
ます

全国各地の有名ホテル、旅館、
レストランやレジャー施設などご
優待価格でご利用いただけま
す。ほかに、キャンペーン情報や
友の会からのお知らせ、宿泊施
設やレストランの期間限定情報
もございます。

1 関東8店舗共同企画

日 時

集 合
会 場

会 費
定 員

Ⓐ2021年1月21日（木）　12：00～14：00
Ⓑ2021年1月22日（金）　12：00～14：00
11：50
赤坂 菊乃井 
東京都港区赤坂6-13-8
（東京メトロ千代田線「赤坂」駅6番出口より徒歩約5分）
会員 各18,500円　一般 各19,500円
各25名（関東8店舗合計）

日 時

集 合
会 場

食 事
会 費
定 員

Ⓐ12月16日（水）　11：00～14：00
Ⓑ2021年1月14日（木）　11：00～14：00
10：50　プレステージタワー5Fロビー
The Okura Tokyo
東京都港区虎ノ門2-10-4（東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」駅出口A2
より徒歩約5分、東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅出口３より徒歩約10分、東京
メトロ銀座線・南北線「溜池山王」駅出口14より徒歩約10分）
プレステージタワー41F「鉄板焼 さざんか」（コース料理）
会員 各18,500円　一般 各19,500円
各20名（関東8店舗合計）

【メニュー予定】新春特別懐石　●先付　●八寸　●向付　●蓋物　●焼物　●強肴　
●御飯　●止椀　●水物　※ワンドリンク付

※お席は、カウンター席、テーブル席に分かれます。
※ⒶⒷともに1月7日（木）以降のキャンセルはご容赦願います。
※食物アレルギーのあるお客様はお申し込み時にお渡しする「申告書」に
　ご記入のうえ、ⒶⒷともに1月13日（水）までにご返送ください。
※最少催行人数20名※村田氏には、スケジュールの調整がついた場合のみ、ご挨拶いただきます。

京の名料亭 新春特別懐石
赤坂 菊乃井
京懐石を代表する名料亭「菊乃井」。北政所が茶の湯に
用いた「菊水の井」にその名が由来します。主人の村田吉
弘さんが発信する日本料理の味は、単に伝統を守るだけ
ではなく、革新との両立が図られ、多くの人 を々魅了してい
ます。新年を寿ぐ「新春特別懐石」をお楽しみください。

【コース予定】ＪＲ「高輪ゲートウェイ」駅→高野山東京別院→高輪消防署二本松出張所（東京都歴史保存建築）→
 明治学院大学インブリー館（日本最古級の宣教師館、重要文化財）→昼食→
 八芳園庭園（旧鹿児島藩島津家抱屋敷庭園）→都営三田線「白金台」駅　解散　※約3.8㎞の行程です。

2 関東8店舗共同企画

日 時
集 合

食 事
受講料
講 師
定 員

12月4日（金）　10：40～15：30
10：30
JR山手線「高輪ゲートウェイ」駅　改札口の内側（改札口は一つ）
八芳園レストラン
会員 12,000円　一般 13,000円（昼食代含む）
小林祐一（旅と歴史のプロ・ナビゲーター）
25名（関東8店舗合計）

※雨天実施。歩きやすい服装でお出かけください。
※都合により見学場所は変更する場合がございます。
※11月27日（金）以降のキャンセルはご容赦願います。
※アレルギーのあるお客様はお申し込み時にお渡しする「申告書」にご記入のうえ、11月26日（木）までにご返送ください。

「駅から始まる歴史探訪　山手線」　④
高輪ゲートウェイ駅からたどる町の歴史
山手線の各駅から、駅と町の歴史をたどる散策です。
今回は特別に高輪ゲートウェイ駅。山手線に誕生した
最新の駅ですが、駅周辺には歴史を物語るスポットが
あります。近未来の姿を想像させる駅を訪ねた後は、
歴史建築の高輪消防署二本松出張所、重要文化財
の明治学院大学インブリー館などを訪ねます。

▲高輪ゲートウェイ駅

【メニュー予定】●前菜　●さざんかサラダ　●鉄板焼（魚介・肉・野菜）　●ガーリックライス
 ●味噌椀　●香の物　●デザート　●コーヒーor紅茶　※ワンドリンク付

3 関東8店舗共同企画

※Ⓐ12月9日（水） Ⓑ１月7日（木）以降のキャンセルはご容赦願います。
※食物アレルギーのあるお客様はお申し込み時にお渡しする「申告書」にご記入のうえ、Ⓐ12月8日（火） 
　Ⓑ１月6日（水）までにご返送ください。※最少催行人数6名

生まれ変わった日本を代表する名門ホテル
新生「The Okura Tokyo」・見学ツアー＆グルメ
日本を代表する名門ホテルが４年の歳月をかけて本館を建替え、昨年9月に開業
した「The Okura Tokyo」。伝統と革新が融合した新しいホテルの館内ツアーで
す。伝統的な意匠を精緻に再現したオークラロビー、生まれ変わったバンケット
ルームや客室、スカイチャペルなどを拝見後は、最上階からの眺望とともに、日本
のホテルにおける鉄板焼の草分け「さざんか」でコース料理をご堪能ください。

4 関東8店舗共同企画

※講座お申し込み受付は11月12日（木）より、本館4階友の会サロンにて承ります。 ※　　各マークは参加資格です。　マークは女性の方、　マークは男性の方。
※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しております。
※外出講座は、お申し込みの際に、会員様の緊急連絡先と同伴者の氏名・緊急連絡先を確認させていただきますので、ご了承ください。

お問い合わせ：日本橋髙島屋セミナー事務局　直通TEL（03）3246-5365（祝日休）お申し込み受付：11月12日（木）より本館4階友の会サロン

▲イメージ

【村田吉弘氏 プロフィール】
「菊乃井」の長男として生
まれる。1976 年「菊乃井
木屋町店」を開店。1993 
年株式会社菊の井代表
取締役に就任。「日本料
理を正しく世界に発信する」「公利のために料
理を作る」をライフワークとし、「食育活動」にも
注力。2012 年「現代の名工」、2014 年「地
域文化功労者（芸術文化）」受賞。現在NPO 
法人日本料理アカデミー理事長。

▲オークラ プレステージタワー
「オークラロビー」

▲最上階41F 「さざんか」

▲七福神ご朱印

【コース予定】都営浅草線「本所吾妻橋」駅→三囲神社（恵比寿天、大黒天）→昼食→弘福寺（布袋尊）→
 長命寺（弁財天）→向島百花園（福禄寿）→白髭神社（寿老人）→多聞寺（毘沙門天）→
 東武スカイツリーライン「堀切」駅　解散　※約5.8㎞の行程です。

日 時
集 合

食 事
受講料
講 師
定 員

2021年1月7日（木）　10：40～16:00
10:30
都営地下鉄浅草線「本所吾妻橋」駅　Ａ３・Ａ４出口方面改札口
向島七福すずめの御宿（お昼コース料理）
会員 14,000円　一般 15,000円（昼食代、七福神ご朱印代含む）
小林祐一（旅と歴史のプロ・ナビゲーター）
20名（関東8店舗合計）

※関連した座学講座を12月22日（火）に実施予定。
※雨天実施。歩きやすい服装でお出かけください。
※都合により見学場所は変更する場合がございます。
※12月26日（土）以降のキャンセルはご容赦願います。
※アレルギーのあるお客様はお申し込み時にお渡しする「申告書」にご記入のうえ、12月25日（金）までにご返送ください。

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36
隅田川七福神めぐり
正月の松の内（1月1日～7日）に開帳となる七福神の寺社をめぐり、1年間の
開運を祈願する「七福神めぐり」。今回は隅田川に沿って向島を歩く隅田
川七福神を訪ねます。今から200年ほど前の文化年間（1804～18）に始
まって、江戸の粋人たちの好むところになったとか。東京スカイツリーを間近
に眺めながら、小林講師の案内で新年の賑わいと史跡を楽しみます。



1回講座

1回講座

1回講座1回講座

1回講座

【メニュー予定】●咲き付け　●前菜　●造り　●温鉢　●主鉢　●〆の逸品　●甘未　※食前酒付き

2020年8月オープンしたセイコーミュージアム
銀座で、自然が伝える時間から人が作る時間
への進化の旅をお楽しみいただいた後は、和
光本館2階 グランドセイコーへ。
『時の結晶』といえる空間で、世界に誇る日本
の逸品に触れてください。「時間の旅」 最後
はワコーアネックスティーサロンで、ごゆるりと
時の流れに身を任せた至福のティータイムを。

セイコー創業の地巡り
時間の旅へご招待

【小針宏明 プロフィール】
セイコーにて時計の企画、マーケ
ティング、ミュージアムの運営に長
く携わり、現在は和光にてグランド
セイコーを担当。

※最少催行人数 6名
※雨天実施。歩きやすい服装でお出かけください。

※最少催行人数 6名
※仕入れによって変更もございます。

12月11日（金）　13：30～16：15
13：20　セイコーミュージアム銀座
会員 6,930円　
一般 7,480円（お茶+スイーツ付）
小針宏明（グランドセイコーブティック
フラッグシップ和光担当）

日 時
集 合
受講料

講 師

▲セイコーミュージアム銀座

小さな旅気分でアンテナショップ
坐来 大分
自然に囲まれ、海の幸山の幸が豊富に味わえ、おんせん県と呼ばれる日
本一の源泉数と湯量を誇る「豊の国」大分。空輸で届く当日朝〆の関
あじ関さば。大分各地の契約農家の安心安全な食材をふんだんに使っ
たお料理。坐来大分のスタッフは「語り部」
と呼ばれ、大分の歴史や郷土料理などを、
食を通じて発信しています。店内インテリア
や器、上質な調度品、いながらにして大分
の自然と恵みを味わえる、五感に響く食事
会です。
日 時
集 合
会 場

受講料

2021年1月26日（火）　11：30～14：00
11：20　　
坐来 大分
中央区銀座2-2-2 8F
会員 14,850円　一般 15,400円

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

【コース予定】JR「大船」駅→昼食→離山→富士見地蔵堂→常楽寺→成福寺→
水堰場跡→JR「北鎌倉」駅　※約4㎞の行程です。

【コース予定】セイコーミュージアム→和光2Fグランドセイコーブティック→
和光1Fウオッチスクエア→和光アネックス2Fティーサロン

「鎌倉“中の道”を歩く」
鎌倉時代、鎌倉の町に通じる道は、東
海道のほか、上・中・下の三つの道があ
りました。今回は、大船から北鎌倉（山ノ
内）に通じる中の道を歩いてみます。
離山、常楽寺、成福寺などを訪ねながら
辿ってみましょう。

日 時
集 合
受講料

講 師

11月24日（火）　11：30～15：30
11：15　JR「大船」駅南改札口　
会員 6,820円
一般 7,150円（拝観料・昼食代含む）
大貫昭彦（随筆家）

▲常楽寺

▲成福寺

2021年1月20日（水）　10：30～12：30
柳屋ビルB1 教室
会員 1,540円
一般 1,760円
2,000円（試飲・お菓子代）
ジュンティーニ キアラ
（髙島屋MD本部食料品部和菓子バイヤー）

日 時
会 場
受講料

教材費
講 師

5年前から髙島屋和菓子バイヤーとして、
日本各地を訪ね和菓子の魅力を伝えてい
るジュンティーニ キアラさんは生粋のイタリ
ア人。そんなジュンティーニさんの経験と五
感をフルに生かし和菓子と祖国イタリアの
飲み物のペアリング講座。驚きのマリアー
ジ／相性に舌鼓を打ってください。ジュン
ティーニさんセレクトの和菓子のお土産も
お楽しみに！

髙島屋和菓子バイヤー ジュンティーニさんの
和菓子ごころ 

▲イメージ

【ジュンティーニ キアラ プロフィール】
日本の漫画を通じて日本文化に興味を
持ち2013年髙島屋入社。日本橋髙島
屋食料品売場アジアンフード担当。16
年から日本橋髙島屋食料品売場ストア
バイヤーを経て、髙島屋MD本部食料品
部和菓子バイヤー。

【試食予定】●飲み物3種＋和菓子3、4種

昨年ご好評をいただいた文楽鑑賞教室
を今年もご案内いたします。
可愛らしい少女が舞う「二人禿」、歌舞
伎でも人気の演目「芦屋道満大内鑑」
から見ごたえのある場面を上演、はじめ
ての方にも分かりやすい実演を交えた
解説付です。
終演後は劇場内レストランで、観劇の余
韻を楽しみながらの昼食です。

はじめての文楽 －日本の伝統芸能に親しむ－ 
文楽鑑賞教室

▲「芦屋道満大内鑑」 葛の葉子別れの段

12月8日（火）　11：00～14：30
10：30　国立劇場　小劇場入り口前
千代田区隼町 ４－１
会員 8,800円　
一般 9,680円（指定席券・昼食代含む）
12名 

日 時
集 合

受講料

定 員

あし　や　どう　まん　おお　うちかがみ

 に　にんかむろ

※12月1日（火）以降のキャンセルはご容赦願います。
※食物アレルギーのあるお客様は、お申し込み時にお渡しする「申告書」にご記入のうえ、11月30日（月）までにご返送ください。

1回講座

日 時
会 場
受講料

教材費
講 師

12月5日（土）　13：30～15：30
柳屋ビルB1 教室
会員 3,080円
一般 3,300円
770円（お土産付き）
井関脩智 （星岡主宰） 

日本のしきたりを知る
今回は、年の暮れ、お正月のお話です。
年越しそばの由来、門松の正しい飾り
方をご存じですか？初詣はどこへお詣り
したら一番ご利益があるのでしょうか。
お屠蘇の呑み方、花びら餅の食べ方、
蓬莱山飾り、結び柳、初夢等々、お正月
の行事のしきたりを解説いたします。

8

921

56

7

※最少催行人数 10名 
※1月19日（火）以降のキャンセルはご容赦願います。
※食物アレルギーのあるお客様は、お申し込み時にお渡しする
　「申告書」にご記入のうえ、1月18日（月）までにご返送ください。

※最少催行人数 8名
※雨天実施。歩きやすい服装・靴でお出かけください。
※昼食場所は当日決定（自由昼食）

170

※講座お申し込み受付は11月12日（木）より、本館4階友の会サロンにて承ります。 ※　　各マークは参加資格です。　マークは女性の方、　マークは男性の方。
※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しております。
※外出講座は、お申し込みの際に、会員様の緊急連絡先と同伴者の氏名・緊急連絡先を確認させていただきますので、ご了承ください。

お問い合わせ：日本橋髙島屋セミナー事務局　直通TEL（03）3246-5365（祝日休）お申し込み受付：11月12日（木）より本館4階友の会サロン



1回講座 1回講座

各1回講座

1回講座

あなたの字で  自分らしい年賀状を
実用ペン字　一日体験
PCやスマホを使うのが当たり前の昨今、手書きの文字が見直されて
います。あなたのクセ字を美しく個性的な文字に変えて、新年のご挨
拶を親しい人に送ってみませんか？
出す予定の年賀状、お気に入りの無地のはがき、絵葉書など、ご自由
に選んだ１枚をお持ちください。講師があなたのご希望に沿って、直筆
の文字でアレンジいたします。（あなたのご氏名・住所のお手本もさしあ
げます。）
日 時
会 場
受講料

教材費
講 師
持参品

11月24日（火）　10：30～12：30　
柳屋ビルB1 教室
会員 2,200円　
一般 2,290円
350円
和氣正沙
筆ペン、万年筆、サインペンなど
ご自由に使いたい筆記用具、
B5程度の紙またはノート

【和氣正沙 プロフィール】
文部科学省所管(一財)日本書写技能検定協会
監事・中央審査委員。和氣ペン字研究会代表。
短大、カルチャーセンターなど多くの教室、通信講
座で教鞭をとる。著書に「クセ字が美文字に変わ
る3分間上達法」「漢字三体ペン字典」など。

歴史と文化をさぐる④
七福神信仰の秘密　ご利益と民間信仰
新しい年の初めに七か所の寺社をめぐ
り、福徳福運などを7人の神々に祈祷す
るのが七福神めぐりです。現在も正月を
象徴するイベントとして数多くの人が参
拝します。今回は七福神ならではの参拝
の作法などをお話しします。なお、2021
年1月7日（木）小林講師の案内による墨
田区向島「隅田川七福神めぐり」講座
（KページNo.4）で、実際に現地をお散
歩します。

【小林祐一 プロフィール】
時代考証や美術史、建築史、自然
史などに基づいた独自の視点で、
文化遺産や寺院・神社、城郭、史
跡などの取材・原稿執筆、現地解
説などを30年以上にわたって続け
てきた。日本歴史学会、日本城郭
史学会、交通史学会会員。

日 時

会 場
受講料

講 師

12月22日（火）
13：30～15：00
柳屋ビルB1 教室
会員 3,300円　
一般 3,850円
小林祐一
（旅と歴史のプロ・ナビゲーター）

日 時
会 場
受講料

教材費
講 師
持参品

12月7日（月）　13：30～15：30
柳屋ビルB1 教室
会員 2,530円　
一般 2,640円
1,100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

世界で一番短い“たより”　
「字てがみ」で年賀状
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。

※定期教室との合同クラスとなります。（定期講座ご参加の方はお申し込み不要です。）

1回講座

あなたの傍に短歌が・・・　　
短歌　一日体験
あなたはこれまでに、何か無性に叫び出したい、
自分の胸の内を遠くへ放り投げたい、と思ったこ
とはありませんか。実はその時、短歌があなたを
訪れているのです。その思いを形にする短歌体
験教室をぜひ覗いてみてください。一緒に愉し
く勉強しましょう。

【千々和久幸 プロフィール】
1937年、北九州市生まれ。
大学在学中の1957年に「香蘭」
入会、2001年、「香蘭」代表に
就任。現代歌人協会会員。歌集
５冊及び詩集5冊、歌書２冊。

日 時

会 場
受講料

講 師

持参品

2021年1月23日（土）　　
13：30～15：30
柳屋ビルB1 教室
会員 2,620円　
一般 2,790円
千々和久幸
（歌誌「香蘭」代表）
体験ご希望の方は、当日作品
１～2首をご用意ください。
（詠題は自由）

▲講師 参考作品（直筆）

2021年1月12日・19日・26日（火）　
上記日程いずれか1日をお選びください。
中級レベル　英会話 各10:30～11:35
シニアのやさしい英会話  各11:45～12:50
初級レベル　英会話 各13:05～14:10
柳屋ビルB1 教室
会員 各2,280円　
一般 各2,360円
中村和子（グローリア英会話教室主催）
筆記用具

日 時

会 場
受講料

講 師
持参品

2021年 新しい年を迎えます。世の中が大きく変動している今こそ、新
しい英会話に挑戦するチャンスです！世界で使われている英語は、速
度の速い自然な英語です。テキストの活字を追って学習すると、弱い音
まではっきり発音してしまいます。思い切って、無駄を省いてみましょう。
伝えたい重要単語だけを正しく発音し、強く聞こえる英語だけで理解
するように学習します。

無駄のない、簡単、スッキリ英会話
英会話　一日体験

※ご希望の体験日の1週間前までにお申し込みください。
※定期教室との合同クラスとなります。

【中村和子 プロフィール】
大学勤務を経て、英会話指導、同
時通訳として活動。「正しい英語発
音に重点を置いた英会話」を指導
の基本としている。

月2回講座　全4回

今日から始める、使いこなす
スマホ自由自在
今回は 「Zoom」。離れた相手とスマホ
でテレビ電話のように、映像と音声両方
でコミュニケーションがとれるアプリです。
12月と2021年1月は、「Zoom」の概要や
主な機能、使い方についてご紹介。
授業では 実際に「Zoom」をご自身のス
マホにダウンロードして使ってみます。

【毛海直樹 プロフィール】
富士通㈱などを経て、現在はIT
企業サイボウズ㈱とパソコンス
クール経営者の2足の草鞋をは
く自称「わがまま複業家」。ITの
関係の仕事に長年携わり音声
認識で国内特許も取得。TBS
がっちりマンデーでも取り上げら
れる。「よろこび溢れるITライフ
のご支援を」がモットー。

※最小催行人数 各6名
※iPhoneまたはAndroidの機種対応講座。
　（らくらくスマートフォンには対応しておりません）
※ご自身のスマートフォンをお持ちください。

日 時

会 場
受講料

講 師

12月3日、復習12月17日（木）
2021年1月7日、復習1月21日（木）
各15：30～17：00
柳屋ビルB1 教室
　　 4回  16,940円　　　 4回  18,640円会員 2回 各8,470円　一般 2回 各9,320円
毛海直樹（ITスペシャリスト） 

〈カリキュラム〉
12月・2021年1月

「Zoom」を使いこなす
画像と音声で通話できる

※ひと月ごと（各２回）の受講も承ります。

※12月・2021年1月とも同じ内容と
なります。

※定期教室との合同クラスとなります。

212

470

357315

804

※開催日の１週間前までにお申し込みください。
　その際、ご氏名・住所のお手本〔楷書・行書〕の
いずれかをお選びください。
※定期教室との合同クラスとなります。

975

※講座お申し込み受付は11月12日（木）より、本館4階友の会サロンにて承ります。 ※　　各マークは参加資格です。　マークは女性の方、　マークは男性の方。
※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しております。

お問い合わせ：日本橋髙島屋セミナー事務局　直通TEL（03）3246-5365（祝日休）お申し込み受付：11月12日（木）より本館4階友の会サロン



各1回講座

1回講座

1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

日 時

会 場
受講料
教材費
講 師
持参品

Ａ）11月24日（火）　アドヴェントリース
　　　　　　　　（キャンドル4本をアレンジ）　　
Ｂ）12月10日（木）　クリスマスリース　
各13：30～15：30
柳屋ビルB1 教室
会員 各3,630円　一般 各3,850円
各8,000円程度
丸藤知子（T's Floral Design 代表）
作品お持ち帰り袋、ハサミ

英国式フラワーアレンジメント クリスマス飾り　
香り豊かなオレゴン樅のリース
“幸せを呼ぶ妖精”が潜む
香り豊なオレゴン樅で作るクリスマス飾り2種。

※A）11月17日（火）・B）12月3日（木）以降のキャンセルはご容赦願います。
※教材費にキャンドルは含まれておりません。（別途お申し込み可）
※教材仕入れにより、作品の仕上がりが掲載作品と異なる場合がございます。

着付けの最大の難関は「帯を結ぶこと」。
お手持ちの帯を切らずに数箇所糸で止めるだ
けで、簡単に帯が整います。作成後は、すばや
い装着のコツも試着で学びます。

気軽に「きもの」を楽しむ一歩
切らずに作る 帯結び

日 時

会 場
受講料

講 師
持参品

A）11月26日（木）　B）12月9日（水）　
各13：30～16：30
柳屋ビルB1 教室
会員 各5,900円　
一般 各6,300円（教材費含む）
塩川潮子（帯工房「遊創」主宰）帯工房「遊創」講師
名古屋帯または袋帯1本、糸きりバサミ、金属製の指ぬき、
洗濯バサミ10個程度、メジャー

※帯は風にあて自然干しをし、よく湿気をとったものをお持ちください。
※完成後、服の上から試着体験をいたしますので、帯枕・帯揚げ・帯板・帯締めをお持ちください。　

▲イメージ

▶牛の高さ
　約8㎝

▲参考作品 B）直径約30㎝

▲参考作品 A）直径約30㎝

草月いけばな　　
クリスマス＆お正月の花
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。初めての方にも丁寧にご指導いたします。

日 時

会 場
受講料

A）12月17日（木）　クリスマス花　
B）12月24日（木）　お正月花　　
各10：30～12：30
柳屋ビルB1 教室
会員 各1,810円　
一般 各1,900円

教材費

講 師

持参品

クリスマス花 2,800円
    お正月花 6,700円
小沢清香
（草月流師範会理事）
お持ち帰り袋

▲講師参考作品「お正月花」

※申込締切 クリスマス花 12月10日（木）
　             お正月花     12月17日（木）
※定期教室との合同クラスとなります。 
※花仕入れ時により、掲載作品と異なる場合がございます。

羊毛フェルトの小さな動物達
「干支飾り・丑」
羊毛に特殊な針を刺していくだけで形を作っ
ていきます。手の平サイズの可愛い動物を作
りましょう。初めての方でもお作りいただける
デザインになっています。

【佐藤有紀子 プロフィール】
ボストン展覧会・金賞、芸術オリン
ピックinリオ・クリスタルメダル他、国
内外にて受賞多数。エルミタージュ
美術館国際友好会員、国立故宮
博物院国際正会員。2005年より
関東各地カルチャーで開講中。

12月6日（日）　13：30～16：30
柳屋ビルB1 教室
会員 2,200円　一般 2,300円
2,900円
初めての方は道具代が別途500円かかる
場合がございます。
佐藤有紀子
（英国王立美術家協会 名誉会員／atelier KC主宰）

日 時
会 場
受講料
教材費

講 師

◎「中級」作品製作の方は、Rページ「No.886」にお申し込みください。

日 時
会 場
受講料
教材費
監 修

講 師

持参品

2021年1月22日（金）　10：30～13：30
柳屋ビルB1 教室
会員 5,500円　一般 6,600円
4,900円
佐藤聖美（ニューヨーク在住 
Art Studio Sugar Mommy主宰）
渥美千恵子　角井洋子
（Art Studio Sugar Mommy講師）
ビーズステッチ用針と糸・小さいはさみ・ビーズマット　
※お持ちでない方は、申し込み時お申し出ください。

ニューヨークビーズアート
スカラップネックレス
春先の装いにピッタリな軽やかで華
やかなネックレスです。
ネックレスの長さは38～48cm程度。
首回りにあわせて調整できます。

楽しみながら作る カルトナージュ　　
ティッシュケース＆小物入れ
カルトン（厚紙）を組立て、布を貼って作ります。
ティッシュケースとリモコンやメガネ、スマートフォン、
ペンなど小物を入れる便利なポケット付きケースで
す。テーブルに置いてもお洒落な作品です。
日 時
会 場
受講料
教材費
講 師
持参品

12月21日（月）　10：30～13：00
柳屋ビルB1 教室
会員 2,200円　一般 2,300円
4,100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

▶Ⓑ

※作品サイズ 
　約横17×高さ12×奥行14.5㎝

▶Ⓐ

※お申し込み時に、ご希望の柄ⒶかⒷをお選びください。
※追加教材も承ります。
　お申し込み時に4,100円×追加数をお支払いください。

もみ

日 時
会 場
受講料
講 師

備 考

2021年1月24日（日）　10：30～11：40
柳屋ビルB2 スタジオ
会員 3,600円　一般 4,000円
深町公美子（鍼灸師/認定エステティシャン/
東洋アロマセラピスト）
動きやすい服装、水、タオル、素足または
ソックス、ヨガマットまたはバスタオル

カラダに元気を！ココロに力を！
心身＊健美　A-ha経絡フィットネス
体中を流れる血液のように“気”の循環はあります。講座では東洋医学のベース
である「五行」を中心に季節ごとの経絡ツボを覚え、独自の呼吸法を行いながら、
マッサージからストレッチ、エクササイズ、そして瞑想へと進みます。
今まで眠っていた細胞が生き生きと、蘇っていくのを感じてください。

【深町公美子 プロフィール】
鍼灸（東京医療専門学校）、美容
（SABFA）を卒業後、A-ha治療室を開
業。東洋医学にエステティックやアロマ
テラピーを取入れた施術を行う。著書に
「押せば変わる！美人のツボ100」「冷え
冷えガールのぽかぽかレシピ」等多数。

【アハ経絡フィットネス体操】
季節の五行ポーズ解説→ツボ呼吸法→ツボストレッチ→経絡フィットネス→瞑想→目覚め
1月24日（日）：『腎・膀胱』経絡　※五行、季節ごとの“心身健美”ミニ講座がついています。

12月/ペンダント 白雪 1月/ブローチ スノードロップ

サコタカコ ビーズ織 ～初級・中上級合同クラス～

▶12月はビーズ織り経験者対象
　サイズ　くさり長60㎝　
　　　　　ペンダントヘッド
　　　　　縦3.5×横4㎝　
　※ペンダントヘッドは
　　ポシェット型

▶サイズ
　縦4×横3.5㎝　
　※2色を作ります。

佐古孝子
（サコタカコ創作ビーズ織教室主宰）
矢部百子
（サコタカコ創作ビーズ織教室講師）
織機・はさみ・セロテープ

監 修

講 師

持参品

日 時

会 場
受講料

教材費

12月6日（日）・2021年1月10日（日）
各10：30～12：30
柳屋ビルB1 教室
会員 各2,200円　
一般 各2,300円
12月  6,730円
  1月 8,560円

※織機（小/4,840円）をお持ちでない方は
　教室にて販売。

※教材用意の都合により、12月は、12月3日（木）・1月は、1月7日（木）までにお申し込みください。

867

883

865

390

861

801

862680

※講座お申し込み受付は11月12日（木）より、本館4階友の会サロンにて承ります。 ※QP各マークは参加資格です。Qマークは女性の方、Pマークは男性の方。
※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しております。

お問い合わせ：日本橋髙島屋セミナー事務局　直通TEL（03）3246-5365（祝日休）お申し込み受付：11月12日（木）より本館4階友の会サロン
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