日本舞踊
西川流

創美新舞踊
大内流

上方舞
山村流

〈個人レッスン〉

講師名

鯉矢会会主

西川 鯉矢
師範

西川 矢右 門

西川流師範
花かさね会主宰

西川 紋矢
師範

西川 右雅
創美新舞踊大内流家元
「花かさね会」主宰

大内 誠子
師範

大内 朝子
大内 誠鳳

山村流 宗家嗣

山村 若

〜趣味を楽しむ〜

社会人のための 西川流師範
日本舞踊 西川流 西川 矢右 門
〈全6回〉
リニューアル

初心者のための
日本舞踊 花柳流

花柳師範

花柳 風車

謡曲 観世流
〈入門〉
観世流能楽師
シテ方
（準職分）

水田 雄晤

謡曲 観世流

楽しい詩吟

長唄三味線の
おけいこ

公益社団法人関西吟詩文化協会
総師範

中谷 淞苑

杵寛派杵和会代表
（社）長唄協会関西支部
常任委員

杵屋 寛次郎
杵寛派杵和会助手

杵屋 次穂
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近鉄文化サロン上本町
講座内容

素晴らしい日本の美しい心、立ち振る舞いなどを身
に付けるための入口の講座です。1〜2ヵ月毎に新し
い曲を学んでいただけます。
また、
もう少し奥まで踏み
込んだお稽古をしたい方には、
個人レッスンも受け付
けております。

曜日・時間
（月）
団体レッスン
12：00〜13：00
個人レッスン
13：00〜14：00
※月により
週が変わります

受講料
団体レッスン
月3回
3ヵ月 28,188円
個人レッスン
月3回
3ヵ月 56,376円

西川鯉三郎派の華麗で粋な日本舞踊が楽しく学
べます。小唄、端唄の小曲から長唄、清元、常磐津
などの高度なものまで、基礎から丁寧にご指導いた
します。なお、
ご希望の方は、舞踊会出演や西川流
名取試験を受けることができます。

第1・3
（火）
10：30〜12：30

月2回
3ヵ月 13,932円

日本舞踊の美しい形を基に、艶歌、歌謡曲等に解
りよいように振付けし、楽しく踊ります。2曲〜3曲程
度を全員で踊ったり、
グループ分けしたり、技量にあ
わせ臨機応変にお稽古します。

第2・4
（火）
10：30〜12：30

月2回
3ヵ月 12,312円

上方で生まれた山村流の舞を初歩より丁寧に指
導いたします。大阪の子女の行儀見習いとして欠
かせぬものとされた郷土の伝統芸能をご一緒に研
鑽いたしましょう。

第2・4
（水）
15：30〜18：00

月2回
3ヵ月 19,440円
※個人レッスンとなりますので、
ご見学等にて時間は講師と
事前にご相談ください。

江戸、明治、昭和の中ごろに流行った端唄、小唄、
上方唄などを粋にはんなりと踊ってみませんか。講
座では邦楽、
日舞についての豆知識も学びます。
浴衣でのおけいこですので気軽にはじめていただけ
ます。最終回は生の三味線と唄の演奏で踊ってい
ただきます。

第1・3
（土）
15：00〜16：00

月2回
3ヵ月 10,368円

日本舞踊では最大の流派「花柳流」
を基本からみ
んなでお稽古しませんか。お稽古により立ち姿の美
しさ、優雅にみえる立ち居振る舞い、
しっかりした足
腰、
日常生活にプラスになること満載です。

第2・4
（土）
11：00〜13：00

月2回
3ヵ月 13,932円

能楽の台本である謡本。その中の節や吟じ方の基
礎を3ヵ月でマスター出来る様にご指導致します。初
回の課題曲は鶴亀。順に課題曲を変えてステップア
ップして参ります。楽しく大きな声で発声致しましょう。

第2・4
（水）
10：30〜12：30

月2回
3ヵ月 16,848円

能楽の台本である謡本。その中の節や吟じ方を基礎
から上級までご指導いたします。
また毎月お勧めの催し
をご案内しますので、
お稽古を重ね、能楽堂にて現代
に生きる
“生”
の能楽をご一緒に鑑賞いたしましょう。

第1・2・4
（火）
月3回
10：30〜20：30
3ヵ月 21,384円
（フリータイム2時間）

学生時代に学ばれた漢詩や和歌、俳句や新体詩を、大
きな声で朗々と歌い上げることにより腹筋が鍛えられ、
あ
なたの健康と心の潤いを豊かにするサプリメント効果を
生み出します。楽しい仲間がお待ちしております。
■体験レッスン 受講料＝2,268円

第1･3
（火）
13：00〜15：00
14：00〜16：00

月2回
3ヵ月 16,200円

和楽器の代表「三味線」、
中でも一番変化に富ん
だ長唄三味線を初めての方から経験者まで基礎か
ら難曲までそれぞれのレベルに応じて学べます。希
望されれば唄の指導も受けられます。

（木）
10：10〜11：30

月4回
3ヵ月 28,512円

お申込み 電話
（06）
6775-3545
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。
リニューアル …4月からリニューアルの講座です。

※受講料の他に材料費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。

