
第1・3

火

第1・3 コース番号

金 B5440-382

　　

第１ コース番号

木 B5390-382

　　

毎週

月

～新しい講師を迎え開講します～

ウクレレ講座
コース番号 時間 開催日 講師クラス

早わかり！『奈良百寺巡礼』講座13：30～15：00

■講座料金：各回2,000円
■別途楽譜代：3,000円
　　　　　　　　　　（半期分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　♪♪らくらくピアノ体験講座のご案内♪♪
■コース番号：Ｂ５３０６ー３８２　　■日時　４月１７日（金）　１０：３０～１１:３０　　■講座料金　５００円
※体験講座は紙鍵盤で実施し指を動かして楽しみます。

受：1名
催：5名

シニアのための健康法

ヨガ教室

Ｂ5353-382

初級A Ｂ5354-382

開催時間

受：1名
催：3名10：30～12：00

開催時間

受：1名
催：5名

クラス コース番号 時間

受：1名
催：5名

　　　　　　　♪♪やさしいヨガ教室体験講座のご案内♪♪
■コース番号：Ｂ５３０２ー３８２　■日時　４月２０日（月）　１３：３０～１４：３０
■講座料金　５００円
※以前にご参加いただいた方、受講中の方はご参加いただけません。

～中高年の初心者もスラスラ弾ける～

数字で簡単！らくらくピアノ®

15：00～16：00

開催日 講師

やさしいヨガ教室 Ｂ5343-382 13：30～14：30
4月6,13,20,27日
5月11,18,25日

6月1,8,15,22,29日
7月6,13,20,27日
8月3,17,24,31日

9月7,14,28日
※毎週月曜（祝日除く）

うごきのヨガ教室
（経験者向け） Ｂ5342-382 10：30～11：30

4月7日・21日
5月19日

6月2日・16日
7月7日・21日
8月4日・18日
9月1日・15日

13：30～14：30
入門

※4月7日は体験講座とし
て実施

初心者向けクラスがはじまります！

■講座料金：各回１，２００円

　　　　　　　　　　♪♪ウクレレ体験講座のご案内♪♪
■コース番号：Ｂ５３０７ー３８２　■日時　４月７日（火）　１３：３０～１４：３０
■講座料金　１，０００円

近鉄

奈良駅

５階

２０２０年３月～２０２０年９月設定分

■開催日

５月 １日 ・ １５日

６月 ５日 ・ １９日

７月 ３日 ・ １７日

８月 ７日 ・ ２１日

９月 ４日 ・ １８日

■講座料金

各回２，０００円 別途楽譜代:１，６５０円

講師：西田 克義

（ハワイアンバンドＰｕａＰｕａ代表）

【講師よりひとこと】

指をバラバラに動かすことは、最強の脳の活性化に繋がります。

誰でも簡単に弾けるようになるメソッド♪で、気軽に楽しく、

音楽でときめきながら脳の健康と心の若返りを目指しませんか？ 講師：坂口 恭子
（一般社団法人全日本らくらくピアノ®協会認定講師）

■開催日

４月２日 奈良市周辺

５月７日 花の寺／御坊

６月４日 吉野郡

７月２日 南都七大寺／世界遺産

９月３日 天理／桜井

※毎月第1木曜日（８月除く） ※10月以降の日程は別途発表

■講座料金

各回１，２００円

別途テキスト 『奈良百寺巡礼』（京阪奈新書）

８００円（１年間使用）

※お持ちの方はご持参ください

講師：鉄田 憲男

（奈良まほろばソムリエの会専務理事）

お寺がわかれば

奈良がわかる！

全11回で約百寺を網羅！

講師：三谷 友希

（SAKTI SHANTI主宰）

年会費・入会金不要・消費税込！１回からお気軽に♪
QRコード

1回だけの参加も大歓迎！！



第1・3 コース番号

火 B5410-382

第2・4 コース番号

火 B5310-382

毎週 コース番号

B5335-848
B5336-848

第3

木

♪♪パステルアート体験講座のご案内♪♪
■コース番号Ｂ５３０９₋３８２　■講座料金　１，０００円　■テーマ：桜

■開催日時　３月１９日（木）　１０：３０～１１：３０

　                          【開講日　　メインテーマ・（ハガキサイズ）】
４月16日　人生多毛作・（はりねずみ）　　５月21日　あじさい・（かさ）
６月18日　花火・（わたがし）　　　　　　　　７月16日　夏の草原・（ききょう）
８月20日　いるか・（鈴虫）　　　　　　　　 　９月17日　ろうそく・（さつまいも）

クラス・料金は下記参照

手ぶらでご参加ください♪

各回3,000円
※毎月2点作成

各回2,000円
※毎月1点作成

13：30～15：30B5352-382初級

10：30～12：00B5351-382入門

 　　　　　　　　　　　　　　　  【開講日・メインテーマ】
４月１６日　こいのぼり　 ５月２１日　かたつむり　６月１８日　あさがお
７月１６日　海　　　　　　 ８月２０日　おじぞうさま　９月１７日　ハロウィン

コース番号 時間 講座料金 作品例

開催時間
受：1名
催：5名

～６０代からはじめる健康法～

近鉄スマイル体操教室10：30～12：00

開催時間
受：1名
催：5名

〔女性限定〕まったく知らなくて大丈夫！

脳トレ！女性のための健康麻雀10：15～12：15

受：1名
催：5名

指でくるくる・・・

心を癒すパステルアートの世界
クラス

開催時間
受：1名
催：5名 ＜予告＞ボンジョルノ！イタリア語水 11：00～12：30

13：30～15：30

講師：川上玲子

（パステル和アート 正インストラクター）

■開催日

４月１５日（水）～７月１５日（水）毎週水曜

※４月２９日・５月６日（祝）休講

■講座料金

全１２回 ３１，６８０円

※別途テキスト代５，０００円

【内容】

２クラスとも、徐々に単語数を増やしながら、自信を持って様々な

シチュエーションに対応できるコミュニケーションスキルを磨きます。

会話・文法にも重点をおいていきます。

主催：奈良日伊協会 協力：イタリア文化会館－大阪

共催：クラブツーリズム株式会社

（SAKTI SHANTI主宰）

■開催日

３月３・１７日

４月７・２１日

５月１９日

６月２・１６日

７月７・２１日

８月４・１８日

９月１・１５日

■講座料金

各回１，０００円

講師：喜多川 美也

（健康運動指導士）

【講師よりひとこと】

やわらかいボールや手ぬぐいを使って楽しみながら簡単な体操をします。

走る、飛ぶなど激しい運動は一切しません。運動が苦手な方も安心してご参加くださ

い！何歳になってもはつらつとした毎日を送るために運動する習慣をつけ、心も体もい

きいきと過ごしましょう。どの年代の方でも参加いただけます♪

■開催日
３月１０・２４日

４月１４・２８日

５月１２・２６日

６月 ９・２３日

７月１４・２８日

８月１１・２５日

９月 ８・２９日※第５火曜

■講座料金

各回２，０００円

講師：石垣 雅浩 他

（ＮＰＯ法人奈良県健康麻雀協会）

【講師よりひとこと】

全く麻雀された事もない！というシニア世代の女性に凄くわかりやすく楽しく

１からレクチャーしていきます。「脳トレ」って意味もありますが、

それよりも麻雀は楽しいゲーム、難しいゲーム！「生涯の趣味」として学んで

ください。奈良県で最も生徒の多い超人気の講師(自称）！習って損なし！

♪♪スマイル体操体験講座のご案内♪♪

随時受け付けております！初めての参加の方に限り

■コース番号Ｂ５４１１-３８２ ■講座料金 ５００円

♪♪女性のための健康麻雀体験講座のご案内♪♪
■コース番号Ｂ５３０１₋３８２ ■講座料金 １，０００円

■開催日時 ３月２４日（火） １０：１５～１２：１５

【講師よりひとこと】

パステルを粉にして、指でくるくると描くので、誰でも描けます。描いてる時間は自分

だけの時間、癒しの時間です♪リハビリ効果もあります。手ぶらでご参加ください！

一部除く



第2・4

木

曜日 クラス名 テキスト代

初級Ⅰ 　1,650円（込）

中級Ⅰ 　2,200円（込）

中級Ⅱ 　2,200円（込）

オープン 　1,540円（込）

入門 　2,200円（込）

新　中級Ⅲ 　2,200円（込）

継続中級Ⅲ 　2,200円（込）

複数管 　1.980円（込）

第2 コース番号

金 B5420-382

　　

第2・4 コース番号

金 B5345-382

　　

第３ コース番号

土 B5370-382

　　

♪♪オカリナ体験講座のご案内♪♪
■コース番号Ｂ５３０８₋３８２　■講座料金　１，０００円　■開催日時　３月２６日（木）　１０：３０～１２：００

■持ち物：オカリナ・筆記用具（オカリナをお持ちでない方は無料貸し出しあり）※要予約

櫛野　眞弓

講師

櫛野　眞弓

上野　知子

上野　知子

コース番号 時間 開催日

第４
木曜日

※7月第5

　　4月23日
5月28日
6月25日

　7月30日（第5木曜）
8月27日
9月24日

B5406-382 15：20～16：20

第２
木曜日

※8月第1

4月9日
5月14日
6月11日
7月9日

8月6日（第1木曜）
9月10日

Ｂ5401-382 12：40～13：40

Ｂ5402-382 14：00～15：00

Ｂ5403-382 15：20～16：20

B5409-382 11：20～12：20

B5404-382

Ｂ5400-382 11：20～12：20

講師紹介

受：1名
催：5名

～癒しの音を奏でる～

オカリナ講座

13：00～14：30
受：1名
催：5名

歴史に名をなす人物　光と影

日本史講座
開催時間

14：00～15：00

12：40～13：40

B5405-382

10：30～12：00

開催時間
受：1名
催：１名

お昼のひととき

クラブツーリズムカフェコンサート14：00～14：30

開催時間
受：1名
催：5名

心・カラダゆるめる

三谷の和のエクササイズ講座

■講座料金 各回１，５００円 ※別途テキスト代（各クラス参照）

■持物：オカリナ

（購入可ＡＣ管：３，５２０円 複数管：１９，８００円）講師：上野 知子 講師：櫛野 眞弓

（パステル和アート 正インストラクター）

■開催日

４月１０日 ・ ２４日

５月 ８日 ・ ２２日

６月２６日

７月１０日

８月１４日 ・ ２８日

９月１１日 ・ ２５日

■講座料金

各回１，５００円（座学＋エクササイズで９０分）

■ 開催日

４月１８日 オーボエ＆ヴァイオリン＆ピアノアンサンブル

５月１６日 ならイメックアンサンブル

６月２０日 ※１００回特別公演 １４：００～１５：００

７月１８日 ならイメックアンサンブル

８月２２日 ならイメックアンサンブル

９月１９日 ならイメックアンサンブル

■ 料金 各回５００円（お菓子付）

■ 企画：ならイメック（奈良市国際音楽交流協議会）

（一部除く）

■開催日・テーマ

４月１０日 ジョン万次郎

５月 ８日 大友 宗麟

６月１２日 松平 定信

７月１０日 高 師直

８月１１日※前田 利家

９月１１日 徳川 家斉

※８月は第２火曜日

■講座料金

各回１，２００円

講師：吉田 美幸

（元奈良県立高校教諭）

歴史上の人物の知られざる影の部分に光をあてることによって、

真実の姿を探ってみませんか？

毎月異なる歴史人物にスポットを当てて解説します！

※月２回（６/１２・祝日を除く）
講師：三谷 友希

（SAKTI SHANTI主宰）

カフェコンサートの様子（イメージ）

一部除く

1回だけの参加も大歓迎！！

♪♪和のエクササイズ体験講座のご案内♪♪

■コース番号Ｂ５３０３₋３８２ ■講座料金 ５００円

■開催日時 ４月２４日（火） １３：３０～１５：００



【マークの見方】受：受付　　　　催：最少催行人員
発刊日：2020年2月10日　　　管理番号９３４８３

お申し込みの際には、この案内を必ずお読みください。

参加者名簿兼振込用紙、費用案内は、旅行の申込書に準じた表記、形式になっていますが、講座に置き換えて解釈していただきますようお願いいたしま

す。（例：出発日⇒受講日、旅費⇒受講料（参加費） 等）。また、出発日（受講日）は、講座の最終日（１日講座の場合は開講日）を表記しています。

講座初日ではありませんのでご注意ください。

受講申し込み

●クラブツーリズム店頭、電話、ＦＡＸ、インターネットにて申し込みください。

●講座によっては、継続受講者を優先し、一般募集前に継続手続きをする場合があります。

●各講座とも満員になり次第、締め切ります。

●受講者が一定数に達しないときは講座を中止または延期する場合があります。

受講料について

●入会金・年会費はいただきません。

●講座の受講料は前納していただきます。

●お支払いのお手続きは、お申込後10日以内にお済ませください。講座・イベント実施日の10日前を過ぎた日のお申込については本状到着より3日以内

にお願い致します。

(お支払いは、クラブツーリズム店頭もしくは、最寄の銀行又は郵便局でのお振込み、もしくはクレジットカードで承ります)

●講座の一部は当日のお支払いも申し受けておりますが、お手続きに時間を要する場合がありますので、予めご入金をされることをお勧めいたします。

●受講料の他に教材費、テキスト代、コピー代などを別途、徴収させていただく場合があります。

●現地集合の講座の場合、集合場所までの交通費は各自でご負担していただきます。

●開催場所、講座内容によっては万一の場合に備えての傷害保険を各自でご加入ください。

講座内容・日程の変更、休講

●やむをえない事由により、内容・日程の一部変更、代替の講師による開講となる場合があります。

●講師の病気、交通機関のストライキや天災地変のため、やむを得ず休講することがあります。

●やむを得ず休講となった場合、別途補講を検討しますが、補講ができない時は相当の代金を返金いたします。

●講座の欠席連絡は、事前にご連絡ください。

●講座開講日にも関わらず、授業開始後30分間、遅刻・欠席等の連絡がないまま、お客様が0名のときは、講座を中止とさせていただきます。その際の

講座受講料のご返金はいたしません。

体験受講/見学について

●原則として体験受講（１回のみ）が可能です。ただし満席の講座や一部の講座については、制限がありお受けできない場合があります。

詳しくはお問合せください。

●見学(30分間）は事前に予約が必要です。

受講のお取り消し

●開講初日の前日より起算して10日前から8日前までは20％、7日前から2日前までは30％、前日は40％、当日は50％、無連絡の場合100％、

取消料として申し受けけますのでご注意ください。

受講上のお願い

●会員証は発行していませんが、受講者がご本人であることの確認を求める場合があります。

●著しく講座の雰囲気を乱すおそれのある方は受講をご遠慮していただく場合があります。

●施設内でのお食事、喫煙はご遠慮ください。

●携帯電話の使用は他の方の迷惑にならないようマナーをお守りください。

●特に許可した講座以外での録音および撮影はご遠慮ください。

●貴重品は常に手元に置いてください。紛失や盗難の場合の損害補償の責任は負いかねます。

●「クラブツーリズム業務部奈良分室」企画・実施講座は、当社旅行業約款に定める特別補償保険の対象になりません。

●災害発生時には係員の指示に従って行動してください。

個人情報の取り扱いについて

●講師、出演者、参加者の住所や電話番号など個人情報は、個人情報保護の観点からお教えできませんのでご了承ください。

●当社は、お客様からの電話、郵便、ファクシミリ、インターネットそのほかの通信手段によるお申込みや、申込書、ご参加確認書、アンケート等への記

入等によりご提供いただいた個人情報を個人データとして保有し、当社および当社グループ企業、受託旅行業者（販売）において、お客様との間の連絡

のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた講座・イベント・説明会の手配およびそれらのサービスの受領のための手続きに必要

な範囲内で利用いたします。

※このほか、当社および当社グループ企業では、（１）当社が発行する「旅の友」およびその他旅行広告や情報誌等のご案内（２）当社および会社と提携

する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内（３）保険、トラベラーズチェック、お土産、駐車場、旅行前後泊施設等のご案内（４）イベント参加後の

ご意見やアンケートのお願い（５）特典サービスの提供（６）統計資料の作成（７）当社事業への参画のご案内にお客様の個人情報を利用させていただくこ

とがあります。

●当社は、当社が保有するお客様の個人情報のうち、住所・氏名・電話番号・生年月日・性別・商品購入履歴・メールアドレスを商品開発や商品案内など

販売促進活動、お客様へのご案内連絡や対応のために、当社グループ企業と共同利用させていただきます。

●上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針ならびにグループ企業名称については、当社のホームページ（http://www.club-t.com）でご確

認ください。

クラブツーリズム業務部奈良分室 イベント・講座受講に関するお約束

■ 企画：ならイメック（奈良市国際音楽交流協議会）

【講座企画実施】

近鉄グループ クラブツーリズム株式会社 業務部奈良分室

〒630-8215 奈良市東向中町28番地奈良近鉄ビル5階

［講座・イベント企画実施管理者：松井 修一］

観光庁長官登録旅行業第1693号
■カウンター営業時間

10：00～17:00（日・祝日休業）

■電話：0742-90-1000

9：15～17：30（日・祝日休業）

■ＦＡＸ：0742-24-1201

カフェコンサートの様子（イメージ）


