夏の受講生募集中！【お申込み・お問合せ】0742-35-8161
※掲載の講習会・体験レッスンは、お電話でご予約後、5日前までにご入金の手続きをお済ませください。

体験レッスン受講後にご入会（ご入金）いただくと

さらに体験受講後、当日にご入会（ご入金）いただくと

入会金が無料に！（通常5,500円のところ）

受講料が500円割引に！

（※いずれも6/28（月）までに入金の方が対象）

夏休みの宿題にも! 親子やおじいちゃん・おばあちゃんと参加しても楽しい♪

「夏の1日講習会」
～ミクロの世界をのぞいてみよう～
川原の砂から宝石（ガーネット）探し

不要になったTシャツ（4枚）で
「リサイクル布ぞうり」を作ろう！

〈小学生～大人〉

〈小学生～大人〉
布ぞうりは、足の裏や指に刺激を与え、
浮き指や外反母趾の予防にもなります

南極や日本各地の砂浜、砂漠などの砂を拡
大してミクロの世界を紹介します。色々な場所
の砂の特徴を知ったり、実際に川原の砂から
ガーネットを探したりします

■上村 剛史
■7/25（日）13：00～14：30
■【1人】2,310円、【親子】3,410円

■後藤 りえ
■8/1（日）13：00～15：00
■ 【1人】3,110円［材込］
【親子2足】5,350円［材込］
※Tシャツのない方は、キット販売あり（別途1,700円要）
※1人参加の場合は、小学5年生以上

1ｍｍ

【大人向け講習会】
コロナ禍で注目の「ZOOM」体験！

折り紙でかわいい
「金魚」を作ってみよう！

「チョークアート」にチャレン
ジしてみよう！〈3歳～大人〉

〈小学生～大人〉

オイルパステルで描
くチョークアートは、
下絵があるので塗り
絵と同じ。絵が苦手
な人も楽しくできます

お持ちのパソコンやスマホ・タブレット
を使って、家にいながら遠くの講座や
講演などに参加できる「ZOOM」。これ
からの時代、自宅で様々な催し物に
参加できるようになりましょう

指先を使うことで、お子様
の集中力を養い、大人に
は脳の活性化に最適！

■竹尾 篤子
■8/3（火）
13：00～15：00
■1,430円［材込］

■鳴海 愛子
■8/1（日）
10：30～12：00
■3,410円［材込］

■可部田 ゆかり
■【パソコン編】 7/14（水）10：00～12：00
【スマホ・タブレット編】 8/11(水）10：00～12：00
■各2,860円

～万葉風景の美～写真教室

夏からスタートに
おすすめの講座

■上山 好庸
■第4（水）10：00～12：00
■月1回 6ヵ月 16,500円
【体験６０１】
作品の講評と作品づくりのアドバイスをします
6/23（水） 10：00～12：00
2,860円

純銀クロッシェアクセサリー

はじめてのハワイアンキルトと小物たち

■吉川 眞由美
■第3（木）10：10～12：30
■月1回 6ヵ月 19,800円[材別]

■山本 薫
■第1・3（月）13：30～15：30
■月2回 3ヵ月 13,200円[材別]

※振替不可

【体験６０２】
パールや天然石を選んでいただき上品な
オンリーワンジュエリーを作ります
6/17(木） 10：10～12：30
880円※材料費別途（3,300円～4,500円程度）
※写真はすべてイメージです。

【体験６０３】
カードも入るコインケースを作ります
6/7（月） 13：30～15：30
2,860円［材込］
体験見本

【材込】受講料に材料費が含まれている講座です。

講座見本

【材別】受講料以外に別途材料費が必要な講座です。

大人の
そろばん教室

基礎から学ぶ

■米田 司
■第2・4（水）10：30～12：00
■月2回 3ヵ月 13,200円

■花岡 博美
■第1（水）10：00～12：00
■月1回 3ヵ月 9,900円［材別］

こころふれあい
健康マージャン教室

ギフトラッピング
講座見本

【体験６０６】

【体験６０５】

【体験６０４】
指の使い方、運珠の練習など基礎を学びます
6/9・6/23(水） 10：30～12：00 各1,210円

～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
■岸岡 友美子
■第2・4（火）10：15～11：30
■月2回 3ヵ月 18,150円

基本を学びＢＯＸと袋のラッピングを体験します
6/2（水） 10：00～12：00 2,530円［材込］

はじめて踊るやさしい
フラメンコ〈入門〉

■朝比奈 優
■第2・4（木）10：00～11：15
■月2回 3ヵ月 11,220円

■澤田 美幸 ほか
■（金）12：00～13：00 ほか
■月4回 3ヵ月 21,780円

【体験６０８】

簡単な体操で猫背・腰痛を自分で改善でき
ることを体感しましょう
6/8・6/22（火） 10：15～11：30 各2,420円

正しい姿勢で代謝UPの歩き方を手に入れ
ましょう
6/24（木） 10：00～11：15 2,310円

基礎から楽しむ
社交ダンス〈初級〉

サウルハープを弾こう
〈初級〉

■髙辻 博希
■（火）10：00～11：00
■月4回 3ヵ月 21,120円

■井爪 紀子
■第1・3（木）9：30～11：00
■月2回 3ヵ月 19,800円

音楽に合わせて基礎動作や短いステッ
プの流れを覚えて踊ってみましょう
6/8（火） 10：00～11：00 1,650円

～大人が楽しむドールチャーム～

「ルルベちゃん®」
■東本 康子
■第3（木）13：30～15：30
■月1回 3ヵ月 8,580円［材別］
講座見本

【体験６１３】

浴衣姿・夏服・ウェディングドレス
から1つ選んで「ルルベちゃん®」を作ります
6/17（木） 13：30～15：30 3,410円［材込］

マージャンで楽しく脳トレしましょう
6/11・6/25（金） 13：00～16：00
各1,100円

正しい姿勢と歩き方

【体験６０７】

【体験６１０】

■山本 伸治
■第2・4（金）13：00～16：00
■月2回 3ヵ月 10,560円

【体験６０９】
はじめての方にやさしいフラメンコを体験して
いただきます
6/11・6/25（金） 12：00～13：00 各2,310円

ウクレレを楽しもう！
■衣川 祐三
■第2・4（木）10：30～12：00ほか
■月2回 3ヵ月 19,800円
【体験６１２】
基礎から始めハワイアンソング
をウクレレで弾いてみましょう
6/10・6/24（木） 10：30～12：00
各1,210円

【体験６１１】
簡単な曲を弾いてみましょう
6/3・6/17（木） 9：30～11：00 各1,210円

ポジャギと小物

スタイリッシュな着物リメイク

■安 和世
■第2(土）
10：00～12：00ほか
■月1回 6ヵ月
13,860円［材別］

■加地 篤子
■第2・4（金）10：00～12：15
■月2回 3ヵ月 20,460円［材別］

【体験６１４】

【体験６１５】
体験見本

コースターとミニ巾着を作ります
6/12（土） 10：00～12：00 2,310円［材込］

大西泰世のらくらく川柳

かんたん英会話

■大西 泰世
■第2（木）14：00～16：00
■月1回 3ヵ月 7,920円

■原 真由美
■第1・3（木）13：30～14：45
■月2回 3ヵ月 17,160円

着物地を使ったおしゃれな
チュニックを作ります
6/11・6/25（金） 10：00～12：15
各4,400円［材込］

講座見本

他にも楽しい講座が
いっぱい！
詳しくは
ホームページで！

【体験６１７】

【体験６１６】
川柳で「笑い」を人生のパートナーにしましょう
6/10（木） 14：00～16：00 2,640円

その他、レンタルスペース
としてご利用も可能！

中学のテキストを基に簡単なフレーズを使っ
た英会話を学びます
6/3・6/17（木） 13：30～14：45 各2,310円

※掲載の講習会・体験レッスンは、お電話でご予約後、5日前までにご入金の手続きをお済ませください。
女性のみ受講できる講座です。 【材込】受講料に材料費が含まれている講座です。 【材別】受講料以外に別途材料費が必要な講座です。

～お申込み・お問合せは～

近鉄文化サロン奈良 TEL0742-35-8161
〒631-0821 奈良市西大寺東町2-4-1 ならファミリー別館1号館2階
※受付時間 10：00～19：00（日曜・休講日は17：30まで）
※休講日：8/12（木）～8/16（月） ※8/13（金）～8/15（日）は受付業務を休ませていただきます。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。 KBS2105

