
1回講座

発酵学の第一人者、小泉武夫博士による
発酵の学校【特別講座】

日 時
会 場
受講料

講 師

定 員
持参品

「発酵は力なり！」
微生物の作用を巧みに利用して、人間の生活を豊かにす
る発酵。食分野のみならず、環境、医学、エネルギー分野
でも活躍する発酵。人類は発酵によって支えられている
といっても過言ではありません。また、最近では、腸内環
境を整える機能性食品がブームとなり、今まで以上に発
酵食品が注目されています。発酵食品を毎日の食生活に
取り入れて、健やかな生活を目指しませんか？小泉武夫博
士による楽しい発酵ワールド、ぜひお楽しみください。

【小泉武夫 プロフィール】
東京農業大学名誉教授。農業博士。
専門は醸造学、発酵学、食文化論。
日本の食の魅力を広く伝える活動を
展開。全国発酵のまちづくりネットワー
ク協議会会長、特定非営利活動法
人 発酵文化推進機構理事長。

2月7日（水）　10：30～12：00
戸田ビル1階　教室
会員  3,000円
一般  3,300円
小泉武夫　
東京農業大学名誉教授。農業博士。
20名
筆記用具

関東9店舗共同企画

関東6店舗共同企画

日 時
集 合
食 事
会 費
講 師

定 員

【コース予定】JR「神田」駅→中央線架道橋→神田きくかわ→地下鉄「神田」駅地下道→松本家住宅→神田まつや→山本歯科
医院→ぼたん→いせ源→竹むら→鷹岡ビル→※マーチエキュート万世橋→万世橋→昌平橋→食事→神田明神→
遠藤家旧店舗→※東京復活大聖堂（ニコライ堂）→JR「御茶ノ水」駅解散　（※内部見学予定）

江戸時代に発展し、神田明神にその名を由来
する神田の街。戦災を免れた看板建築や建造
物、かつての橋の跡、神社、貨物駅、倉庫など、
現代もこの街に残る歴史的痕跡を歩きます。廃
線後の駅がおしゃれな商業施設に生まれ変
わった「マーチエキュート万世橋」も見所です。

▲市谷八幡神社

▲国会前庭

【志村直愛 プロフィール】
1962年鎌倉市生まれ。東京芸術大学大学院
美術研究科修了。専門は日本近代建築史、都
市景観。各地の審議会でまちづくりに携わりつ
つ、都市や建築の歴史を説き歩く「散歩師」と
して、東京ウォーキングマップ、世界一受けたい
授業などのテレビ番組にレギュラー出演。

3月19日（月）　10：30～15：30
10：20　JR「神田」駅東口
「神田明神下 みやび」明神御膳
会員 11,700円　一般 12,800円
東北芸術工科大学 デザイン工学部 建築環境デザイン学科
教授 志村直愛
30名（関東6店舗合計）

関東9店舗共同企画

日 時
集 合

食 事
受講料
講 師
定 員

【コース予定】「本所吾妻橋」駅→墨田公園→牛嶋神社→三囲神社→長命寺→
昼食→向島百花園→東武スカイツリーライン「東向島」駅

向島は現在の墨田区の北部の地域。向島百
花園、長命寺や三囲神社などの名所があり、
江戸時代は文人墨客が訪ね、歌や俳諧を詠
み、その風情を楽しんだ江戸の行楽地です。
長命寺桜餅や言問団子などの名物もまた向
島の名を高めました。そんな向島を訪ねます。

▲向島百花園

▲東都三十六景
 向島花屋敷 七草

※雨天実施。歩きやすい服装でお出かけください。
※3月6日（火） 以降のキャンセルはご容赦願います。

※1月17日（水）実施の「発酵の学校【特別講座】」と同じ講義内容です。

※デモンストレーション形式
※3月2日（金） 以降のキャンセルはご容赦願います。

※雨天実施、歩きやすい服装でお出かけください。
※3月14日（水）以降のキャンセルはご容赦願います。

3月12日（月）　10：50～15：30
10：40　
都営浅草線  「本所吾妻橋」駅  A3出口方面改札口
バールトラットリア  トムトム  イタリアンコース料理
会員 10,500円　一般 11,500円（入園料・昼食代含む）
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）

江戸名所図会・名所江戸百景など浮世絵に描かれた江戸名所を訪ねる㉒
向島の古社と梅の香漂う向島百花園

かつての賑わいの痕跡と生まれ変わった商業施設
神田～万世橋 たてもの散歩
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▲万世橋赤煉瓦アーチ
（マーチエキュート万世橋）

▲あんこう鍋・いせ源

▲遠藤家旧店舗

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。
2月は赤坂見附駅から紀尾井町を経て江戸城外濠沿いに市谷へ。3月は
溜池山王駅から、国会前庭を経て、桜田門、二重橋、和田倉門跡などの
江戸城の史跡をめぐります。

A）日時　2月2日（金）　13：00～15：30
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→赤坂見附跡→
旧李王家東京邸（外観）→清水谷公園→
旧井伊家中屋敷跡→真田堀→四谷見附門跡→
市谷亀岡八幡神社→ＪＲ総武線「市ヶ谷」駅解散

B）日時　3月2日（金）　13：00～15：30
集合　12：50　銀座線「溜池山王」駅改札口（改札口はひとつ）

【コース予定】「溜池山王」駅→国会前庭→江戸城桜田門→
二重橋→皇居前広場→和田倉門跡→
東京メトロ「大手町」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。

2
総料理長 川島孝シェフの料理レッスン＆グルメ
ラ・ロシェル 南青山

【メニュー予定】●アミューズ　●オードブル　●スープ　●メイン料理　●デザート　●コーヒー
　　　　　　※ワンドリンク付き

フレンチの鉄人酒井宏行氏の名店「ラ・ロ
シェル南青山」。上質食材を使った創作フレ
ンチでは定評があります。総料理長川島
シェフが、家庭で出来るフレンチ料理とデ
ザートをご紹介します。プロの技をライブ中
継しながら、わかりやすくご説明します。講習
会後は特製コース料理をお楽しみください。

【川島孝総料理長 プロフィール】
1967年群馬県生まれ。1989年『ラ・ロシェル』 
渋谷のオープニングスタッフとして入社。フランス
での修業を経て2017年『ラ・ロシェル』総料理長
に就任。伝統を継承しながら、新しい世界観を出
せることを志している。

日 時
集 合
会 場

受講料

定 員

3月9日（金）　11：30～14：30
11：20　
ラ・ロシェル南青山
（東京都港区南青山3-14-23）
会員 11,500円
一般 12,600円
40名

お申込受付：1月5日（金）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）



1回講座

五感で味わう和食
おかもと

日 時
集 合
会 場
受講料
定 員

【メニュー予定】●先附　●お椀物　●向替　●焼き物　●中皿(小皿三品)　●焚き合わせ
●御飯　●赤出汁　●香の物　●水物　※食前酒付

京都の老舗料亭や都内の名だたる店で修業
を積み、珠玉の日本料理を提供し続ける「お
かもと」。ひとつひとつの素材と真摯に向き合
い、ストレートに、あるいは細やかに手を加え持
ち味を引き出した料理は、多くの食通からも支
持されています。目の前で繰り広げられる鮮
やかな包丁さばきや、選りすぐりの食材と類ま
れなる感性の生み出す逸品。驚き溢れる美味
しさに時間の流れを忘れてお楽しみください。

　▲「おかもと」内観

※カウンター9席、テーブル5席のご案内は申込み受付順となります。

【岡本英嗣 プロフィール】
京都の老舗「和久傳」ミシュラン2つ星の料理
長、東京の名店「麻布幸村」ミシュラン3つ星の
料理長と研鑽を経て、「銀座おかもと」を開店。
2カ月足らずでミシュラン2つ星を獲得した実力。
平成29年1月より神谷町に場所を移転。料理
を「芸術」として扱う世界の名店3店舗で22年、
珠玉の日本料理を提供。正統派でありながら飽
きることのない最高への挑戦を続けている。

【木部久稔 プロフィール】
「銀座せきてい」料理長、
(株)グラナダ 和食部料理
長、「祗をん八咫（やた）銀座店」の料理長兼店長
を経て2016年独立し、「紀尾井町ささ樹」をオー
プン。社団法人 日本料理研究会 技術理事、関
西調理師 古萌会所属

2月8日（木）　12：00～14：00
11：50
おかもと（港区虎ノ門5-2-8-B1）
会員 20,000円　一般 22,000円
14名

1回講座

ご好評にお応えして！
紀尾井町ささ樹

日 時
集 合
会 場

受講料
定 員
【メニュー予定】●前菜　●お椀　●お造り　●煮物　●台の物　●焼物　●食事　●甘味

※1ドリンク付き（生ビール、赤白グラスワイン、日本酒、ソフトドリンクからお選びください）

銀座・祗園八咫の木部料理長が独立、昨年、紀尾井
町ガーデンテラスに開店した「紀尾井町 ささ樹」。オ
リジナル料理の数々に揚げものを取り入れた会席料
理で愉しいひと時をお過ごしください。店内は古い蔵
をイメージ、明治時代に使用されていた扉、イギリス
のアンティークの透かしガラスや時代箪笥、1900年代
のアメリカ製柱時計などの調度品が配されていま
す。また、江戸時代の古九谷から現代作家、江戸切
子、ベネチアンガラスのアンティークなどオーナー自ら
が集めた器もお楽しみいただけます。 ▲イメージ

2月15日（木）　12:00～14:00
11:50
（東京都千代田区紀尾井町１－２ 
東京ガーデンテラス紀尾井町 3F）
会員 12,000円　一般 13,200円
26名（最少催行人数15名）

各1回講座

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
Ａ）「扇ヶ谷散策と歴史文化交流館見学」　扇ヶ谷の奥に2017年5月に鎌
倉市の歴史文化交流館が開館しました。雰囲気もよく内容も充実した
ミニ博物館を見学し、佐助稲荷神社まで扇ヶ谷の早春を散策します。

B）「禅寺の早咲き桜をめでる」　東慶寺には、早咲きの富士桜、浄智寺
には3月に花開く彼岸桜の大木があります。どちらも鎌倉を代表する
禅宗寺院です。禅宗文化が生み出した仏像も数多く拝観します。

▲鎌倉歴史文化交流館

▲茶CAFE竹若 中2階

1回講座

老舗『京橋千疋屋』からの贈り物
極上のフルーツを召し上がれ！

日 時
集 合
会 場
受講料
講 師
定 員

【果物メニュー例】果物実演カット（季節のフルーツ6～8品前後）。入荷および天候などにより変更がございます。
【食事メニュー例】●ウエルカムドリンク　●オードブル　●スープ　●メインディッシュ　●デザート　●フルーツティー

新春にお贈りする極上フルーツのお
食事会。毎回ご好評につきリピーター
お待ちかね講座です。今回もフルー
ツカットの実演から、美味しい果物の
見極め方解説付きです。果物の新し
い発見がある京橋千疋屋食事会な
らではのお楽しみにご期待ください。

　▲イメージ

1月27日（土）　11：30～13：30
11：20
京橋千疋屋（中央区京橋 1-1-9-1F）
会員 9,180円　一般 9,500円
小山隆義（千疋屋果物担当）
20名

1回講座

建物探訪＆美食めぐり
サンス・エ・ザヴール

日 時
集 合
会 場
受講料
講 師
定 員

【メニュー予定】●プティサレ　●一口前菜　●前菜　●魚料理　●肉料理　●デザート
●コーヒー　●小菓子　※食前酒付

都心の景観を一望できる洗練された美空間は、世界的な
建築家フィリップ･スタルク氏に師事したフランス人デザイ
ナー イマド･ラムニー氏によるもの。そして、最年少でミシュ
ランの三つ星を獲得し、世界中の食通が注目した双子の
シェフ、モダン・キュイジーヌの先駆者、プルセル兄弟の料
理を東京で発信しています。素材の絶妙な組み合わせ
が生み出す驚きあふれる味わい、野菜やフルーツの酸味・
甘味・香りを活かした軽やかさ"プルセル・キュイジーヌ"の
真髄を、田島講師の建物解説とともにお愉しみください。

▲「サンス・エ・ザヴール」内観

※雨天実施。 ※2月13日（火）以降のキャンセルはご容赦願います。

【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辞典」柏書房。

2月20日（火）　11：40～14：00
11：30
サンス・エ・ザヴール（丸の内ビルディング35F）
会員 16,740円　一般 17,820円（資料代含む）
田島恭子（インテリア研究家）
20名

1回講座

進化する銀座の楽しみ
銀ぶら・ギャラリー散歩

日 時
集 合
　

受講料

講 師
定 員

講師によるレクチャーの後、お薦め
のギャラリー5～6軒を訪ね歩きま
す。ギャラリーの楽しみ方、観賞の
仕方を体験します。レクチャー時は
はんなりとした和カフェで、お茶と和
菓子もお楽しみください。

※雨天実施。 歩きやすい服装でお出かけください。

【長瀬雅之 プロフィール】
NPO法人MAG-net専任講師。NPO法人アート
アセファル幹事。国内外の作家と積極的に交流
を深め、海外のアートフェアでは、選ばれた人だけ
が入場できる初日に招待を受ける数少ない日本
人。若手アートコレクターとして幅広く活躍中。

3月13日（火）　10：35～13：20
10：30　
茶CAFE竹若
（中央区銀座4-10-5 東急ｽﾃｲ銀座1F）
会員 4,970円　
一般 5,400円
（お茶+スウィーツ付）
長瀬雅之（アートコレクター）
20名

A）日時　2月27日（火）　11：30～15：30
集合　11：15　ＪＲ「鎌倉」駅西口改札
食事　BeBe

【コース予定】「鎌倉」駅→昼食「BeBe」→歴史文化交流館→相槌稲荷社→
佐助稲荷神社→「鎌倉」駅解散　※歩く距離3km

Ｂ）日時　3月27日（火）　11：30～15：30
集合　11：15　JR「北鎌倉｣駅改札
食事　鈴や

【コース予定】「北鎌倉｣駅→昼食「鈴や」→東慶寺（宝蔵の特別拝観もあり）→
浄智寺→「北鎌倉」駅解散　※歩く距離2km
会員 各7,560円　一般 各8,300円（拝観料・昼食代含む）
大貫昭彦（随筆家）
各20名

受講料
講 師
定 員
※雨天実施。 歩きやすい服装・靴でお出かけください。

【小山隆義 プロフィール】
1997年㈱京橋千疋屋入社。「番頭さん」指導
のもとフルーツを学び、京橋本店、通販デスクな
どを経て、現在ルミネ荻窪店勤務。接客コンテス
ト「ルミネスト」二度入賞。

※1月20日（土）以降のキャンセルはご容赦願います。

※2月1日（木）以降のキャンセルはご容赦願います。

　　　　　　　　
※協力：京橋千疋屋
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お申込受付：1月5日（金）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）



▲ハシビロコウ　イラスト谷口高司

▲イメージ

1回講座

大人のためのバードウォッチング
春の上野動物園　野鳥観察

日 時
集 合
会 場
食 事
受講料

講 師
定 員

昨年6月に産まれたシャンシャン（香香）でわく
「上野動物園」。混雑を避け、パンダ舎の反
対側にある「日本の鳥」コーナーを中心に、
野鳥図鑑イラスト第一人者でもある講師の
視点ならではの解説付で園内をご案内。話
題沸騰中のハシビロコウなど野鳥観察を楽
しむための「い・ろ・は」を伝授します。当日の
サプライズに乞うご期待！

※双眼鏡と図鑑お持ちの方はご持参ください。講師持参のスコープでもご覧いただけます。
※雨天実施。歩きやすい服装でお出かけください。少し遅めの昼食となります。

3月22日（木）　10：45～14：00
10：30　上野動物園 表門辺り
上野動物園　
上野精養軒 3153店　※「ＵＥＮＯ3153」 3階
会員 7,560円
一般 8,300円
谷口高司（野鳥イラストレーター）
15名

1回講座

酒造りは米作りから　安政4年創業
泉橋酒造株式会社　

日 時
集 合

会 場
食 事

【コース予定】「海老名」駅→泉橋酒造㈱ 酒蔵見学→酒蔵ＳＨＯＰ「酒友館」お買い物タイム
→蔵元佳肴 いづみ橋　解散※最寄り駅　JR「海老名」駅

「酒造りは米作りから」の信念のもと、全国
でも珍しい「栽培醸造蔵」として、海老名市
をはじめ近隣地区で酒米栽培から精米・
醸造まで一貫して行っている泉橋酒造を
訪ねます。米と米麹を原料とする純米酒の
み（純米大吟醸、純米吟醸を含む）を製造
する酒蔵を見学後、直営店にて、早めの夕
食タイム！米と大豆と麹の世界に浸ります。

3月8日（木）　14：00～17：00
13：30　ＪＲ「海老名」駅東口改札前
※ＪＲ・小田急線・相鉄線乗入
泉橋酒造株式会社
蔵元佳肴 いづみ橋 ～佳きＳＡＫＥ
と佳き肴～ ※泉橋酒造㈱直営店

受講料

ご案内
定 員
※東京駅から海老名までは約1時間です。
※酒蔵見学後、食事会場へ移動し、少し早めの夕食となります。

会員 13,500円　一般 14,000円
（酒蔵見学ツアー代・食事代含む）
伊藤修久（蔵元佳肴マネージャー）
15名

1回講座

手しごと名品巡り　番外編
獅子博物館

日 時
集 合

会 場
食 事
受講料

講 師
定 員

「獅子博物館」は私財を投じて設立した日本
初の獅子舞専門博物館（私設）です。昨今、
街中で獅子舞を目にする機会が減りました
が、獅子舞は「厄払い」や福をもたらす行事
のひとつとして新春にふさわしい日本の伝統
文化慣習です。日本のみならず世界各地の
獅子舞の実物や祭礼の写真などの展示物を
館長の解説付でご案内します。

2月7日（水）　12：00～14：30
11:50 JR上野東京ライン・湘南新宿ライン
宇都宮線各駅停車「白岡」駅改札
獅子博物館（埼玉県白岡市）
そば処　更科
会員 7,560円
一般 8,300円
高橋裕一（獅子博物館館長）
15名

※雨天実施。歩きやすい服装でお出かけください。　
　「東京」駅から「白岡」駅までは約45分、「大宮」駅から4駅15分です。

1回講座

1回講座

花観察
「林試の森」で春巡り

日 時
集 合
受講料

講 師
定 員
持参品

【コース予定】「武蔵小山」駅→林試の森公園で花観察→ピッツェリア ラ ロッサ（昼食 自由
注文各自支払い）　解散※解散後、東急目黒線「武蔵小山」駅までご案内

「林試の森」に春が巡り来るとソメイヨシノをはじめ、サ
ンシュユなど多くの花々が咲きほころび、珍しいモクレイ
シの花も迎えてくれます。園内には林業試験場当時の
珍しい樹木がそのまま残されています。訪れる市民が
季節の移ろいを楽しめるサクラなど花木も多く植栽さ
れました。「林試の森」で春の輝きを見つけます。
ソメイヨシノもたくさん咲いて春を満喫する花観察です。

※雨天実施。　歩きやすい服装でお出かけください。　
※13時食事開始予定

3月29日（木）　10：30～14：00
10：20　東急目黒線「武蔵小山」駅改札
会員 5,400円
一般 5,940円
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

1回講座

（資料代含む）

（入園料・昼食代含む）

▲林試の森の春

（入館料・昼食代含む）

【メニュー予定】季節の食材・地元の農産物をつかったコース仕立てのお料理6品プラスデザート
お酒のペアリングコース（お酒を召し上がらない方は、創作ノンアルコールのドリンクをご用意します）

お花見シーズンにふさわしいフレーバー
ティーを取り入れた春のティーパーティーで
す。基本的なおいしい紅茶の入れ方やア
レンジティーメニューなどもご紹介いたしま
す。ホテルラウンジのようなリプトンギンザの
くつろぎの空間で上質の時間をお楽しみく
ださい。

3月24日（土）　10：30～12：00
10:20
サー・トーマス・リプトン ティーハウス ギンザ
（東京都中央区銀座1-3-1 ギンザ富士屋ビル2F）
会員 6,800円　
一般 7,500円
（お茶・お菓子代含む・お土産付き）
サー・トーマス・リプトン　ティーハウス ギンザ　専属インストラクター
20名

日 時
集 合
会 場

受講料

講 師
定 員

リプトン紅茶セミナー
さくらの季節を楽しむ スプリングティーパーティー

▲イメージ

※3月17日（土）以降のキャンセルはご容赦願います。

2月21日（水）　11：00～14：00　　
10：50　みなとみらい線「元町・中華街」駅　4番出口側改札
シルク博物館
タワーレストラン ヨコハマ
会員 7,560円　一般 8,300円（入館料・昼食代含む）
坂本英介（シルク博物館館長）
15名

日 時
集 合
会 場
食 事
受講料
ご案内
定 員

1859年横浜が開港。次々に外国の船が
来航し、貿易の輸出品の多くが生糸でし
た。日本の蚕糸業は日本経済を支え、近
代化に大きく寄与しました。シルク博物館
を訪ね、館長のご案内で、その歴史をた
どりながら、貴重な絹服飾の工芸美に浸
りませんか。ランチタイムは横浜港を望む
マリンタワーです。

シルクの街　横浜
シルクの世界へようこそ！

【コース予定】「元町・中華街」駅→よこはまマリンタワー展望フロア→「タワーレストラン ヨコハマ」（昼食）
→「シルク博物館」　解散※最寄り駅　みなとみらい線 「日本大通り」駅

▲シルク博物館館長

▲桑の森と「絹と女」像、英一番館跡碑

17 16

13 12

15 14

お申込受付：1月5日（金）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）

【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。



▲講師参考作品イメージ

▲小物いれ 直径12.5×深さ6.5㎝
ふた 高さ6㎝（中落し1.5㎝含む）

▲作品サイズ10×10㎝

3回講座 1回講座

季節に合わせた様々な素材で楽しむ
英国式フラワーアレンジメント

2月11日・4月8日・6月10日（日） 
10：30～12：30
戸田ビル1階 和室（洋室仕様）
会員 9,720円　一般 10,700円
各回約7,000円前後
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

T’s Floral Design 代表講師によ
る英国式フラワーアレンジメント教
室です。お部屋の窓辺や片隅を彩
るセンスあふれる花飾り作りを楽し
みませんか？
素材の扱い方、メンテナンス方法、
デザインの基礎理論などを学びな
がら、季節感溢れるアレンジメントを
作成します。

各1回講座 各1回講座

各1回講座 2回講座

2月11日・3月11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

教材費

監 修
講 師
持参品

サコタカコ ビーズ織～初級・中上級合同クラス～

※織機（小／4，752円）をお持ちでない方は教室にて販売。 ※ブローチ初級は2月3月どちらの日程も受講可。

▲幅2.2×長さ2.8㎝
　 4㎝安全ピン付き

2月25日・3月25日（日）　各13:00～16:00
戸田ビル1階教室 
会員 各5,400円　一般 各6,480円 
各4,650円
佐藤聖美（ニューヨーク在住 Art Studio Sugar Mommy主宰）
角井洋子　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・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。

日 時
会 場
受講料
教材費
監 修
講 師
持参品

ニューヨークビーズアート

※教材費は当日セミナー受付でのお支払いとなります。　
※各回作品が異なります。

※定期教室との合同クラスとなります。
※2枚ともお作りいただけます。

※今回は経験者の方のみの
クラスです。

シードビーズで作るネックレスです。
長さ40～60㎝製作時調整可能。
太さもお好みで変更できます。

レーシーコードを使用した軽く使い
易いネックレスです。春の装いに
ピッタリです。長さ75㎝程度。

2月／ツイストネックレス 3月／レーシーコードネックレス
2月・3月初級／ブローチ

▲ペンダントヘッド
　 幅4×長さ4㎝
　 チェーン42㎝

 2月中上級／ペンダント

▲幅3×長さ105㎝

3月初中上級／ネクタイ

2月・3月初級 2,490円
2月中上級 6,900円　3月初中上級 11,500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 

イングリッシュガーデン 希望 北欧のペーズリー

▲作品サイズ　25×14×高さ10ｃｍ

お申込受付：1月5日（金）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）
801861

862865

871 885
織機を使わない織物
ボードウィービング 体験

1月16日～3月20日（第１・３火）　
各10:30～12:30
戸田ビル1階教室
会員 各3,160円　一般 各3,330円
山野井佳子（Ｙ・Ｙ工房主宰）
ハサミ・定規

日 時

会 場
受講料
講 師
持参品

ボードウィービングとは織機を使わ
ず、方眼を印刷したダンボール製
のボードを使って織っていく手芸で
す。直線も曲線も思いのままに織る
ことができますので、コースターか
らマフラー、セーター、コートまで幅
広いデザインのものが手軽に織り
上がるのが大きな魅力です。お気
軽にご参加ください。

エコクラフト 体験
リボンの蓋つき小物入れ

2月19日・3月19日（月）　
14：00～17：00　
※3月19日（月）は13:30開始
戸田ビル1階教室
会員 6,480円　
一般 7,200円
3,400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
講師名
持参品

色はグリーン、紺、
赤、ピンクをご用意。
お申込み時に
ご指定ください。
インテリアでも
映える小物入れは
お部屋の
ワンポイントに！

厚紙に輸入生地を
貼って作ります。蓋に
キルト綿を入れた引き
出しＢＯＸです。オリー
ブ柄１種類、内・側面
の布をグリーンか茶で
お選びください。

フランスの伝統工芸
カルトナージュ　「引き出しＢＯＸ」

2月19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

【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。



2月5日・19日・3月5日・19日・4月2日・16日
5月7日・21日・6月4日・18日（第1・3月）　
10：30～12：30
戸田ビル1階和室
会員 30,850円　
一般 33,900円　
東川朝美（東川着付け教室主宰）
着物一式・クリップ3個・ひも1本・薄手タオル３枚・たとう紙

日 時

会 場
受講料

講 師
持参品

着物でお出かけ・・・それは観劇や
食事会、いつものお買物がワクワク
とした楽しい時間になります。
美しい着付けには、そうなるための
理由とコツがあります。ポイントを踏ま
えた指導で、初心者の方やお久しぶ
りの方も、粋な着物美人を目指しま
しょう。

着物生活始めましょう
着付けレッスン

1月31日（水）　13：30～15：30
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

2018年の旧暦の「元旦」は、立春よりも後に
なり、こういう年は桜の時期が早くなります。
そして桜といえば「花見」。なぜ桜見物のみ
「花見」というのでしょうか？今回は、節分の
豆まきのお話、そして、ひな祭りの菱餅の由
来や男雛、女雛の正しい飾り方等々、またま
た目からウロコの講座です。

陰陽五行説で解き明かす
日本のしきたりを知る

1月25日～3月22日（第2・4木）
13：30～16：00
戸田ビル和室（洋室使用）
会員 21,600円　
一般 23,200円　
9,500円（手打ち針、布、糸含む）
借出有（2,500円）
山田和子　庭野和子
（永山刺繍研究所講師）
はさみ、目打ち、風呂敷（お道具お持ち帰り用）
濡れタオル

日 時

会 場
受講料

教材費
道 具
講 師

持参品

まつり・ぬいきり・すが・相良縫いなど、基本の
刺し方で半襟にお目出度い四季の柄をあし
らった貝模様を刺繍します。どのような柄や
色合のお着物にもよく映え、お顔が明るく
なる配色にいたしました。
初めての方に向けた、日本刺繍の繊細な楽
しさを味わいながらの体験教室です。

基礎から学ぶ日本刺繍 体験
半襟に四季のあしらい

1回講座

10回講座

1回講座

1回講座

1回講座

5回講座

▲レッスン風景

2月11日（日）　
13：30～17：30
戸田ビル1階教室
会員 5,540円　
一般 5,760円（教材費込み）
土屋文子
帯1本・糸切りばさみ・裁ちばさみ

日 時

会 場
受講料

講 師
持参品

帯で作るバッグは、高級感がありな
がら、驚くほど軽量です。スクエア型
にする事によって、洋服にもピッタリ、
シンプルでモダンなバッグになります。
たんすの眠っている帯でオリジナル
バッグを作ってみませんか？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！
帯で作る軽量バッグ

▲受講生作品
 作品サイズ　縦38×横33×幅6cm

▲講師参考作品

▲大炉の茶の湯

【井関脩智
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。

美味しい会社訪問　特別編！
美味しい防災食　アルファフーズ㈱

日 時
会 場
受講料

講 師

3.11以降、災害時への関心が高まり、備蓄
する家庭が増えました。
乾パンや缶詰というイメージが先行する中
で、常温でも美味しい防災食・保存食を供
給し、昨年「防災製品大賞2017」にて、災
害食・非常食部門で金賞を受賞した会社
の登場です。大規模災害時の非常食の必
要性やライフラインの復興状況など解説し
ます。そのまま食べられる美味しい防災食も
試食します。 

※美味しい防災食の試食とお土産付。 ※お申込時に珈琲or紅茶をお選び下さい。

3月7日（水）　10：30～12：30
戸田ビル1階教室
会員 4,320円
一般 4,860円
吉岡慎司
（アルファフーズ㈱広報部長兼営業副部長）

㈱シルクブレーンズ

日 時
会 場
受講料

講 師

明治創業以来100余年にわたり絹素
材を扱う老舗企業のグループ会社と
して国産シルク関連製品を製造・販
売している㈱シルクブレーンズ。国内
のシルク市場の歴史と変遷や、美容
と健康にはたらくシルクの注目成分に
ついて詳しく解説します。またシルク
の新たな活用法として開発されたヒッ
ト商品「食べるシルク」をシルク珈琲
やシルクヨーグルトで召し上がって頂
きます。

2月2日（金）　10：30～12：30
戸田ビル1階教室
会員 4,860円
一般 5,400円
河口吉朗（㈱シルクブレーンズ代表取締役）

（飲み物代含む）

970

301

823

980

170

884

お申込受付：1月5日（金）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）

【河口吉朗 プロフィール】
株式会社シルクブレーン
ズ代表取締役。明治か
ら昭和初期にかけて製
糸業の街として栄えた茨
城県古河市に生まれる。伝統的な絹文化を継
承しながら、新たなシルクの可能性を探る担い
手として活動中。



各1回体験

癒やしの音楽に乗って
フラダンス 体験

日 時

会 場
受講料

講 師

持参品

笑顔のあふれる楽しいレッスンを心が
けています。
優しいハワイアンの調べに、心も身体も
癒やされながら、年齢に関わらず、ど
なた様も楽しくご参加いただけます。
初めての方には、基礎からアシスタント
と丁寧に指導します。まずは、お気軽
に体験にいらしてください。

▲講師：山口由紀

1月11日～3月22日（毎木）
各14：45～16：00
戸田ビル1階スタジオ
会員 各2,375円
一般 各2,480円
山口由紀
カパフラオ・マヘアラニ専任講師
動きやすい服装

各1回講座

シニアのための
はじめての英会話 体験

日 時

会 場
受講料

講 師

持参品

日本語文化と英語文化の違いからく
る知っておくと便利な感情表現や、大
人のマナーを含んだおしゃれで簡単
な会話など、他とはちょっと違うシニア
のための英会話クラス。
「やさしく、分りやすく、丁寧に」をモッ
トーに、あなたに今最も合っている英
会話体験教室です。 ▲授業風景

【立花久稔 プロフィール】
大学卒業後、国際会議の準備、運営、翻訳業
に従事。その後、技術商社にて、海外情報室室
長、ソフトウェアソリューション部部長を歴任。
2011年より神田外語大学講師、 神田外語学
院国際ビジネスキャリア科スーパーバイザーなど
各方面で活躍中。 米国スタンフォード大学ビジ
ネススクールSEP終了、CDA（キャリア・デベ
ロップメント・アドバイザー）、元デールカーネギー
コース公認インストラクター。著書多数。

1月26日～3月9日（第2・4金）
各15：45～16：45
戸田ビル1階教室
会員 各2,800円
一般 各3,240円
立花久稔
（神田外語学院IBC学科 スーパーバイザー）
筆記用具

各1回講座

花まゆ～貴重な国産繭で作る～
ミニチューリップの花束

日 時

会 場
受講料
教材費
監 修
講 師

持参品

繭の丸みをそのままに、特別な道具を
使わず指先だけで作ります。繭の持
つ温かみと品のよい光沢、軽さ、薄く
剥ぐことで生まれる透明感など、繭の
特性を生かして作る「花まゆ」のミニ
チューリップ。ローズ系、ピンク系、黄
色系、白などお好きな色で12本。
初心者の方でも、簡単に楽しく作って
お持ち帰りになれます。

▲講師参考作品2月25日（日）・2月26日（月）　
各10：30～12：30
戸田ビル1階教室
会員 各2,485円　一般 各2,700円
各2,700円
酒井登巳子（花まゆ 主宰）
千葉みさ子　山越典子
（花まゆ本部認定講師）
手芸用はさみ・目打ち

各1回講座

MAMoZAIK
つまみ細工で飾る「花雛さま」

日 時

会 場
受講料
教材費
講 師

持参品

リバティプリントのお着物を着せた張り
子雛を、伝統技法つまみ細工のアレン
ジ「MAMoZAIK」のお花でさらに華
やかに飾ります。シルクオーガンジー、リ
バティプリントなど、布のお色は10色以
上ご用意いたします。ご自分だけのオリ
ジナルなお花で花雛さんを雅やかに仕
上げて下さい。初めての方でも楽しく作
り上げてお持ち帰りになれます。 ▲講師参考作品

▲サンプルサイズ(全て飾った場合) 高さ15×幅25×奥行15cm
▲雛人形一体のサイズ 高さ8×幅11×奥行8cm

※つまみ細工のお道具セット（2,700円）は希望者に当日販売。

※ダンスシューズをお持ちでない場合は、
　靴底を拭いたヒールのある履きやすい靴。

【沼尾智子 プロフィール】
コスチュームデザイン、アパレルブランド商品企
画など、活躍は多岐にわたっている。2014年
以降、従来のつまみかんざしになかったオリジ
ナルなデザインで海外からも高い評価を受け、
ワークショップに力を入れている。　　

【監修 酒井登巳子 プロフィール】
30年前より国産繭を使い、独自の染め技法で
「花まゆ」の制作を開始。作品の完成度の高
さ、デザインの美しさ、繭の特性を最大限生かし
た独特の制作方法など、他にない魅力あふれる
作品は、国内はもとより、リヨン・ワシントンD.C.・
上海などの展示会でも好評を博している。

A）2月16日（金）　18：30～21：00
B）2月27日（火）　13：30～16：00
戸田ビル1階教室
会員 各2,700円　一般 各3,240円
各3,500円
沼尾智子
（コスチュームデザイナー/MAMoZAIK代表）
エプロン

各1回講座

ダンスを踊れば心も晴れる！ 
日曜社交ダンス初級 体験

日 時

会 場
受講料

講 師

持参品

数々のドラマや映画でダンスシーン
の指導をしている講師が、初心者の
方を対象にダンスステップLesson1！
はじめての方にジルバやワルツなど
のステップを楽しく正しく指導しま
す。習うのは少し恥ずかしい、踊れ
るか心配、続くかどうか不安な貴女
のための1日体験講座です。

【島田久経 プロフィール】
中学生の時からダンスをはじめ、植木盛司氏に
指示し、プロに転向。平成8年杉並区方南町
に「ツーメンズスタジオ」をOPEN。わかりやすく
丁寧なレッスンには定評があり、最近は舞台や
テレビドラマのダンスシーンにも活躍の場を広
げている。

1月7日～3月25日（毎日曜）
各13：00～14：15
戸田ビル1階スタジオ
会員 各2,265円
一般 各2,345円
島田久経
ツーメンズダンススタジオ
ダンスシューズ

各1回講座

タップダンスで心も身体も健康的に！
リズムタップ 体験

日 時

会 場
受講料
講 師
持参品

最近、映画で話題になったタップダンス
が注目を集めています。
タップダンスは足腰の運動になるので
健康増進やアンチエイジングに最適
のエクササイズです。
初めての方でも、基礎から始めますので、
安心してご参加いただけます。
軽快なリズムに乗って楽しく踊りましょう！

【阿部洋史 プロフィール】
上京後、タップダンスに出会い橋本祥氏に師
事、その後様々な舞台やライブを経験する。
現在、ポエトリーリーディング、カホン、タップなど
幅広く活動中。

1月10日～3月28日（毎水）
各16:50～17:40
戸田ビル1階スタジオ
会員 各2,375円　一般 各2,480円
阿部洋史
動きやすい服装、シューズ
（ダンスシューズ、スニーカーなど）

774 473

890 811

773 777

お申込受付：1月5日（金）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）


