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1回講座 1回講座

建物探訪＆美食めぐり
銀座 うち山
茶懐石を基本とした和食を堪能でき
る名店『銀座 うち山』。和の風情ただ
よう落ち着いた空間で、五感に喜び
を運ぶ奥深い味わいは、2008年よりミ
シュランで星を獲得し続けていること
でも頷けます。居心地のよい雰囲気
の中、田島先生の軽妙洒脱な解説も
料理に花を添えます。

▲「銀座 うち山」内観

【田島恭子 プロフィール】
一級建築士、インテリアプランナー、英国マス
ター オブ サイエンス。英国エディンバラ大学＆
カレッジオブアート環境学部建築学科環境保
存専攻修士課程。帰国後、北米系輸入住宅
の企画開発などに携わり、クラシックインテリア
も研究。現在、カルチャースクールの講師とし
ての活動も積極的に行っている。著書に「ヨー
ロッパ建築インテリア大事典」柏書房。

関東6店舗共同企画 ♠♥

銀座線 沿線の歴史散策
東京メトロ銀座線沿線の史跡や歴史
スポットをめぐって歩く散策シリーズ。
12月は青山一丁目駅から、神宮前の
イチョウ並木を経て千駄ヶ谷周辺の
神社や寺院をめぐります。1月は赤坂
見附駅から赤坂の史跡探訪。繁華
街のなかの古寺古社をめぐります。

▲神宮外苑

▲山王日枝神社

関東6店舗共同企画

世界の3つ星シェフとして名高い美食の巨匠
ピエール・ガニェール

【メニュー予定】●カクテル ド ポッシュ（前菜）　●肉料理　●デザート3種　●コーヒー　●小菓子　
　　　　　　※ワンドリンク付（赤ワイン、白ワイン、ソフトドリンク）

　“厨房のピカソ”と呼ばれる天才3つ星シェフ、
ピエール・ガニェール氏がプロデュースする現代
風フランス料理のレストラン。ＡＮＡインターコン
チネンタルホテル東京の天空に近い超高層階
（36階）で、洗練された空間と息をのむ素晴らし
い景観とともに、厳選された素材を用いた独創
的で芸術性の高いお料理をお楽しみください。

※11月24日（金）以降のキャンセルはご容赦願います。

【ピエール・ガニェール 
プロフィール】
1950年、フランス・アピナック生まれ。料理人の両親を持つ
4人兄弟の長男で、パリやリヨンで料理人としてのキャリアを
積む。1981年に独立し、自身の名前を冠した「ピエール・ガ
ニェール」をオープン。瞬く間にミシュラン2つ星・3つ星を獲
得。その芸術的センスとおいしさ溢れる料理が多くのファン
を魅了し続ける。2010年3月、ＡＮＡインターコンチネンタル
ホテル東京内に開業し、現在は世界に14店舗を展開中。
フランスの権威ある専門誌「Le　chef」において、2015年
ミシュランの星を獲得している料理人が選ぶ、世界で最高
の料理人100選の内、ベストシェフに選ばれている。

日 時
集 合
会 場

受講料
定 員

12月6日（水）　12：00～14：00
11：50　
ピエール・ガニェール
ＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京36階
会員 16,000円　一般 17,600円
25名（関東6店舗合計）

関東9店舗共同企画

音楽家・田中修二先生とともに歌う「童謡
＆懐メロ クリスマスパーティー」。クリスマス
ソングや童謡、青春時代の思い出の歌な
どを集めて歌いましょう。会場は、フランス
語でまさに「青春」という名のレストラン
「ラ ジュネス 代官山」。正統派フレンチの
逸品とともに、心をときめかせた青春の1
ページに戻って、素敵なクリスマスをお過
ごしください。

童謡＆懐メロを歌おう！
クリスマスパーティー2017

【田中修二 
プロフィール】
ピアノ、司会、ラジオ
などで活躍中。
隔週刊ＣＤマガジン
「日本のうた こころの歌」
監修。芹洋子他の伴奏者
として活躍。

関東9店舗共同企画

浮世絵に描かれた江戸名所を訪ねる㉑
新しい年を祝って柴又七福神

【コース予定】「京成高砂」駅→観蔵寺（寿老人）→医王寺（恵比寿）→宝生院（大黒天）→良観寺（布袋尊）→
万福寺（福禄寿）→昼食→真勝院（弁財天）→題経寺・柴又帝釈天（毘沙門天）→「京成柴又」駅解散

江戸時代から参詣客でにぎわった柴又帝
釈天。この柴又帝釈天を中心に周辺の寺
院をめぐる柴又七福神は、発祥は新しいも
のの、訪ねる寺院は歴史を重ねたところば
かりです。徳川将軍家ゆかりの大黒天像が
ある宝生院、彫刻美が見事な帝釈天など
各寺院に見どころはたっぷりです。 ▲柴又帝釈天 渡辺省亭

▲柴又帝釈天

A）日時　12月1日（金）　13：00～15：30
集合　12：50　「青山一丁目」駅　0番地上出口（青山ビル方面出口）

【コース予定】「青山一丁目」駅→神宮外苑→聖輪寺→
瑞園寺→鳩森八幡神社→「代々木」駅解散

Ｂ）日時　1月12日（金）　13：00～16：00
集合　12：50　「赤坂見附」駅　地上出口Ａ（赤坂見附交番前）

【コース予定】「赤坂見附」駅→豊川稲荷→赤坂不動→
浄土寺（一木地蔵）→山王日枝神社→「赤坂」駅解散
会員 3,880円　一般 4,210円
小林祐一（旅と歴史のプロ・ナビゲーター）
30名（関東6店舗合計）

受講料
講 師
定 員
※雨天実施。歩きやすい服装でお出かけください。

1月23日（火）　10：50～15：30
10：40　
京成本線　「京成高砂」駅　改札口前
川千家 会席膳うな丼付
会員 11,500円　一般 12,500円
（拝観料・昼食代・ご朱印色紙代含む）
小林祐一（旅と歴史のプロ・ナビゲーター）
35名（関東9店舗合計）

※雨天実施。歩きやすい服装でお出かけください。
※1月17日（水）以降のキャンセルはご容赦願います。

日 時
集 合

食 事
受講料

講 師
定 員日 時

集 合
会 場
受講料
定 員

12月15日（金）　11：30～14：00
11：15　
レストラン「ラ ジュネス 代官山」
会員 11,700円　一般 12,800円
50名（関東9店舗合計）

※12月9日（土）以降のキャンセルはご容赦願います。

※1月9日（火）以降のキャンセルはご容赦願います。

日 時

集 合
受講料

講 師
定 員

1月16日（火）
12：40～14：30
12：30 銀座 うち山
会員 17,280円　
一般 18,190円
田島恭子（インテリア研究家）
15名

（資料代含む）

▲イメージ

【メニュー予定】付き出しから8品程特別おまかせ懐石コース※食前酒付
食事開始時間は13時を予定しています。

12月5日（火）　11：00～14：30
10：45　-両国- 江戸NOREN　入口
丸和繊維工業㈱
「ちゃんこ霧島」　-両国- 江戸NOREN内
会員 7,350円　一般 8,420円（昼食代含む）
伊藤 哲朗（丸和繊維工業㈱常務取締役）
20名

日 時
集 合
会 場
食 事
受講料
講 師
定 員

髙島屋オンラインストアでも販売された「おつつみ」
は「むすばない、ふろしき」としておもてなしの気持
ちを形に表す進物体裁に適した新しいコミュニ
ケーションツールです。宇宙船内被服に採用された
動体裁断ニットシャツ「INDUSTYLE TOKYO」
から、髙島屋ブランドとして爽快美男シャツ
「MEMBRANA」も誕生しました。老舗繊維メー
カーならではの貴重なお話に耳を傾けます。

東京手しごと名品巡り　1956年創業 丸和繊維工業㈱
おつつみのこころ と MEMBRANA

【メニュー予定】〈霧島昼御膳-溜〉●紙鍋ちゃんこ　●お刺身　●柔らかローストビーフ　●茶碗蒸し

【コース予定】-両国- 江戸NOREN→昼食「ちゃんこ霧島」→丸和繊維工業㈱　現地解散　※最寄り駅「両国」駅
※手しごと名品お土産付き。「-両国- 江戸NOREN」施設解説付。
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お申込受付：11月6日（月）より7階友の会窓口 お問い合わせ：日本橋髙島屋セミナー事務局　直通TEL（03）6867-1674（祝日休）

※講座お申し込み受付は11月6日（月）より、7階友の会窓口にて承ります。 ※♠♥各マークは参加資格です。♠マークは男性の方、♥マークは女性の方。
※催行可能人数に達しない場合、催行を中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。 ※価格は消費税を含む総額にて表示をしております。



12月12日（火）　10：45～13：00
10：30 ＣＯＲＥＤＯ室町1 地下1階 日本橋案内所前
 ㈱にんべん本社 会議室
会員 6,270円　一般 6,800円（お弁当代含む）
堀江直行（だしソムリエ）
20名

日 時
集 合
会 場
受講料
講 師
定 員

世界文化遺産「和食」その基本は「おだし」。にんべん
本社にて、時代とともに美味しいかつお節（フレッシュ
パック）やつゆの素などヒット商品を生み出す企業努力
などを社史変遷とともにだしソムリエがお話します。
TV「カンブリア宮殿」でも紹介された日本人の味覚を
呼び覚ます努力、五感に訴える広報など乞うご期待！
日本橋だし場数量限定「彩りだし御膳」のお弁当付。

美味しい会社訪問　この国の味　ここから
鰹節一筋！創業318年 にんべん

11月28日（火）　11：30～15：30
11：15　JR「鎌倉」駅東口改札
喜久寿司
会員 7,560円　一般 8,300円（拝観料・昼食代含む）
大貫昭彦（随筆家）
20名

日 時
集 合
会 場
受講料
講 師
定 員

「日蓮宗の本山めぐり」
全国にある日蓮宗寺院の中で、本山を称するのは57ヶ寺で
す。鎌倉には2ヶ寺、日蓮宗最古と伝える妙本寺と、日蓮が佐渡
から帰還滞在した地に開かれた本覚寺です。妙本寺には、鎌
倉時代作と伝える上人像が、本覚寺には南北朝時代作の釈
迦三尊像が祀られています。二つの本山を特別拝観します。

四季の自然と歴史を感じる小さな旅
大貫昭彦・鎌倉めぐり

12月7日（木）
11：20
総本家 小松庵 駒込本店
会員 14,580円　一般 15,560円
ほしひかる（エッセイスト／江戸ソバリエ協会理事長）
18名

日 時
集 合
会 場
受講料
講 師
定 員

「おいしいものの追求」 と「職人の育成」を二つの柱に、大
正11年駒込に創業以来、江戸蕎麦独特の四角に延ばす
打ち方、濃いめの汁、最高の「東京蕎麦」を提供し続ける
総本家 小松庵。蕎麦前のお料理も、蕎麦に見合った逸品
ぞろいです。モダンな個室「蕎学洞」で、ほしひかる先生の
蕎麦談義とともに蕎麦の魅力に酔いしれてください。

“九つ”は蕎麦で粋に〆ましょう
総本家 小松庵 駒込本店

11月29日（水）　10：45～13：30
10：30　東京メトロ銀座線 「浅草」駅改札 
布文化と浮世絵の美術館　アミューズミュージアム
「おはしde 精養軒」
会員 7,560円　一般 8,300円（入館料・昼食代含む）
小木美光（工房 絲遊主宰）
20名

日 時
集 合
会 場
食 事
受講料
講 師
定 員

「BORO」＝「ぼろ」。かつて北国・青森の村 で々は布は希少なもので
した。ツギを当て、麻布を重ね、刺し子を施し補強。布を細く裂いて織
るなど現代でいうリサイクルやエコを実践していました。裂き織講師と
ともに、布文化と浮世絵の美術館をアテンドツアーで見学します。

裂き織講師と訪ねる！布文化
BORO美しいぼろ布展

1月30日（火）　10：50～15：30
10：45 東銀座駅地下 木挽町広場
厲家菜 銀座
会員 12,750円　一般 13,500円（昼食代含む）
工藤みどり（㈱旅案ZOOガイド"とうきょう案内人"）
20名

日 時
集 合
食 事
受講料
講 師
定 員

新春 銀座シリーズ ４回目は、1～4丁目 昭和通り～中央通り
界隈の散策。知る人ぞ知る名店やひっそり佇む老舗から
ニューフェイスまで、「奥銀座」らしい雰囲気がいっぱい。ラン
チは清朝宮廷料理を今に伝える厲家菜銀座。新春にふさわ
しい 西太后の愛した美と健康の長寿食をご堪能ください。

新春は銀座で
きらり！街歩き

11月27日（月）　11：00～15：30
10：50　京王線「高幡不動」駅改札口
会員 5,400円　一般 5,940円（資料代含む）
佐藤征男（森林インストラクター）
16名
あればルーペ、双眼鏡

日 時
集 合
受講料
講 師
定 員
持参品

高幡山明王院金剛寺は晩秋1300本以上のイロハモ
ミジやオオモミジに彩られます。五重塔・大師堂・鐘楼
堂など寺院建築物に紅葉が調和し、名刹に晩秋風
景に奥行きを与えています。よく整備された四国八十
八ケ所巡拝を模した山内の巡拝コースを巡ります。

花観察
紅葉の高幡不動尊金剛寺

初代上野のパンダ（カンカン）に漢方を処方し、風邪を治した
「天心堂診療所」。診療所を継承した3代目講師が、漢方薬を
煎じながら分かりやすい言葉で解説。東洋医学（漢方）と西
洋医学の治療方法や効き目の違いなど各々の長所や利点か
ら「良いとこ取り」治療を提唱している医師による講座です。

漢方養生術　Vol.12　漢方入門
漢方薬と西洋治療の「良いとこ取り」！

1回講座

1回講座

1回講座

1回講座

1回講座

1回講座

1回講座

1回講座

※美味しいお土産付。

※雨天実施。歩きやすい服装・靴でお出かけください。

【コース予定】「鎌倉」駅→昼食「喜久寿司」→妙本寺→本覚寺→「鎌倉」駅付近解散 ※歩く距離2km

【メニュー予定】●前菜盛合せ　●変わり蕎麦　●お造り　●肉料理　●天婦羅盛合せ　●生粉打ちせいろ　●デザート※食前酒付

【ほしひかる プロフィール】
平成15年、江戸ソバリエ認定事業実行
委員会を仲間と共に立ち上げる。現在
は、エッセイスト、江戸ソバリエ認定委員、
（社）日本蕎麦協会理事など多数勤める。
「日本そば新聞」など各誌にエッセイを執
筆中。共著『至福の蕎麦屋』（ブックマン
社）など多数。多方面で活躍中。

【工藤みどり プロフィール】
元航空会社勤務、CAソムリエのパイ
オニア、現在は㈱旅案ZOOのガイド、
"とうきょう案内人"として活躍中。江戸
城大奥のよもやま話から築地市場の
お得情報まで広く深く楽しくご案内、が
モットー。江戸文化歴史検定1級。

【佐藤征男 プロフィール】
NPO森林インストラクター会フォレスト
理事長。長年NHKで自然番組などド
キュメンタリー番組を手がけてきました。
その経験を生かし、さまざまな自然観察
会の講師を務め人気を博している。

12月13日（水）　13：00～15：00
12：50　天心堂診療所7階エレベータ前
天心堂診療所　「上野」駅 浅草口徒歩1分
会員 3,560円　一般 4,640円
玉山 珉碩（張 珉碩）天心堂診療所三代目

日 時
集 合
会 場
受講料
講 師

タマヤマ  タミヒロ チョウ タミヒロ

※「漢方」全般について解説する講座です。診療ではありません。
煎じ薬の試飲と蜂蜜を用いた漢方商品などの試食付。
※最少催行人数「5名」

【玉山珉碩（張 珉碩） プロフィール】
独協医科大学卒。独協医科大越谷病院入局後、
祖父、父の理念を忠実に守り、約50年の歴史を持
つ漢方診療所を3代目として継承。２００８年、天心堂
漢方ビル内に「天心堂診療所」を開院。患者の目線
と信頼感を大切にした漢方を目指し、現在に至る。

【メニュー予定】〈シェフのおすすめコース〉●ビーフシチュー　●本日のスープ　●サラダ　●ライス　●フルーツ　●デザート　●コーヒー or 紅茶付

【コース予定】「浅草」駅改札→「アミューズミュージアム」→「おはしde 精養軒」にて昼食　現地解散 ※最寄り駅東京メトロ銀座線 「浅草」駅

【メニュー予定】●前菜8品　●主菜3品　●沕　●点心　●甜品　※食前酒付

【コース予定】東銀座→やまう→ルコチア→柏屋→木挽町よしや→ムッチーニ→スワンベーカリー→キットカットショコラトリー→mugendai などなど

【コース予定】「高幡不動」駅→高幡不動尊 山内の巡拝コース→昼食「増田屋」（自由注文各自払）
→現地解散※京王線「高幡不動」駅までご案内

　※雨天実施。歩きやすい服装でお出かけください。

▲彩りだし御膳

▲本覚寺　夷堂

▲妙本寺 祖師堂

▲蕎学洞内観

▲高幡不動尊境内

▲厲家菜 銀座店内
レイカサイ

▲講師

♠♥7

♠♥9

♠♥11

♠♥13

♠♥8

♠♥10

12

♠♥

♠♥

14

※雨天実施。

※講座お申し込み受付は11月6日（月）より、7階友の会窓口にて承ります。 ※♠♥各マークは参加資格です。♠マークは男性の方、♥マークは女性の方。
※催行可能人数に達しない場合、催行を中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。 ※価格は消費税を含む総額にて表示をしております。

お申込受付：11月6日（月）より7階友の会窓口 お問い合わせ：日本橋髙島屋セミナー事務局　直通TEL（03）6867-1674（祝日休）

▲イメージ

ミシュランも認めた一二三庵店主による１日限りの特別講座。世界文化遺
産和食の技をお見せするデモンストレーション形式のサロンです。店主こ
だわりの食器に一品一品盛り付け、料理とともに四季の室礼に触れられ
る客間に席を移します。会話を楽しみながらお食事をお楽しみください。

目で見て　舌で味わう　お・も・て・な・し
 神楽坂 お稽古さろん

【メニュー予定】「おもてなし特別会席」　●先付　●椀物　●焼き物　●煮物　●ご飯物　●甘物

【粟飯原崇光 プロフィール】
2001年千駄木にて、一日二組に限ったお客様を
おもてなしする完全予約制の日本料理店「一二三
庵」を開店。（現在移転準備中のため閉店）ミシュ
ラン東京2012～2015にて４年連続 二つ星。プ
ロの職人への指導やメディア出演等著書多数。

12月1日（金）　11：00～14：00
10：50　東京メトロ東西線「神楽坂」駅　改札
一二三庵 神楽坂 お稽古さろん
会員 20,520円　一般 21,600円（昼食代含む）
粟飯原崇光
（一二三庵店主 / 日本料理教室代表講師）
12名

日 時
集 合
会 場
受講料
講 師

定 員

アイハラタカミツ

※デモンストレーション形式ですので、実技はいたしません。
ミシュラン2つ☆プロの技をご覧いただいた後で、別室にてお食事となります。



11月24日（金）　10：30～12：30
戸田ビル1階教室
会員 3,020円
一般 3,240円
756円（抹茶・お菓子付）
井関脩智 （星岡主宰） 

日 時
会 場
受講料

教材費
講 師

「冠婚葬祭の贈答儀礼」
月謝袋等の「金封」を末広（扇子）にのせて
差し出す時の向きは？出産祝いには「寿」の
文字は使わない、何故でしょう？「のし」の意
味は？仏事の時に金封の表書きは何と書く
のがよいのでしょうか。表書き「まつば」はど
のような時につかうのでしょうか。今回は贈
答儀礼のお話です。

日本のしきたりを知る

クリスマス花 12月7日（木）　お正月花 12月21日（木）
各10：30～12：30
クリスマス 12月1日（金）　お正月 12月14日（木）
戸田ビル1階教室
会員 1,785円　一般 1,870円
クリスマス花 2,200円　お正月花 4,500円
中村美梢（草月流理事）
お花のお持ち帰り袋

日 時

申込締切
会 場
受講料
教材費
講 師
持参品

特別な日のための心を込めたおもてなし
のお花で、華やかにクリスマス＆新年を
迎えてみてはいかがでしょうか。
初心者歓迎。

草月いけばな
クリスマス＆お正月

12月４日（月）　13：30～15：30
戸田ビル1階教室
会員 2,480円　一般 2,590円
1,080円
高嶋悠光（日本字てがみ協会会長）
お持ちであればお使いの筆

日 時
会 場
受講料
教材費
講 師
持参品

字てがみの「年賀状講座」です。漢字一文字で
生まれる、豊かなコミュニケーション「字てがみ」。
新しい年の始まりに交わす年賀状を字てがみに
してみませんか？ 来年の年賀状はと悩む必要は
ありません。この講座で新しい年賀状にチャレン
ジしてみてください。初心者、大歓迎です。

世界で一番短いたより
「字てがみ」で年賀状

11月25日（土）　16：00～17：30
11月30日（木）　18：30～20：00
戸田ビル1階教室
会員 8,000円　一般 9,000円
古屋絢子（英語通訳案内士）
ご自身のスマートフォン。十分に充電したもの、通信
容量も余裕のあるようにご用意の上お持ちください。
※スマートフォン操作練習講座ではございません。

日 時

会 場
受講料
講 師
持参品

スマートフォンの多言語翻訳アプリケーションを使った語学講座です。
先ずは、ご自身のスマートフォンに語学アプリをダウンロードして、アプリ
の使い方を習ったら、次は実際に試して使ってコミュニケーション。
最初は英語から始めます。アプリで、簡単な言葉を覚えて使いこなせ
たら、街で外国人に話しかけられても 自信を持って会話できます。

使いこなせば国際人、最初の一歩
スマホアプリでコミュニケーション

12月13日（水）　
13：30～17：30
戸田ビル1階教室
会員 5,540円
一般 5,760円
土屋文子（洋裁師）
帯1本・糸切りばさみ・断ちばさみ・まち針

日 時

会 場
受講料

講 師
持参品

使わなくなった帯で、自分だけのオリジナル
バッグを作ってみませんか？ 帯の柄を活か
した軽くて使いやすい、シンプルなスクエア
型です。バッグにすると帯のイメージが変わ
り、洋服にもピッタリ。ミシン初心者の方も安
心してご受講いただけます。

たんすに眠っている帯が変身！
帯リメイクバッグ

12月18日（月）　10:30～13:00
戸田ビル1階教室
会員 2,160円　一般 2,265円
4,180円
久保清子（フレンチBOX主宰）
ハサミ（布切り・紙切り両方or兼用1本）
30ｃｍ定規・お手ふき・お持ち帰り用袋

日 時
会 場
受講料
教材費
講 師
持参品

厚紙に輸入生地を貼って作ります。
今回は３種類の中から選んでいた
だきます。
タッセルを付けると可愛い仕上げ
になります。（当日販売　300円）

フランスの伝統工芸
カルトナージュ「半円形ＢＯＸ」

1月10日～3月7日（水）　
13：30～15：30
戸田ビル1階教室
会員 7,440円
一般 8,100円
2,700円
追加教材費が発生する場合がございます。
宇佐美悦子（日本花結び文化学会会員）
よく切れるはさみ・ピンセット・花結び用ボード
お道具購入希望は初回受講時にご注文ください。

日 時

会 場
受講料

教材費

講 師
持参品

1月/戌の根付け2ヶ（長さ14㎝程度）
2月/くさり結びの平紐ブレス
3月/玉結びロングネックレス
（長さ2m程度）

▲
新規参加者向けの作品を掲載しています。
糸色は当日ご希望の色をお選びください。

一本の紐が紡ぐ伝統技法
花結び

1回講座

1回講座 ♠♥

1回講座 ♠♥

♠♥1回講座

各１回体験

2回講座

各1回講座

3回講座

※定期教室との合同クラスとなります。

（教材費込み）

11月23日（木・祝）・12月10日（日）  各13：30～16：30
戸田ビル１階教室
会員 各3,460円
一般 各3,780円
各575円
塩川潮子（帯工房「遊創」主宰）
名古屋帯又は袋帯1本、糸きりバサミ、指ぬき（金製がお勧め）、
洗濯バサミ10つ、メジャー、（試着用に）帯枕、帯揚げ、帯板帯締め

日 時
会 場
受講料

教材費
講 師
持参品

着物は着たいけど、帯結びが・・・と言う方。
着付けの難関である帯結びを、3分で帯結
びが整う「切らずに作る　帯結び」で、気楽
に着物を着る機会を増やしてみませんか？

気軽に着物でおでかけ
切らずに作る　帯結び

※「角出し結び」ご希望の方（リピーターのみ）は、事前申し込みと当日追加教材費（270円）のお支払いをお願いします。
※帯は、風にあてて干したものをお持ち下さい。

♠♥

♠♥

♠♥♠♥

♠♥

▲お正月花イメージ

▲講師：中村美梢

▲講師参考作品

▲スマホ操作中の講師

▲作品サイズ　18×25×高さ14cm

Ⓐ

Ⓑ
Ⓒ

【井関脩智 （星岡主宰） プロフィール】
1946年東京生まれ。北大路魯山人によって
創立された「星岡茶寮｣最後の料理長、藤本
憲一を叔父に持ち、茶は裏千家、花は池坊流
を学ぶ。池坊御茶ノ水学院日本料理講師を務
めた後、「星岡」を主宰。星岡茶寮伝統の味を
今に伝える。

受講生作品
▲作品サイズ　縦43×横50㎝

【講師プロフィール】
お茶の水女子大学大学院博士
課程前期修了。大学院在学中よ
り日本科学未来館に勤務、2013
年春、通訳ガイド試験合格。同年、
通訳ガイド稼働。年間100日以上
ツアーの傍ら、各種教育機関、全
国ガイド養成講座で講師をつとめ
る。経験を活かした指導が特徴。

170

874

823

801

370

977

867

824

※講座お申し込み受付は11月6日（月）より、7階友の会窓口にて承ります。 ※♠♥各マークは参加資格です。♠マークは男性の方、♥マークは女性の方。
※催行可能人数に達しない場合、催行を中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。 ※価格は消費税を含む総額にて表示をしております。

お申込受付：11月6日（月）より7階友の会窓口 お問い合わせ：日本橋髙島屋セミナー事務局　直通TEL（03）6867-1674（祝日休）



12月2日（土）　13：30～15：30　
戸田ビル1階教室
会員 4,625円　一般 4,825円
別途
鈴木紅鴎
（俳画紅鴎会主宰・俳人協会会員）
絵筆中2本・かな筆1本・筆洗・顔彩絵具・
青墨・下敷・筆拭きタオル・硯・平皿
※お持ちでない方は教室で販売致します。

※定期教室との合同クラスとなります。

※完成作品は、乾燥・焼日数を含め、約3週間後のお渡しとなります。

※樅をオレゴンから取り寄せる為、実物見本が遅れることをご了承ください。
※教材仕入れ時により、掲載見本作品の仕上がりと異なる場合がございます。

日 時
会 場
受講料
教材費
講 師

持参品

十二支・六十千支などのお話をまじえ、
戌年を主として5～6種類の作例をもとに、
書も含めてご指導いたします。

真心こめて新年の挨拶を
俳画とかな書

伝統技法つまみ細工の松竹梅で、来年の干支「犬」を飾
ります。材料の布はたくさんの色をご用意。お好みで松竹
梅以外のお花で飾るのも素敵です。小さな緋毛氈と犬張
り子のメッセージカードもお付けし、プレゼントとしてもお勧
め。華やかな新年をお迎えするのにぴったりな作品です。

11月28日（火）・12月26日（火）　各13：30～15：30
12月15日（金）　18：30～20：30
戸田ビル1階教室
会員 各2,700円　一般 各3,240円
各3,600円
沼尾智子
（コスチュームデザイナー /MAMoZAIK代表）
エプロン

※つまみ細工のお道具セット（2,700円）は希望者に当日販売。

日 時

会 場
受講料
教材費
講 師

持参品

MAMoZAIK
つまみ細工で飾る干支張り子「花犬さん」

Ａ）11月12日・12月10日　
Ｂ）11月12日or12月10日
各第2日曜日　各13：30～15：30
戸田ビル1階　和室（洋室仕様）
Ａ）会員 4,970円　一般 5,400円　
Ｂ）会員 各2,485円　一般 各2,700円
4,320円
本間左小里（張り子造形作家 本まねき猫屋）
手拭きタオル

日 時

会 場
受講料

教材費
講 師
持参品

来年の干支を張り子で作りませんか？
縁起の良い「起き上がりこぼしの戌だるま」で、
新春のお部屋を飾りましょう。絵付け次第で
世界にひとつしかない表情になります。

日本の伝統技　張り子
干支飾り　鏡餅 と 戌だるま

11月23日（木・祝）　10：30～12：30
戸田ビル1階教室
会員 2,700円　一般 3,000円
1,000円（追加の場合は別途）
加藤洋二（陶芸家）
エプロン

日 時
会 場
受講料
教材費
講 師
持参品

「日々 の暮らしの中から丁寧に言葉を集め、形ができ
る」と語る、陶芸家の加藤洋二先生。多くのファンを
持っている加藤先生と一緒に、干支の陶印を作って
みませんか？持ち手は先生にご指導いただきながら、
自由に造形しましょう。石膏板を使うので、比較的簡
単に作れます。きっと年賀状書きが楽しくなりますよ。

陶芸家・加藤洋二先生と作る
干支の陶印

1月15日（月）～3月19日（月）　
13：30～16：30　
※2月19日（月）は14：00開始
戸田ビル1階教室
会員 9,720円　一般 10,700円
4,860円
坂野ゆかり（和ぞうり縁工房主宰） ほか
はさみ・30cm定規・洗濯ばさみ

日 時

会 場
受講料
教材費
講 師
持参品

色はグリーン、紺、赤をご用意。
お申込み時にお選びください。

今だから環境にやさしい
エコクラフト

A）12月  1日（金） アドヴェント　
B）12月  3日（日） リース　
C）12月15日（金） ドアスワッグ
各10：30～12：30
戸田ビル1階教室／和室（洋室仕様）
会員 各3,565円　一般 各3,780円　
A）7,020円　B）8,950円　C）8,950円
丸藤知子（T’s  Floral  Design 代表）
作品お持ち帰り袋。ハサミ（花鋏またはクラフト鋏貸出有。）

日 時

会 場
受講料
教材費
講 師
持参品

“幸せを呼ぶ妖精”が潜むという香り豊な樅
をふんだんに使ってこころ踊るクリスマスに
向けお部屋を彩る3種の飾りを作ります。

英国式フラワーアレンジメント　クリスマス飾り
オレゴンの香り豊かな樅を使って

12月10日・1月14日（日）　
各10：30～12：30
戸田ビル1階教室
会員 各2，160円　
一般 各2，265円

日 時

会 場
受講料

12月/13，800円　1月/5，960円
佐古孝子（サコタカコ創作ビーズ織教室主宰）
矢部百子（サコタカコビーズ織教室講師）
織機・はさみ・セロテープ 

教材費
監 修
講 師
持参品

12月/タペストリー スノーマン
サコタカコ ビーズ織～初中級合同クラス～

1月28日（日）　13:00～16:00
戸田ビル1階教室
会員 5,400円　一般 6,480円
4,650円
佐藤聖美
（ニューヨーク在住 Art Studio Sugar Mommy主宰）
渥美千恵子（Art Studio Sugar Mommy講師）
ビーズステッチ用針・糸・小さいはさみ・目打ち
ビーズマット

※お持ちでない方は申し込み時にご注文ください。 ※織機（小／4，752円）をお持ちでない方は教室にて販売。

日 時
会 場
受講料
教材費
監 修

講 師
持参品

大きさの違うコットンパールをリズミカルに
配したビンテージ風ネックレスです。
カジュアルにもフォーマルにも合う、使い
勝手のよい作品です。

ニューヨークビーズアート
コットンパールネックレス

1回講座

A）2回講座  B）各1回講座

3回講座

各1回講座

各1回講座

1回講座

各1回講座

1回講座

▲講師参考作品

▲右側

▲左側

▲鏡餅 幅8×高さ7㎝（台の高さ7㎝）　戌 幅5×高さ7㎝

▲リボンの蓋つきかご
小物いれ 直径20×高さ11㎝
ふた 高さ6㎝（中落とし1.5㎝含む高さ）

◀縦12.5×6.2㎝　
　くさり10㎝

1月/ペンダント「星と月」と「カーネーション」

　　◀ペンダント2本作成
　　ビーズ部分2㎝角
　「月と星」ペンダントヘッド5.8㎝
「カーネーション」ペンダントヘッド7.8㎝

▲ネック長さ60㎝

作品サイズ　高さ9×長さ9.5×幅7㎝
透明ケース付き

講師参考作品

※12/5～11日本橋髙島屋本館7Fにて展示即売開催。新規の方は、別途要基本道具セット（1,300円）当日講師へ各自お支払となります。

A）は基本の3工程・粘土で
土台・下地張り・絵付け

B）各1回は、絵付けのみです。

▲A）直径30×高さ24㎝
（キャンドル含）

▲B）直径35㎝

▶C）横25×
長さ60㎝

【加藤洋二 プロフィール】
1953年生まれ。加藤卓男（人間国
宝）に師事。朝日陶芸展朝日陶芸賞、
中日国際陶芸展名古屋市長賞、国
際陶芸展フェスティバル美濃‘92審
査員特別賞など受賞。岐阜県陶磁器
資料館作品永年保存。

【坂野ゆかり プロフィール】
1998年より日本の物作りの文化継承と
健康、リサイクルをテーマに布ぞうりと竹籠
作りに取りくむ。2000年より竹籠は材料
をクラフトテープに変え静岡、東京で指導
を行っている。
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※講座お申し込み受付は11月6日（月）より、7階友の会窓口にて承ります。 ※♠♥各マークは参加資格です。♠マークは男性の方、♥マークは女性の方。
※催行可能人数に達しない場合、催行を中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。 ※価格は消費税を含む総額にて表示をしております。

お申込受付：11月6日（月）より7階友の会窓口 お問い合わせ：日本橋髙島屋セミナー事務局　直通TEL（03）6867-1674（祝日休）



お申込受付：11月6日（月）より7階友の会窓口 お問い合わせ：日本橋髙島屋セミナー事務局　直通TEL（03）6867-1674（祝日休）

※講座お申し込み受付は11月6日（月）より、7階友の会窓口にて承ります。 ※♠♥各マークは参加資格です。♠マークは男性の方、♥マークは女性の方。
※催行可能人数に達しない場合、催行を中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。 ※価格は消費税を含む総額にて表示をしております。

1月22日・2月12日・3月12日　各10：30～12：00
戸田ビル1階教室
会員 8,100円　一般 9,000円
松﨑冴子（妙の会共同主宰）

日 時
会 場
受講料
講 師

万葉集は、7世紀後半から8世紀後半にかけて編ま
れた日本に現存する最古の和歌集です。天皇、貴族
から下級官人、防人などさまざまな身分の人々が詠
んだ4516首。素直な言葉で率直に綴られた歌は、い
つの時代でも変わらぬ魅力で深い感動と共感を与
え続けています。今回は定期講座の最初の3回とし
て、万葉集の総体的な説明と、万葉集開花期と言わ
れる第一期の歌について読み解いていきます。

最古の歌集
万葉集入門

【松﨑冴子 プロフィール】
1972～74年、慶應義塾大学大学
院古代国文学講座を聴講。1974年
から40年間、清川妙主宰の講座にて
万葉集を学ぶ。2014年、清川妙逝
去後、自主勉強会「妙の会」を仲間と
立ち上げ、講師を務める。著書に『春
の夜の夢―季節のことばとこころ』
（求龍堂）。

302 3回講座 ♠♥

12月11日（月）　19：00～20：30
戸田ビル1階教室
会員 2,700円　一般 3,240円
首長一代（アドラー心理学／心理学カウンセラー）

日 時
会 場
受講料
講 師

今回のテーマは、「普通でいる勇気」。
親の期待に沿って生きてきたつもりは無いけれど、い
つのまにか「頑張らなくちゃ」「人並みでいなくちゃ」
「自分をよく見せなくちゃ」などと自分に何かを課して
いることに気付くことはありませんか？肩に力の入らな
い、「貴方らしい」「貴方だからこそ」の、幸せな生き
方、人との関わり方のお話をいたします。

人との距離感を学ぶ心理学Vol.18
傷つかない距離感、気付かない距離感

【首長一代 プロフィール】
心理学を野田俊作に、社
会学を宮台真司に師事。 
カウンセラー、セラピストの
資格取得。企業研修など
のコーチ資格取得。医療カ
ウンセラー、専門学校にて、
心理学講師など多方面で
活躍中。

407 1回講座 ♠♥

▲秋篠寺の梅


