近鉄文化サロン橿原
総合カルチャーセンター
ホームページアドレス www.d-kintetsu.co.jp/bunka-salon/kashihara/※全講座の一覧をご覧いただけます

近鉄文化サロン橿原

検索

新型コロナウィルス感染拡大の状況次第で、一部の講座が休講する場合がありますので、ホームページ等でご確認いただきますようお願いいたします。講座開講にあたっては、消毒液の配置、教室の換気、座
席配置の見直しなど、感染防止策を施し、引き続きスタッフの感染防止策を徹底いたします。受講生の皆さまにおかれましても手洗い、マスク着用などのご協力をお願いいたします。
新講座 2021年7月開講予定の新講座です
材込

増設

2021年7・8月開講予定の増設講座です

受講料に材料費・教材料等が含まれている講座です

材別

女性

女性のみ受講できる講座です

体験 マークは、おためし体験のできる講座です

受講料に材料費・教材料等が別途必要な講座です

近鉄文化サロン橿原限定

6/30(水)

新規ご入会キャンペーン実施中

まで

期間中、ご入会とご受講のお手続きを済まされた
近鉄友の会会員さま先着20名に粗品プレゼント！

新講座

星空の楽しみ方

～気軽に夜空を見上げてみませんか!？～

＜全3回＞
■科学普及支援団体てんもんぶ
代表 槌谷 則夫
■7/18(日)・8/29(日)・9/19(日)
10:30～12：00
■全3回 3ヵ月 6,600円

手作り味噌に挑戦

現地

～星空の楽しみ方～

■後藤 りえ
■7/24（土） 13：30～15：30
■3,110円 材込
ご家庭にある不要なTシャツを使いエコで肌にも優
しい「布ぞうり」を作ります。履き心地がよく足裏も
刺激されます。

体験

はじめて筆を持つ方でも安心して練習できるよう
縦・横線、ハネ、払いなどの基本から始めます。
学びたいもの（大筆、小筆、筆ペン、ボールペ
体験 ン）を受講していただけます
6月21日、7月5日(月)13:00～15:00
各2,310円

鉛筆や筆の持ち方、線の引き方などの練習
6月9日・23日(水)15:30～19:30
各1,980円 (フリータイム60～90分授業)

天体観望会

不要なTシャツ（4枚）で
『布ぞうり』を作ろう！

■嶋田 稔
■ 8/31（火）
13：30～15：00

■槌谷 則夫
■9/18（土）18：45～19：45
秋の星空を中心に
・天文レクチャー30分
・百貨店屋上で天体観望会20分

■会員4,400円
一般4,730円 材込
昔ながらの「手ごね製法」で、すべて国産の米麴、
大豆、赤穂の塩を使い「手前味噌」(4キロ)を作りま
す。

※雨天曇天時中止(翌9/25に順延)

■2,310円

モラ＆モラキルト
～クーナインディオの魂の
手芸～＜本科＞

■加藤 裕子
体験見本
■第1・3(金)13:00～15:00
材別
■月２回 3ヵ月 16,500円 材別
簡単に楽しめる書画を描きます
カラフルなモラ作品を作ります
体験
6月2日、7月7日(水)
6月18日、7月2日(金)
13:00～15:00
13:00～15:00
各2,200円 材込
各2,970円 材込
体験見本

■暁書法学院講師
岡本 八和
■第1・3(月)13:00～15:00
■月2回 3ヵ月 12,540円

文字を正しく・美しく書けるように鉛筆や筆の持ち
方、線の引き方など基本から学びます。
体験

藁 書 （わらしょ）

楽しく学ぶ「書道教室」

～稲わらで描く創作書～

～毛筆漢字・実用書道
（小筆・筆ペン・ボールペン）～

■野中 江峰
■第2(火)
13:30～15:00
■月1回 3ヵ月 7,260円
体験

はじめての書道
〈大筆・小筆・筆ペン・ボールペン〉

■書道研究由源社 書道研究一輪
師範 梅木香華
■第2・4(水)15:30～19:30ほか
(フリータイム 60～90分授業）

夏の１日講習会

■土井 博美
■第1(水)13:00～15:00
■月1回 3ヵ月 7,590円

増設

■月2回 3ヵ月 10,890円

星空を楽しむために知っておきたい天文学の基
礎と星空を眺める時のお役立ち情報や、その時
期見ごろを迎える星々をわかりやすく説明・紹介
します。

心和む楽しい
書画<己書>

楽しく学ぶ「かきかた・
毛筆教室」<5歳～中学生>

増設

稲わらを束ねた筆で自由に描
きましょう
7月6日(火)13:00～15:00
1,650円

近鉄文化サロン橿原

検索

■梅木 香華
■第2・4(日)
15:10～17:10
■月2回 3ヵ月 12,540円
体験 線の引き方や基本点画など

6月13日・27日(日)
15:10～17:10 各2,310円

“はじめてさん”の絵画
■長船 侍夢
■第2・4(月)
15:30～17:30
■月2回 3ヵ月 17,160円 材込
果物などを描いてみましょう
体験 6月14日・28日(月)
15:30～17:30 2,860円 材込

はじめての人相占い
■李 芽維
■第1(水)
15:30～17:00
■全2回 2ヵ月 5,280円
体験

体験

シャンソンを歌ってみましょう
6月3日、7月1日(木)
10:30～12:15
各3,850円

顔ヨガ・指ヨガ講座
■瑞香
■第1(日)
16:00～17:30
■月1回 3ヵ月 9,900円
体験

す

小顔・艶肌効果をお試し頂きます
6月6日、7月4日(日)
16:00～17:30
各2,310円

クラシックバレエ
〈基礎クラス〉

体験

■山﨑 さやか
■第2・4(火)15:30～19:30
（お1人30分・予約制）
■月2回 3ヵ月 19,800円
人差し指で簡単な曲にチャレンジ
体験
してみましょう
6月8日・22日(火)15:30～19:20
各1,100円（お1人20分・予約制）

女性のための健康
マージャン〈入門〉
女性

加賀ゆびぬき

カンツォーネを歌おう！

見学会（20分）
6月11日・25日(金)
15:30～17:00の間

体験

無料 （事前予約制）

健康ヨガ

■弓手 研平
■第1・3(月)
18:00～20:00
■月2回 3ヵ月 21,780円

体験

カンツォーネを楽しみましょう
6月2日、7月7日(水)
13:00～14:30
各1,210円

女性

体験見本

材別

『奏でる人』

夏の受講生募集中！
お問合せ・お申込みは

（0744）25-5421

※受付時間：10：00～19：00（日曜・休講日は10：00～17：30）
※休講日：8/12（木）～8/16（月）、8/31（火） （8/13（金）～8/15（日）は完全
休業いたします）

体験見本

材別

外商部お得意さま、近鉄友の会会員
さま、KIPSクレジットカード会員さま、満
65歳以上の方、中学生以下の方は

いつでも無料‼

体験

体幹を鍛えて代謝UP
6月12日・26日(土)
17:30～19:00
各2,090円

■田中 靖恵
■第3(水)13:00～16:00
■月1回 3ヵ月 11,880円

材別

基本のミニバスケットを作ります
6月16日(水)13:00～16:00
4,290円 材込

廣之信の
FLOWER CAFÉ

アクセサリーを作ります
6月14日(月)10:30～12:30
2,860円 材込

入会金5,500円が

■MOMO
■第2・4(土)
17:30～19:00
■月2回 3ヵ月 12,540円

体験

七宝焼ガラス
フュージング

体験

ビューティー★
パワーヨガ

～エコクラフト手芸～

無料 （事前予約制）

■梅田 しより
■第2(月)
10:30～12:30
■月1回 3ヵ月 8,580円

一緒に二胡を始めてみませんか
6月17日、7月1日(木)
16:15～16:55
各2,310円

かんたん かわいい
かご雑貨つくり

見学会（20分）
体験
6月7日、7月5日(月)
18:00～20:00

■安 和世
■第1(木)
体験見本
13:00～15:00
材別
■月1回 6ヵ月 13,860円
ピンクッションを作ります
体験
6月3日、7月1日(木)
13:00～15:00
各2,310円 材込

礼儀作法や気配り、お道具の扱い方
などを学びます
6月20日(日) 16:30～18:30
2,211円 材込

■岩﨑 美智子
■第1・3(木)
16:15～16:55
■月2回 3ヵ月 13,860円

人物を描く・入門

ポジャギと小物

ミニゆびぬきアクセサリー作り
6月6日、7月4日(日)
13:00～15:30
各3,410円 材込

電話

■山﨑 順子
■第2・4(金)
15:30～17:00
■月2回 3ヵ月 16,500円
体験

体験

材込

二胡を楽しむ〈入門〉

■西村 礼子ほか
■(金)13:10～14:40ほか
■フリーチケット
9回 15,444円ほか
腹式呼吸をしながら、全身を動かし
体験 心と体のバランスを整えます
6月11日・25日(金)
13:10～14:40ほか
各2,090円

■石垣 雅浩
■第2・4(水)
10:10～12:10
■月2回 3ヵ月 13,860円 材別
脳の活性化のために始めてみよう
体験
6月9日・23日(水)
10:10～12:10
各2,310円 材込

～韓国茶を楽しみながら～

体験

何事にもチャレンジする気持ち
を大切に指導します
6月9日・23日(水)
17:00～18:00 各1,210円

モデル料込

バレエの楽しさを体験しましょう
6月13日・27日(日)
11:00～12:15 各2,530円

■北谷 有美
■第1(日)
13:00～15:30
■月1回 6ヵ月 19,800円

■前田 篤秀
■(水)17:00～18:00
■月4回 3ヵ月 16,500円

女性

■欄 和美
■第1(水)
13:00～14:30
■月1回 6ヵ月 13,200円

■檜垣 秀子
■第2・4(日)
11:00～12:15
■月2回 3ヵ月 10,230円

〈小学生～中学生〉
■辻 宗益ほか
■第3 (日)
16:30～18:30
■月1回 3ヵ月 6,633円

コカリナ

〈個人レッスン〉

■菅 じゅん子
■第1(木)10:30～12:15
■月1回 6ヵ月 23,100円

〈4歳児～小学校低学年〉

体験

眉＆目で掴め 愛情・人気運
6月2日(水)15:30～17:00
2,640円

楽しいシャンソン＆ポピュラー ハープを弾こう
～プロのピアニストによる
生伴奏でお稽古～

こどもの茶道教室

ちびっこ空手道

■山田 廣之信
■第2・4(木)
16:00～18:00
■月2回 3ヵ月 13,200円

材別

体験 季節の花を使って作るアレンジメント

6月10日・24日(木)
16:00～18:00
各3,960円 材込

●初めてお申込みの方には、入会金5,500円を申し
受けます。
●各講座とも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。
●お支払いにコンビニ振込みがご利用いただけます。
（振込手数料別途）詳しくはお申込み時にご確認下さい。
●価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

