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。

新設

2022年1月開講予定の新講座です

材込

女性

女性のみ受講できる講座です

受講料に材料費・教材料等が含まれている講座です

体験 マークは、おためし体験のできる講座です

１/２８
(金)まで

材別 受講料に材料費・教材料等が別途必要な講座です

近鉄アプリ新規会員証
登録キャンペーン
期間中、近鉄アプリにて文
化サロン会員証をご登録い
ただくと先着20名に粗品プ
レゼント！

１DAY講習会

新設
ペン字の基本をマスターし、美しい文字
が身につく講座です。のし袋や年賀状な
ど日常使う語句を楽しく学べます。

■神融会審査員 澤村 南翔
■第1・3または2・4(火)
12:45～14:45
■月2回 3ヵ月 12,540円
体験

コロナ禍となり、日常生活が大きく変わり憂鬱
な日々が続いています。そんな不安な暮らしが
2022年にはどのように変化していくのか、どの
ような年なのか、九星気学と四柱推命の両方
で来年の運勢を占っていきます。

ペン字の基本や年賀状などで使う文字
を学びましょう
12月7日・21日(火)12:45～14:45 各2,310円

おしゃれで
ゴージャスな
お正月飾りを
作りましょう。

人に害を及ぼす空気の汚れ、悪臭、シック
ハウス等を改善するため開発されたラジカ
ルフラワーは、消臭・抗菌・抗ウィルスに優
れた効果を持つ空気触媒加工で、空気さ
えあれば効果は半永久的に持続します。
消臭体験を行い、ミニ花束を作りましょう。

■講師 松井 由美子
■12月5日（日）10:30～12:00 ■3,410円

■講師 李 芽維
■第2（月）
15:30～17:00
■全4回 4ヵ月
10,560円 材別
※2月から開始の場合は全3回 7,920円

12月13日（月）

体験 手相の基礎＆手のひらの丘
1月10日（月・祝）三大線と十大線
15:30～17:00 各2,640円

■講師 甲月 あさ美
■12月10日（金）15:30～17:00
■3,410円

材込

■講師 山田 廣之信
■12月20日（月）15:30～17:00
■4,180円 材込

■講師
こめだ みゆき
■第3（木）
13:00～16:00
■月1回 3ヵ月 9,900円

体験見本
材別

軽くて使いやすいマイカップ
体験
を作ります
12月16日、1月20日（木）
13:00～16:00 各4,180円 材込

冬の受講生募集中！

■講師 土井 博美
■11月30日（火）
13:00～15:00
■会員：2,200円 材込
一般：2,530円 材込

あわじ結びで
お正月のはし
置きやはし包
みを作ります。
体験イメージ

体験イメージ

心のこもった温もりのある年賀状で
年に一度のご挨拶をしてみませんか。

華やかな寄せ植
え（7号サイズ）
を作ります。
体験見本

■講師 吉村 一三子
■12月1日（水）10:30～12:00
■1,980円 材込

■講師 植村 ケイ子
■第2・4（水）
13:00～15:00
■月2回 3ヵ月
11,220円 材別

電話

体験イメージ
■講師 今西 幸子
■12月19日（日）10:45～12:00
■4,400円 材込

■講師 藤田 育宏
■第1・3（日）
16:00～18:00
■月2回 3ヵ月
15,510円 材別

体験 風物詩を和紙で描きましょう
12月8日、1月12日（水）
13:00～15:00 各1,760円 材込

講座・体験レッスンの
材込
お申し込みは

体験見本

「一言主神社」

体験 レモンを描いてみましょう
12月5日、1月16日（日）
16:00～18:00 各2,805円 材込

（ 0744 ） 25-5421

〒634-8511 橿原市北八木町3-65-11（近鉄百貨店橿原店7階） 受付時間10:00～17:30（日曜は10:00～17:00） ■休業日：11/29（月）・30（火）、12/29（水）～1/5（水） ※完全休業いたします

外商部お得意さま、近鉄友の会
満65歳 会員さま、KIPSクレジットカード
（通常5,500円のところ） 以上の方 会員さま、中学生以下の方も対
象です

入会金無料

●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。●受講料のほかに材料費・教材費等を頂戴する場合がございます。●お支払いにはコンビニ振込
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。●2022年4月受講分から設備費として1回当たり110円（税込）を受講料とは別にご負担いただきます。
●写真は全てイメージです。

一部現地

■講師 伊雅 ひろ美
■第2・4（月）10:10～15:00
（30分間の予約制）
■月2回 3ヵ月 19,800円
「よろこびの歌」を演奏しましょう

体験 12月13日、1月24日（月）
10:10～15:00（30分間の予約制）
各1,210円

■講師 佐藤 乃悟
■第1・3（月）
10:30～11:30
■月2回 3ヵ月19,800円
体験 楽しくレッスンしましょう
12月6日・20日、1月17日（月）
10:30～11:30 各2,310円

■講師 樋口 隆秀
■第3（水）13:00～15:00
■全3回 3ヵ月
6,930円 材別
※2月から開始の場合は全2回 4,620円

「
弥
勒
菩
薩
半
跏
思
惟
像
」

12月15日（水）心優しい地蔵菩薩
体験
1月19日（水）仏像の見どころ
鑑賞力アップの秘訣！

■講師 橋本 厚
■第4（金）15:30～17:30
■全3回 3ヵ月
6,600円 材込 材
※1月から開始の場合は全2回 4,400円

11月26日（金）
体験 仏法の始まり 飛鳥・斑鳩の地
12月24日（金）
皇極・斉明天皇の時代

13:00～15:00 各2,310円

15:30～17:30 各2,200円

材込

女性

■講師 饗庭 凱山
■第1・3（火）
15:30～17:00
■月2回 3ヵ月
23,100円

■講師 小嶋 勇鶴
■第4（木）
13:30～15:00
■月1回 3ヵ月 9,900円
体験 祇園小唄など小粋に唄いま
しょう
11月25日、12月23日（木）
13:30～15:00 各3,300円

■講師 瑞香
■第1(日)
16:00～17:30
■月1回 3ヵ月 9,900円
※1回単位での受講可。1回 3,410円

体験

小顔・艶肌効果をお試し頂きます
12月5日、1月30日(日)
16:00～17:30
各3,410円

見学 12月7日・21日、1月18日（火）
15:30～17:00の15分間
無料

■講師 川口 雅子
■第2・4(月)
13:00～15:00ほか
■月2回 3ヵ月 15,180円ほか
体験

のびのびと声を出し朗読をします
12月13日・27日(月)
1月24日(月)
13:00～15:00 各2,310円

■講師 隼花 るり
■第1・3（水）10:30～12:00
■月2回 3ヵ月 13,200円

体験 楽しく体を動かしてみましょう
12月1日・15日、1月19日（水）
10:30～12:00 各2,200円

■講師 平田 登志子
■第3(水)
10:10～11:40
■月1回 3ヵ月 7,590円
物忘れや認知症予防に
体験 12月15日、1月19日(水)
10:10～11:40
各1,210円

■講師
樋木 廣平、清水 香奈
■（月）13:00～14:15〈初級〉
14:30～15:45〈入門〉
16:00～17:15〈中級〉
■月4回 3ヵ月 21,120円
体験

曲に合わせて踊って心と体を
リフレッシュ！
12月6日・13日、1月17日（月）
14:30～15:45 各2,090円

■講師 古市 恵子
■第2(月)
13:00～15:00
■月1回 6ヵ月 14,520円
見学 1月10日(月・祝)
13:00～15:00の15分間
無料

女性
■講師 石垣 雅浩
■第2・4(水)
10:10～12:10
■月2回 3ヵ月 13,860円
体験

材別

脳の活性化のために始めてみよう
12月8日・22日、1月12日(水)
10:10～12:10
各1,100円

■講師 和田 直己
■第1・4(土)
16:15～18:15
■月2回 3ヵ月 19,800円
体験 12月4日、1月22日(土)
16:15～18:15
各2,310円

■講師
下浦 千加代ほか
■(金)10:10～12:10ほか
■月2回 3ヵ月 9,900円ほか
体験

タンスに眠っている着物に袖を
通してみませんか
12月10日、1月14日(金)
10:10～12:10 各2,310円

■講師 小嶋 勇鶴
■第4(木)
11:40～12:40
■月1回 3ヵ月 6,930円
体験 12月23日、1月27日(木)
11:40～12:40
各2,310円

女性

女性

■講師 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
体験 12月3日・10日、1月14日(金)
13:10～14:40ほか
各2,090円

■講師 辻 千惠
■第4(木）
15:30～16:45
■月1回 6ヵ月 12,540円
※1回単位での受講可。1回 2,420円

体験

12月23日（木）
冷え・むくみに効くポーズ
1月27日(木)
体を芯から温めるポーズ
15:30～16:45 各2,420円

■講師 大東 聖子
■第2・4(月)
10:30～11:30
■月2回 3ヵ月 12,540円
体験 12月13日・27日(月)
1月24日(月)
10:30～11:30 各2,310円

■講師
久保アロヒラニ絹子ほか
■第1・3(木)
14:00～15:30ほか
■月2回 3ヵ月 11,880円
体験 12月2日・16日、1月20日(木)
14:00～15:30
各2,310円

歌いましょう 童謡・唱歌
■講師 菅 じゅん子
■第1(木)
10:30～12:15
■月1回 6ヵ月 23,100円

■講師 小嶋 勇鶴
■第4(木)
10:10～11:30
■月1回 3ヵ月 7,920円
体験

12月23日、1月27日（木）
10:10～11:30
各2,310円

■講師 土居 克江
■第1・3(木)
15:45～16:45
■フリーチケット 9回
19,800円

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

体験 12月2日、1月6日(木)
10:30～12:15
各3,850円

体験 12月2日・16日、1月20日(木)
15:45～16:45
各1,210円

体験 12月1日、2月2日(水)
13:00～14:30
各2,750円

女性
■講師 美咲 ゆうこ
■第2・4（水）
13:00～15:00
■月2回 3ヵ月 19,800円

■講師 土居 克江
■第3(水)
13:00～14:30
■月1回 6ヵ月 13,200円
体験 12月15日、1月19日(水)
13:00～14:30
各1,210円

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

■講師 平瀬 佳代子
■(土)15:40～19:40
（30分間の予約制）
■月4回 3ヵ月 26,400円
体験 12月4日・11日、1月15日(土)
15:40～19:40（30分間の予約制）
各1,210円

体験 1月12日・26日（水）
13:00～15:00
各2,310円

■講師 常田 陽子
■第1・3(木)
12:20～13:20
■月2回 3ヵ月 17,160円

■講師 竹内 海人
■第2(木)
13:30～15:00
■月1回 3ヵ月 9,570円

体験 12月2日・16日、1月20日(木)
16:15～16:55
各2,310円

見学 12月9日、1月13日(木)
13:30～15:00の15分間
無料 ※各日先着3名まで

見学 12月2日、1月6日・20日(木)
12:20～13:20の15分間

■講師
山﨑 順子
■第2・4(金)
15:30～17:00
■月2回 3ヵ月 16,500円
12月10日・24日
見学
1月14日(金)
15:30～17:00の15分間
無料

■講師 さがわ ちえみ
■第1・3(水)
10:30～12:30
■月2回 3ヵ月 17,160円

無料
体験

■講師
澤田 ひとみ
■第4(月)13:00～15:00
■月1回 6ヵ月
15,180円 材別

■講師 本荘 正彦
■第1(木）15:00～17:00
■月1回 3ヵ月
9,900円 材別
見学 12月2日、1月6日(木)
15:00～17:00の15分間
無料

■講師 木村 由紀子
■第4(土）
10:10～12:40
■月1回 3ヵ月 10,230円

材別

講師の準備した器を修繕し
体験 金仕上げします
12月25日、1月22日(土)
10:40～12:40
各1,980円 材別 ※3,080円別途

体験

コースター等に風物詩を描きましょう
12月27日、1月24日(月)
13:00～15:00
各1,540円 材込

■講師
桝谷 美千子
■(月)
10:10～12:10
■月2回 3ヵ月 12,210円ほか
体験

体験見本
材別

ポーチに花柄を描きましょう
12月6日・20日、1月17日(月)
10:10～12:10
各1,760円 材込

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
入会金5,500円が

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

いつでも無料‼

体験

■講師
池田 けい子
■第2・4(水)
13:00～15:00
■月2回 3ヵ月 12,210円

花などを描いてみましょう
12月1日・15日、1月19日(水)
10:30～12:30
各2,860円 材込

■講師 長船 侍夢
■第2・4(月)
15:30～17:30
■月2回 3ヵ月 17,160円

簡単に楽しめる書画を描きます
12月1日、2月2日(水)
13:00～15:00
各2,200円 材込

材別

体験

無料

体験

体験見本

アクセサリーを作ります
12月13日（月）、1月10(月・祝)
10:30～12:30
各2,860円 材込

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
近鉄文化サロン橿原

材込

果物などを描いてみましょう
12月13日・27日
1月24日(月) 15:30～17:30
各2,860円 材込

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

見学 12月8日・22日、1月12日(水)
13:00～15:00の15分間

材別

検索

■講師 吉村 一三子
■第1(水)
13:00～15:00
■月1回 3ヵ月
6,600円 材別
体験

福鈴とミニカゴを作ります
12月1日、2月2日(水)
13:00～15:00
各1,980円 材込

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

体験見本

体験見本
材別

ミニゆびぬきアクセサリー作り
12月5日、1月30日(日)
13:00～15:30
各3,410円 材込

■講師 naomin
■第1(木）10:10～12:10
■月1回 6ヵ月
14,520円 材別
見学 12月2日、1月6日(木)
10:10～12:10の15分間
無料

■講師 野中 江峰
■第2(火）
13:30～15:00
■月1回 3ヵ月 7,260円
稲わらを束ねた筆で自由に書き
体験 ましょう
12月14日、1月11日(火)
13:30～15:00 各1,650円

■講師 姫野 幸子
■第1・3(金）
10:15～11:15
■月2回 3ヵ月 17,160円
体験

簡単な会話から楽しく学べます
12月3日・17日、1月21日(金)
10:15～11:15
各2,310円

■講師
下野 美智子
■第1(土)13:30～15:30
■月1回 3ヵ月
体験見本
10,230円 材別
花の形のブローチを作ります
体験
12月4日、1月29日(土)
13:30～15:30
各3,520円 材込

■講師 加藤 裕子
■第1・3(金)
13:00～15:00
■月2回 3ヵ月
16,500円 材別
体験

材別

ライラックのミニ花束を作ります
体験
12月21日、1月18日(火)
13:00～15:00
各2,310円 材込

大筆・小筆・筆ペン・ボールペンから
学びたいものをお選びください
12月6日・20日、1月17日(月)
13:00～15:00 各2,310円

■講師 福田 ヒロカほか
■第1(水)
15:30～17:30
■月1回 3ヵ月 19,800円

材込

多種類の花材や資材を自由に
アレンジしてみましょう
12月1日、2月2日(水)
15:30～17:30 各5,060円 材込

体験

桃袋を作ります
体験 12月5日、1月30日(日)
13:00～16:30
各3,080円 材込

体験

材別

ポジャギで小物を作ります
12月2日、1月6日(木)
13:00～15:00
各2,310円 材込

■講師 森 修市
■第2(木)
13:00～16:00
■月1回 3ヵ月 10,230円

材別

見学 12月9日、1月13日(木)
13:00～15:30の15分間
無料

■講師 澤村 南翔
■(火)
12:45～14:45ほか
■月4回 3ヵ月 23,100円

■講師 岡本 八和
■第1・3(月)
13:00～15:00ほか
■月2回 3ヵ月 12,540円
体験

体験見本
材別

■講師 安 和世
■第1(木)
13:00～15:00
■月1回 6ヵ月 13,860円

カラフルなモラ作品を作ります
12月3日・17日、1月21日(金)
13:00～15:00
各2,970円 材込

■講師
津田 博子
■第3(火)
13:00～15:00
■月1回 3ヵ月 6,600円

■講師 石田 りつ子
■第1(日)
13:00～16:30
■月1回 3ヵ月 11,550円

体験

漢字・かな・実用習字から学び
たいものをお選びください
12月7日・21日、1月11日(火)
12:45～14:45 各2,310円

■講師 江口 美貴ほか
■第2(土)10:10～13:10
■〈3級受験コース〉
全24回 327,800円 材込
体験

初めてのフラワーアレンジメントを体験
12月11日、1月8日(土)
11:00～13:10
各3,000円 材込

■講師 渡部 八重子
■第2(日)
10:30～12:30
■月1回 3ヵ月 8,250円

材別

キーホルダー、ストラップ、メガネ
ホルダーのいずれかを作ります
12月12日、1月9日(日)
10:30～12:30 各1,210円 材込

体験

■講師 菱田 晴代
■第3(木)
10:30～12:30
■月1回 3ヵ月 10,890円

体験見本
材別

蝶を刺繍し、帯留かブローチに
仕立てます
12月16日、1月20日(木)
10:30～12:30 各3,410円 材込

体験

■講師 森山 千余
■第2(月)
13:00～15:00
■月1回 3ヵ月 7,260円

材別

エコたわしを編みましょう
体験
12月13日（月）
1月10日(月・祝)
13:00～15:00 各1,760円

■講師 生駒 基達
■第1(木)
10:30～12:30
■月1回 6ヵ月 14,520円
体験

材別

お写経をして法話を聞きます
12月2日、1月6日(木)
10:30～12:30
各2,310円 材別 ※写経・経本代別

■講師 辻 宗益ほか
■(水)
13:00～14:00ほか
■月4回 3ヵ月 27,984円
体験

材込

材込

席入りからお茶をいただくまでの体験
12月1日・15日、1月19日(水)
13:00～14:00ほか
各2,552円 材込

