満65歳以上の方、近鉄友の会会員さま、
近鉄百貨店外商お得意さま、ＫＩＰＳクレジット
カード会員さま、中学生以下の方は、

さらに体験受講後、当日にご入会
（ご入金）いただくと

受講料が500円割引に！

（通常5,500円のところ）入会金が無料！

（※12/28（火）までに入金の方が対象）
1月リニューアル
予定の講座です

1月開講予定
の講座です

●月

入会月限定の
講座です

体験
600

おためし体験の
できる講座です

女性

女性のみ受講で
きる講座です

材込

受講料に材料費等が
含まれている講座です

材別

受講料に材料費等が
別途必要な講座です

くみひもでクリスマスリース作り
※入会金不要
【定期講座のご案内】

くみひも教室

おしゃれな洋風しめ縄作り
【定期講座のご案内】

廣之信のFLOWER CAFÉ

※装飾は変わる場合があります

■12月21日（火）13：00～15：00
■4,180円 材込

花を通して自分を表現する楽し
さを知り、感性を引き出し、繊細
な感覚を呼び覚まします。
■フラワーアーティスト
山田廣之信
■第1・3（火）13：00～15：00
■月2回 3ヵ月 13,200円 材別

“冬休み”に文字を正しく
美しく書けるようにレッスン♪
（5歳～中学生）

正絹を使用して作ります

■12月16日（木）
13：00～15：00
■2,090円 材込

～お正月や成人式などのハレの日に～

琉球ガラスを溶かして、
クリスマスツリーを作ろう（15×12ｃｍ）

つまみ細工でオリジナル髪飾り
Ａ

Ｂ

基本の帯締めから、
アクセサリーや小物
まで、創意工夫と
センスを生かして
様々な自分だけの
作品を作ります。
■くみひも工芸士
渡部 八重子 ほか
■第3(木) 13：00〜17：30（休憩30分あり）
材別
■月1回 3ヵ月 16,500円 材別

Ｃ

冬休みの宿題や
コンクール出展
作品の指導もし
てもらえます！

■12月11日・25日（土）13：00～15：00
■各1,980円1
【定期講座のご案内】

こども習字「文字を正しく
美しく書く教室」（5歳～中学生）
鉛筆や筆の持ち方、線の引き方など基本
から、一人ひとりにあった進め方や指導
により、個性を伸ばしながらバランスのと
れた美しい文字を習得していきます。
■日本書芸院無鑑査会員 小田鳳岳
■第2・4（土）13：00～15：00 ほか
■月2回 3ヵ月 10,890円

デザインをⒶⒷⒸよりお選び頂けます。（事前予約要）
（ピンク系・赤系・紫系などの色の変更も可）

■12月8日（水） 10：00～12：00 ■3,520円

シンプル派

アレンジ派

材込

【定期講座のご案内】 京つまみ細工凸凹庵
小さな布端を折り紙のように折りつまみ、
捨てられるような小さな布が素敵な花に
変身。土台により家の中で飾ったり
髪飾りやバッグにつけたりできます。
■つまみ細工体験処凸凹庵主宰
下野美智子
■第2（水）13：00～15：00
■月1回 3ヵ月 10,230円 材別

■12月8日（水）13：00～15：00 ■2,420円

材込

【定期講座のご案内】

七宝焼ガラスフュージング
ベネチアンガラスやガラスフリットと
七宝焼きの融合を楽しみながら、
世界に1つの作品を作ります。
■七宝工房 shiyori 梅田しより
■第2・4（水）10：00～12：00
■月2回 3ヵ月 16,500円 材別

～本格足踏み手織り機で織る～

シェニール織
禅から学ぶ歪みのない姿勢
（体と心）
禅とは何かをわかりやすく
お話しすると共に自然で楽
に呼吸ができる歪みのない
体・姿勢となるような実践を
していきます。
■天正寺住職 佐々木 奘堂
■第3（火）10：30～12：00
■月1回 6ヵ月 14,520円
禅の教えと歪みのない体・心を実践します
体験
12月21日（火）10：30～12：00
601 2,530円

クラシックを歌う〈ドイツ歌曲〉
クラシック歌曲を本格的に歌ってみませんか。
原語で歌うため、初心者の方でも歌えるように
言葉のリズムを感じながら繰り返し発音練習を
し、それを旋律に乗せて歌います。
■関西二期会バリトンバス正会員 山本 佳人
■第2・4（木）13：00〜15：00
■月2回 3ヵ月 13,860円

体験

602

発声練習をしてドイツ歌曲
をドイツ語で歌います
12月23日（木）
13：00～15：00
2,310円

講座見本

優しい肌触りと両面に現れる
色鮮やかな柄で人気のシェ
ニール織物を卓上手織り機で
織ります。（織り機貸出あり）
■レアメイド手織教室 代表
小仲 進一朗
■第2（火）13：00〜15：30
■月1回 3ヵ月 9,240円 材別
柄を選んで織ってみましょう
体験 （赤いバラ・黄色いパンジーから選択）
603 12月14日（火）13：00～15：30 2,310円 材別
（材料費は長さにより変動。約2,000円程度）

※体験レッスンは、お電話でご予約後、受講日の5日前までにご入金の手続をお済ませください。受講日の5日前を過ぎてのキャンセルに対しては実費を申し受ける場合があります。※写真はすべてイメージです。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。 ※2022年4月受講分から「設備費」として1回当たり110円頂戴いたします。

あゆゆう

～今からはじめる～

鮎裕の
「和のイラスト講座」

プリザーブドフラワー
〈入門コース〉

■（一社） 和のイラスト協会
公認講師 小杉 直子
■第2（水）10：15〜12：15
■月1回 6ヵ月 16,500円

■国際プロフェッショナル
アレンジメント協会(IPAA)代表

牧 宏子
■第2（火）10：00〜12：00
■月1回 3ヵ月 19,800円
体験

604

体験見本

赤いプリザーブドフラワーで
クリスマスリースを作ります
12/14(火）10：00～12：00 3,300円

加賀のゆびぬき

矢鱈縞模様の

陶芸赤膚焼

はじめての鎌倉彫
■鎌倉彫・後藤会講師
大塚 富水
■第2・4（火）10：00〜12：00
■月2回 3ヵ月 13,200円

※焼成費込み

基本の手びねりろくろによるお茶碗づくり
11/22・12/27（月）14：00～17：00
各4,180円

さんしん

三線入門
■琉球古典音楽
野村流保存会師範

体験

612

■デリカビーズ織り協会
準師範 上田 弘美
■第1・3(金)
14：00〜16：00
■月2回 3ヵ月
13,860円
体験

608

バッグチャームを作ります
(ピンク・水色から選択）
12/3（金）14：00～16：00
2,200円

味わいのある筆ペン書道
〜和のハンコを捺して〜

■赤膚焼 正人(マサンド)窯
大塩 正史
■第4(月)10：00〜13：00
14：00〜17：00
■月1回 6ヵ月 20,130円

和田 直己
■第1・4(土) 10：00〜12：00
■月2回 3ヵ月 19,800円

花束の壁飾りを作ります
12/4（土）10：30～12：30
607
3,960円
体験

606 （白・ピンク・水色から選択）
12/20（月）10：10～12：40 3,960円

609

デリカビーズ織り

■アトリエFree Hills主宰
山口 純子
■第1（土）10：30〜12：30
■月1回 6ヵ月 19,800円

体験 ミニゆびぬきを作ります

体験

体験 来年の干支（寅）を楽しみながら描いていきます
605 12/8(水）10：15～12：15 2,310円

リボン刺しゅう
＆リボンワーク

■加賀ゆびぬき作家
桂 富美子
■第3（月）10：10〜12：40
■月1回 6ヵ月
19,800円

他にも楽しい講座がいっ
ぱい！
詳しくはホームページをご
覧ください！
その他、レンタルスペース
としてご利用も可能！

バッグ
体験

610

ひし形コースターに
ブドウ文様を彫ります
12/14(火）10：00～12：00
2,310円

「頭のトレーニング」

関西支部相談役
ﾏｼﾞｯｸ教室不思議塾 主宰

サミー河合
■第1・3(土) 10：30～12：00
■月2回 3ヵ月 15,180円
日用品で出来る簡単な手品を
体験
615 学んでいただきます
12/18(土）10：30～12：00 1,760円

611

Xmasカード、年賀状、祝儀袋を
筆ペンで書きます
11/24・12/22(水）14：00～15：30
各2,750円

書道〈漢字書法〉

■奈良女子大学名誉教授
松尾 良樹
■第1(月) 10：30〜12：00
■月1回 6ヵ月 13,860円

■講師 竹村 香城
■第2・4(土)
13：00〜15：00
■月2回 3ヵ月 13,860円
※テキスト代
1ヵ月 600円別途

体験

613

唐代の短篇小説を訓読します。漢文句読
のルール、漢字の音訓なども学びます
12/6(月）10：30～12：00
2,310円

漢字書法の基本（楷書・行書）
と仮名・日常書を学びます
614 12/25（土）13：00～15：00
2,310円

体験

〜若返り体操〜

〜からだ全体の歪みも改善〜

ラフィーラ

猫背・腰痛改善かんたん
エクササイズ

楽しいマジック教室
■日本奇術協会正会員

体験

ゼロから学ぶ漢文入門

※楽器レンタルあり

三線の癒しの音色を親しみやすい曲で
味わいましょう
12/4・12/25（土）10：00～12：00
各2,310円

■日本デザイン書道作家協会
会員 てらさわ ひろみ
■第4(水) 14：00〜15：30
■月1回 6ヵ月 16,500円

■ラフィーラ インストラクター
内海 孝子
■第2・4(火) 13：00〜14：00
■月2回 3ヵ月 11,880円
※初回のみテキスト代 700円別途

全身を十分に動かすことで
肩こり・腰痛を予防し
616 健康寿命を目指します
12/14（火）13：00～14：00 1,100円
体験

【お問合せ・お申込みは】

近鉄文化サロン奈良 電話 0742-35-8161
〒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 10：00～18：30（日曜日は17：00まで）
※休業日は受付業務を休ませていただきます。
【休業日：11/29（月）、11/30（火）、12/29（水）～1/5（水）、3/31（木）】

■背骨コンディショニング協会
インストラクター 岸岡 友美子
■第2・4(火) 10：15〜11：30
■月2回 3ヵ月 18,150円
簡単な体操で猫背・腰痛を自分で改善

体験 できることを体感しましょう

617 11/23・12/14（火）
10：15～11：30 各2,420円

【ご入会方法】●初めてお申込みの方は、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
払いにはコンビニ振込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ください。
●2022年4月受講分から「設備費」として1回当たり110
円頂戴いたします。

※体験レッスンは、お電話でご予約後、受講日の5日前までにご入金の手続きをお済ませください。受講日の5日前を過ぎてのキャンセルに対しては実費を申し受ける場合がございます。※写真はすべてイメージです。
KBS2111
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。 ※2022年4月受講分から「設備費」として1回当たり110円頂戴いたします。

