空き教室を、
「レンタルスペース」
としてご利用可能！
詳しくはホームペー
ジをご覧ください

●近鉄友の会会員さま●外商部お得意さま
●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、（通常5,500円のところ）

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！

入会金が無料！
8月リニューアル
予定の講座です

10月

入会月限定の
講座です

現地で実施します（傷害
保険料が含まれています

現地

チアダンス（4～6歳）

体験 おためし体験の
600 できる講座です

■（一社）茶道裏千家淡交会奈良支部副幹事長

森田 宗輝、西浦 宗代
■第1・2・4（月）13：00～15：00、15：30～17：30
■月3回 3ヵ月 22,770円 材込

楽しいリズムに合わせてみんなで踊りましょう
■7月2日・16日（土）13：15～14：00 ■各1,760円

体験
602

1日講習会（入会金不要）

お茶とお菓子を頂きながら、美しい所作を体験します
■7月11日・25日（月）13：00～15：00、15：30～17：30 ■各2,420円

ちがく散歩

現地

川原の砂から宝石
を見つけよう！

10月

～室生火山の痕跡と宝石を探して～

不要になったTシャツで
エコな『布ぞうり』を作ろう！

入会月限定
〈初級〉

難しいと思われがちの四柱推命の初級
コースです。一からやさしく楽しく学べます。
初めての方にもわかりやすく入っていける
ようにゆっくりと進めていきます。
■日本陰陽易道協会教授鑑定士

小山 華穂
■第2・4（土）13：00～15：00
■月2回 3ヵ月 19,140円 材別

■雑貨屋ビーンズ認定講師
後藤 りえ
■8月8日（月）13：30～15：30
■3,520円 材込 （Tシャツをお持ちでない方にはキット

■第46次日本南極地域観測隊 上村 剛史
■9月25日（日）13：30～16：00 ■3,410円

4月スタートの新講座

～足揉み足踏み健康法～

実践！官足法

まだ始まったばかりなのでおすすめです！

金継ぎ～壊れた器の修繕～
破損してしまった大事な器などを修復します。
■漆芸伝承の会認定講師 大広 元子
残席わずか！
お急ぎ下さい！
■第3(土)10：30〜13：00
■月1回 3ヵ月 10,560円 材別

むくみが治っ
たとの声多
数！受講生
に大好評！

“自分の健康は自分で守る”をモットーに、
生活習慣病の予防と根治をめざす根本療法です。
副作用なしの健康法です。
■官足法本部 濵﨑 ふく子
■第2（月）13：00～14：30
■月1回 3ヵ月 10560円

ヴォイストレーニング

体験
605

ゆっくり英会話

タイカービング
～ソープ・フルーツ・ベジタブル～
目で楽しんだ後は、インスタ映え
する料理に変身させる方法も伝
授。美味しく食べて食材
SNS映え
を無駄にはしません！
間違い
■JDCAクラフトマイスター なし！

Ⓐベジタブル

鈴置 美咲

足を揉むこと、踏むことで血液循環をよくします
7月11日(月）13：00～14：30 2,860円

～はじめるなら今～

※振替不可

講座説明会
■9月24日（土）12：30～13：00
■無料（要予約）

■第3（木）10：00～12：00
■月1回 3ヵ月 9,900円 材別

※道具レンタル代別途

講座見本

体験
603

※近鉄「室生口大野」駅集合

販売あり、別途1,760円（要予約）)

講師が準備した欠けた器を一日
で修復し金繕い仕上げます
7月16日（土）11：00～13：00
2,090円（材料費3,080円別途)

材込

基礎からの四柱推命

室生口大野駅周辺に見られる約1400万年前の火山噴火
によってできた地層や川原のレキ・砂（ガーネットを含む）
を実際に現地を歩きながら観察・解説します。

ご家庭にある不要になった
Tシャツ4枚を使い、エコで肌に
も優しいオリジナル布ぞうりを
作ります。履き心地がよく足裏
も刺激されます。

体験
604

月3回で、受講していた
だきやすくなりました！

お点前・作法を通して、人への思いやり・感謝の気持ち・
もてなしの心を学びます。基礎から順次、道具の扱い等
を身に付けながら、研究科では、実力年数に応じて資格
を取得できます。

■チアダンスインストラクター 石本 由宇
■第1・3（土）13：15～14：00
■月2回 3ヵ月 10,560円
体験
601

受講料に材料費等が
材別 別途必要な講座です

材込 受講料に材料費等が
含まれている講座です

女性のみ受講で
きる講座です

裏千家〈本科〉

新しいクラス設定！
今なら一緒にスタート。
レベルの差がないの
で安心！

チアダンスを通して美しい身体づくり、
ダンスの基礎を学び、年に数回あるイベ
ントや発表会参加により、表現力やチー
ムメイトとの協調性を養うこともできます。

女性

（※7/28（木）までに入金の方が対象）

人気の講師
です！

入門やりなおしレベル
自然な呼吸で自分の本当の声を発見してみませんか。
挨拶、自己紹介などの身近なトピックで、
■関西二期会会員 土居 克江 人気の講師
入門レベルから無理なくゆっくり進めます。
です！
■第1(金) 15：00〜16：30
■英会話講師 佐藤 妙
■月1回 3ヵ月 6,930円
■第2・4(火) 11：00〜12：20 ■月2回 3ヵ月 14,520円
美しい声を楽に出して大好きなあの歌が歌え
英会話をはじめたい！やりなおしたい！と
体験 たら…そんな夢を一緒にかなえましょう
体験
607 7月1日、8月5日（金）15：00～16：30
思っている方にぴったりなクラスの体験講座
608
7月12日・26日（火）11：00～12：20 各2,420円
各1,320円

Ⓑフルーツ

体験
606

野菜やフルーツで飾り切りをしましょう
（ⒶまたはⒷより事前選択要）
7月21日（木）10：00～12：00 2,970円 材込

俳句のこころ
実作と理論の両面から句作の楽しさ、
俳句の面白さを勉強します。
■「かつらぎ」副主宰 平田 冬か
人気の講師
■第4(金) 10：30〜12：30
です！
■月1回 6ヵ月 14,520円
季語の勉強、小句会をして句づくりの楽しさ、
体験
句会の楽しさを体験していただきます
609
7月22日（金）10：30～12：30 2,420円

※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、設備費を含んだ金額を表示しています。

お子さまの個性を伸ばす！
おすすめ講座
お茶の作法

こどもバレエ〈3歳～低学年〉〈高学年～中学生〉
■環バレエ団講師
■（水）17：00～18：00、18：00～19：00
（土）17：00～18：00、17：00～18：15
■月4回 3ヵ月 21,780円 ほか
体験 基本を大切にクラシック音楽に合わせてレッスンします
613 7/23（土）、7/27（水）17：00～18：00 各2,090円

ポーセラーツ

Ⓑヘレンド青柄

体験見本

ほか

(フリータイム90分）

■月2回 3ヵ月 11,550円

8/10(水）17：30～19：00 1,210円

材込

こども合気道

正しい鉛筆や筆の持ち方、線の引き方からはじめ
体験 自分の名前をきれいに書けるように練習します
612 7/17(日）14：00～16：00、7/22（金）16：30～19：30
各2,090円（練習時間は年齢に応じて60～90分）

こども空手道〈4歳～中学生〉
■空手道MAC奈良支部 指導員 前田 篤秀
■(土) 18：00〜19：00
■月4回 3ヵ月 17,820円

〈小学生～中学生〉
■（公財）大阪合気会 師範 吉田 智晋
■(日) 10：00〜11：00
■月4回 3ヵ月 17,820円 ※スポーツ保険料含む

※スポーツ保険料別途

基本動作の中に礼儀や和の精神が生かされている
体験 合気道で足腰を鍛えましょう
614
7/10(日）10：00～11：00 1,210円
あじさい
ひまわり

■どんぐり工房主宰 三雲 雅子
■第1(木) 10：30〜13：00
■月1回 6ヵ月 17,160円 材別

スズラン

仲間と一緒に楽しく
体験 体力作りをします
615

7/16(土）18：00～19：00 1,210円

はじめての絵手紙
■日本絵手紙協会公認講師
島本 克子
■第3(火) 13：15〜14：45
■月1回 3ヵ月 7,590円
※モチーフ代込み

体験見本

体験見本

なかなか会えないあの人に絵手紙で
体験 暑中お見舞いを描いてお届けしましょう
618
7/19（火）13：15～14：45 2,530円 材込

シーズンフラワーガーデンを作ります

お茶碗＆お湯呑みを作ります

体験
（柄をⒶ～Ⓒより事前選択要）
616

8/6（土）13：00～15：00 3,630円

材込

Ⓒストロベリー柄

〜ベーシックから アレンジまで〜

体験 （スズラン・あじさい・ひまわりより1つ選択）
617

7/7、8/4（木）10：30～13：00 各3,300円

材込

〜かんたん！楽しい！〜

がま口でかわいい
小物作り

グルーデコ®レッスン
■（一社） 日本グルーデコ協会 認定講師
小谷 千恵
■第4(日) 10：00〜12：00
講座見本
■月1回 3ヵ月 8,910円 材別

■雑貨屋ビーンズ代表
小豆 美佐 ほか
■第2(水) 13：00〜15：00
■月1回 3ヵ月 8,910円 材別

チャーム付きチェーンブレスレット

チョークアート 〈入門〉
講座見本

がま口財布を作ります

体験 を作ります（ゴールドかシルバーを選択）
619 7/24(日）10：00～12：00
材込

人気講師の
講座です！

「文字を正しく美しく書く教室」〈5歳～中学生〉
■日本書芸院一科審査会員 小田 大拙
■第1・3(日）14：00～16：00
第2・4(金）16：30～19：30 ほか

ゲーム感覚で楽しみながら自然にプログラム作成

体験
ができる体験です
611

こねこねらんどの
ミニチュア粘土細工

Ⓐ紅色和柄

■日本ヴォーグ社 認定講師
東原 エリコ
■第1(土) 13：00〜15：00
■月1回 3ヵ月 10,230円 材別

3,520円

Scratch教室〈小学生〉

こども習字・かきかた教室

※iPad・パソコン貸し出しあり

お茶のいただき方、お菓子のとり方・いただき方、
挨拶の仕方を体験します
7/3(日）13：00～14：00 2420円 材込

～大人可愛い～

小人数制なので
じっくり教えて
もらえます！

■(有)ICTエデュ講師
■第2・4(水) 17：30〜19：00
■月2回 3ヵ月 13,860円 材別

〈小学生～中学生〉
■裏千家淡交会 今井 宗文ほか
■第1・3(日) 13：00〜14：00
■月2回 3ヵ月 10,560円 材込
体験
610

ジュニアプログラミング

体験見本

竹工芸

■チョークアート大阪カレッジ代表
鳴海 愛子
■第3(木) 18：00〜20：00
■月1回 3ヵ月 9,570円 材別
体験見本

オイルパステルを使って指で描くチョークアートで

体験
7/13(水）13：00～15：00
620
3,795円 材込
体験見本

体験
夏らしいウェルカムボードを作ります
621

和みの薫り

はじめての刻字

7/21（木）18：00～20：00 3,520円

材込

〜天然香原料のお香つくり〜
■日本工芸会正会員 上野 孝志
■第1・3(土) 10：30〜12：30 ほか
■月2回 3ヵ月 17,160円 材別 ほか
講座見本

四海波花篭を作ります
体験
7/16(土）10：30～12：30
622
990円 材込

体験見本

〜お花のある癒しのくらしへ〜池坊

身体にやさしい天然香原料を使って、7月は「白檀の
体験
お線香」, 8月は「天然除菊の蚊取り線香」を作ります
623
7/7、8/4(木）13：30～15：30 各3,520円 材込

お好みの文字をセラミック板に彫り、
体験 絵具及び金箔で作品を作ります
624
7/13、7/27（水）10：00～12：00 各1,870円

■フラ ハラウ オ アロヒラニインストラクター
岡田 ウルプア 尚子
■第1・3(金) 15：15〜16：30
■月2回 3ヵ月 10,560円

(フリータイム2時間)
材込

■吉工房・春日会講師 浮田 稔
■第2・4(水) 10：00〜12：00
■月2回 3ヵ月 14,520円 材別

癒しのフラ

■池坊准華督 大長 香月
■第1・3・4(月) 13：00〜20：00
■月3回 3ヵ月 30,690円

■薫物屋香楽認定香司
みちおか きみこ
■第1(木) 13：30〜15：30
■月1回 3ヵ月 13,530円 材込

講座見本

体験 生け花を楽しく生けてみましょう
625 7/4（月）13：00～20：00 3,190円 材込

体験 ゆっくり、ゆったり優雅に楽しく踊りましょう
626 7/15(金）15：15～16：30 1,980円

中国伝統武術 陳式太極拳・入門

〜シェイプアップ体操＆ストレッチ〜

■FUI武術太極拳研究会顧問 橋本 和子
■第1・3(月) 10：30〜12：00
■月2回 3ヵ月 17,160円
ゆったりとした動作を中心に伝統

体験
太極拳の「円と陰陽の世界」を体験します
628

7/18（月・祝）10：30～12：00 2,420円

からだトータルエクササイズ
■健康運動指導士 小枩谷 明美
■(火) 12：30〜13：40
■月4回 3ヵ月 21,120円
体験 楽しく身体を動かしてマイナス10歳を目指しましょう
629 7/26（火）12：30～13：40 2,420円

講座見本

材込

社交ダンス〈入門〉
■(財)日本ボールルームダンス連盟
仲窪 萬壽子
■(水) 12：00〜13：15
■月4回 3ヵ月 22,440円
体験 音楽に合わせてステップが踏めるようレッスンします
627 7/6（水）12：00～13：15 2,420円

他にも楽しい講座がいっぱい！
また、空き教室を会議など
「レンタルスペース」として
ご利用可能！詳しくは、
ホームページをご覧ください！

【お問合せ・お申込みは】

【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。●満65歳以上の方、近鉄百貨店外商部お得意さま、KIPS
電話
クレジットカード会員さま、中学生以下の方は入会金無料になりま
〒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 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
※受付時間 10：00～18：30（日曜日は17：00まで）
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
※休業日は受付業務を休ませていただきます。
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。
【休業日：8/11（木・祝）～8/16（火）、8/31（水）、9/30（金）】

近鉄文化サロン奈良

0742-35-8161

※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。
KBS2206
※価格は、消費税・設備費を含んだ金額を表示しています。

