お申込受付：7月4日（水）より4階友の会窓口
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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）
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関東9店舗共同企画

銀座線 沿線の歴史散策

神楽坂の閑静な裏路地に佇む老舗の料亭

神楽坂 幸本

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。9月は、
京橋駅から裏道や路地をたどりながら
周辺の史跡を訪ね、
また、
あまり知られて
いない周辺の神社をいくつかたどりなが
ら、
銀座駅まで散策します。
▲江戸歌舞伎発祥の地の碑

日 時
集 合

9月7日
（金） 13：00〜15：30
12：50
東京メ
トロ銀座線「京橋」駅 銀座駅寄り改札口前
受講料 会員 3,880円
一般 4,210円
講 師 小林祐一
（旅と歴史のプロ・ナビゲーター）
定 員 30名
（関東9店舗合計）

神楽坂通りから一歩入った石畳の路地に
佇む創業７０年の老舗料亭「神楽坂 幸本」。
「なごりの味・旬の味・はしりの味」の味三昧
を大切にした品々は、料理長自慢の逸品ば
かりです。静寂と華やかさが混在する由緒
ある非日常の空間で、粋なおもてなしと優雅
なひとときをお楽しみください。
日 時
集 合
会 場

9月11日
（火） 12：30〜14：30
12：20
神楽坂 幸本
▲イメージ
▲イメージ
東京都新宿区神楽坂4-7
（JR線「飯田橋」駅西口より徒歩約5分、東京メ
トロ各線、都営大江戸線
「飯田橋」駅出口B3・B4a・B4bより徒歩約５分）
会 費 会員 15,800円 一般 17,400円
（税・サ込）
定 員 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。
※都合により見学場所は変更する場合があります。
※8月31日
（金）
以降のキャンセルはご容赦願います。

▲京橋親柱

【コース予定】
「京橋」駅→伏見稲荷神社→幸稲荷神社→江戸歌舞伎発祥の地の碑→京橋跡→銀座煉瓦の碑→
安平神社→宝珠稲荷神社→朝日稲荷神社→「銀座」駅 現地解散 ※約2.4㎞ほどの行程です。
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関東9店舗共同企画

※お席は椅子席、
または掘りごたつ席となります。
※9月4日
（火）
以降のキャンセルはご容赦願います。

●先附け
【メニュー予定】
●水菓子
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関東9店舗共同企画

江戸〜昭和・歴史を伝える数々のランドマーク

●椀物

●造り
※ワンドリンク付

●焚物

●焼物

●揚物

●食事

関東9店舗共同企画

江戸名所図絵・名所江戸百景など浮世絵に描かれた江戸名所を訪ねる㉕

浅草たてもの散歩

九品仏浄真寺と23区唯一の渓谷・等々力へ

江戸時代から浅草寺の門前町として栄え、今も江戸情緒が残る
浅草。近代建築や土木遺構が点在する浅草市街地、東京最古の
寺院浅草寺など、歴史的な建造物を訪ねます。昼食は、昭和２７年
創業、伝統和風建築の料亭「浅草 茶寮一松」でいただきます。

九品仏浄真寺は、全国でも数少ない阿弥陀の
九品がそろい、9体の阿弥陀如来が安置される
寺。緑濃い境内一帯は、
中世の城郭跡でもあり、
土塁などの遺構が見られます。
ここから一足のば
して、東京23区内で唯一の渓谷である等々力渓
谷へ。
日差しを避けて、爽やかに渓谷散策を楽し
みます。都会の喧騒を忘れるひと時です。

日 時

▲神谷バーと松屋浅草店

Ⓐ9月28日
（金） 10：30〜15：30
Ⓑ10月5日
（金） 10：30〜15：30
集 合 10：20
東京メ
トロ銀座線「浅草」駅
吾妻橋方面改札口
（4番出口方面）
（松籠）
食 事 茶寮一松
受講料 会員 11,800円（昼食代含む）
【講師プロフィール】
一般 13,000円
（東北芸術工科大学 デザイン 1962年鎌倉市生まれ。東京芸術
講 師 志村直愛
工学部 建築環境デザイン学科 教授） 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。
（関東9店舗合計）
定 員 各25名
※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あります。
※Ⓐ9月21日
（金）
以降のキャンセルはご容赦願います。
※Ⓑ9月28日
（金）
以降のキャンセルはご容赦願います。

▲茶寮一松

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。

【コース予定】銀座線「浅草」駅→地下鉄浅草駅上屋→吾妻橋→東武隅田川鉄橋→松屋浅草店→神谷バー→ライオンビルディングスタジオ→駒形橋→旧安井商店→
茶寮一松（昼食）→浅草観光文化センター展望テラス→雷門→仲見世→浅草寺境内（宝蔵門・本堂・浅草寺岐院住宅・浅草神社・他）→「浅草」駅・解散
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日 時
集 合
食 事
受講料
講 師
定 員

▲浄真寺九品仏

※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あります。
※9月13日
（木）
以降のキャンセルはご容赦願います。

【コース予定】
「 等々力」駅→等々力不動→等々力渓谷→昼食→満願寺→玉川神社→
浄真寺
（九品仏）
→「九品仏」駅 現地解散 ※約4.4㎞ほどの行程です。
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関東9店舗共同企画

9月20日
（木） 10：50〜15：30
10：40
東急大井町線「等々力」駅 改札口前
ざいもく家
（中華コース料理）
会員 12,000円
（昼食代含む）
一般 13,000円
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）

▲浄真寺

関東9店舗共同企画

アートとグルメを満喫・庭園と美術館とフレンチコース料理

「歌舞伎座百三十年 秀山祭九月大歌舞伎」〜中村吉右衛門 他（予定）〜

菊池智と陶芸の出会いから生まれた「菊池寛実記念
智美術館」。
この時期、菊池コレクションより、模様や装
飾技法に特色のある陶磁器にスポットを当てた展覧
会を開催しています。同じ建物内には、高層ビルの狭
間とは思えない美しい庭園を望むレストラン「ヴォワ・ラ
クテ」が。鑑賞後の余韻と共に料理をご堪能ください。

世界に誇る日本のエンターテインメント
・歌舞伎
は、
現代の私たちにも共感できる、
人間の喜び
や悲しみを描いた総合芸術です。9月公演は
人間国宝・中村吉右衛門の至芸を味わう絶
好のチャンス。
ちょっとした予備知識を持つと、
ぐっと物語が身近でわかりやすくなります。

現代陶芸「菊池寛実記念智美術館」＆レストラン「ヴォワ・ラクテ」

日 時
集 合
会 場

受講料
解 説
定 員

8月3日
（金） 11：00〜14：30
〈解説・鑑賞11：00〜12：30、
お食事12：30〜14：30〉
10：50 菊池寛実記念智美術館入口
菊池寛実記念智美術館
東京都港区虎ノ門4-1-35 西久保ビル
（東京メトロ日比谷線「神谷町」駅出口4ｂより徒歩約6分、
東京メトロ南北線「六本木一丁目」駅泉ガーデン方面
改札口より徒歩約8分）
会員 11,800円
（美術館入館料・食事代含む）
一般 13,000円
菊池寛実記念智美術館学芸員
30名
（関東9店舗合計）

※7月27日
（金）
以降のキャンセルはご容赦願います。

▲菊池寛実記念智美術館

初心者でも楽しめる歌舞伎ガイド＆鑑賞会

日 時
集 合
会 場
▲「陶と模様のものがたり 菊池コレクション」展
富本憲吉「色絵金銀彩飾箱」1960年
（撮影：尾見重治、大塚敏幸）

食 事
受講料
講 師
定 員

▲レストラン
「ヴォワ・ラクテ」

▲歌舞伎座

9月13日
（木） 10：00〜15：30
〈解説10：00〜10：30、昼の部鑑賞11：00〜15：30
（予定）〉
9：50 サロンド ジュリエ セミナールーム
サロンド ジュリエ
東京都中央区銀座5-13-16 東銀座三井ビル1F 【講師プロフィール】
（地下鉄「東銀座」駅4番出口より徒歩約1分） 歌舞伎・文楽、現
神田明神下「みやび」の会席弁当
（お茶付） 代 劇 、ミュージカ
（幕間にお席で召し上がっていただきます）
ル、
バレエと幅広く
会員 28,800円
（1等席鑑賞券・お弁当代含む） 舞台を観劇、歌舞
一般 31,600円
伎俳優や宝塚トップ、舞踏家、演
仲野マリ
（演劇・映画ライター・歌舞伎講座講師） 出家、落語家などのインタビューや
劇評を書く。
シネマ歌舞伎上映前
30名
（関東9店舗合計）

※お席はお選びいただけません。2階席となる場合もございます。 解説など講座多数。2017年著書
「恋と歌舞伎と女の事情」刊行。
※8月1日
（水）
以降のキャンセルはご容赦願います。

お申込受付：7月4日（水）より4階友の会窓口
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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）
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1回講座

進化する銀座の楽しみ

五感で味わう気品のフレンチ

銀ぶら・ギャラリー散歩

銀座 レカン

講師によるレクチャーの後、
講師
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。今回のレクチャー会場
は、
4丁目から程近いSONOKO
CAFEの2階。
ヘルシーノンオイルスイーツの
優しい味に癒されてください。
9月11日
（火） 10：35〜13：20
10：30
SONOKO CAFE 2F
（銀座 5-9-1 銀座幸ビル2階）
受講料 会員 4,970円
（お茶+スウィーツ付）
一般 5,400円
講 師 長瀬雅之
（アートコレクター）
定 員 16名

日 時
集 合

※雨天実施。歩きやすい服装でお出かけください。
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1回講座

▲SONOKO CAFE店内

【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
けが入場する初日を見学できる数少な
い日本人。若手アートコレクターとして
幅広く活動。

約一年前リニューアルオープンした
銀座レカン。伝統を受け継ぎなが
ら、新たな創造性を加えたフランス
料理の最高峰。
こだわりと情熱を
もって、
またとない一皿を表現して
いくなかでたどり着ける至福の逸
品です。洗練された優雅さ気品あ
ふれる店内で、
想像のさらに上をゆ
く驚きある美味をお愉しみください。 【渡邉幸司 プロフィール】
リーガロイヤルホテル大
阪で10年を経て渡仏。
（火） 12：00〜14：00
日 時 9月4日
フランス各地のレストラ
集 合 11：50
ンにて研鑽を積む。帰
会 場 銀座レカン
国後レカン入社。2006
（中央区銀座4-5-5 ミキモトビルB1） 年よりレカングループ料
受講料 会員 20,000円 一般 22,000円 理長を歴任。2017年9
定 員 24名
月より銀座レカン7代目
※8月29日
（水）
以降のキャンセルはご容赦願います。 料理長に就任。

【メニュー予定】●アミューズブーシュ
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1回講座

●オードブル2品(冷・温） ●魚料理 ●肉料理 ●デザート ●カフェ・プティフール ※食前酒付

1回講座

ハーブの薬効を活かした健康的なイタリア料理

手しごと名品 京都のお盆と香りある暮らし

ジャッジョーロ銀座は、
フィレンツェの世界
最古の薬局サンタ・マリア・ノヴェッラの思
想をもとに展開するリストランテです。ハー
ブの薬効や香りの効能を活かしたお料理
をいただきながら、ハーブの力や生活へ
の取り入れ方の他、
こだわりの素材、調理
法などを特別に解説。隠れ家的な雰囲気
の中で、癒しの料理をご堪能ください！

1705年から続く京都のお香の専門店「香老
舗 松榮堂」
をたずねます。
主人のご案内で、
その歴史や種類、季節に応じたお香の使
い方など身近な香の楽しみ方を解説。手に
触れ、香りを嗅ぎ、五感を研ぎ澄ます貴重な
体験後は、京粕漬の魚久にてランチタイム！
酒粕の芳醇な香りをお楽しみください。

GIAGGIOLO GINZA ジャッジョーロ銀座

日 時
集 合
会 場
食 事
受講料

8月6日
（月） 10：40〜13：45
10：30 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅渋谷方面改札口前
香老舗 松榮堂 人形町店
京粕漬 魚久本店 2Ｆあじみせ
（椅子席）
会員 7,560円
（昼食代含む）
一般 8,300円
案内人 畑 正高
（香老舗 松榮堂 主人）
定 員 15名 ※最少催行人数10名

9月19日
（水） 11：30〜13：30
11：15 東京メトロ銀座線「銀座」駅Ａ4出口
GIAGGIOLO GINZA ジャッジョーロ銀座
会員 16,200円
（解説・税・サ・昼食代含む）
一般 17,280円
講 師 岩永 健（GIAGGIOLO GINZA ジャッジョーロ銀座）
武内成江
（ハーブカウンセラー）
定 員 20名

日 時
集 合
食 事
受講料

※お香を楽しむ講座のため、化粧品含めパフュームなど香りの強いものはお控えください。

【コース予定】
「水天宮前」駅→香老舗 松榮堂→京粕漬 魚久本店 2Ｆあじみせ 現地解散

※最少催行人数10名 ※9月12日
（水）
以降のキャンセルはご容赦願います。

【メニュー予定】●前菜
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●スープ ●パスタ ●メイン ●デザート ●ハーブティー

※食前酒・お土産付

A）王道の仏蘭西料理

「ジュリー＆ジュリア」2009年作

メリル・ストリープが、
ル・コルドン・ブルーで料理を学
びフランス料理をアメリカで広めた女性ジュリア・
チャイルドを演じた映画の登場です。
フレンチ
のレシピを巡る2人の女性を時間と場所を越え
て並行して描いた作品であり、
王道の仏蘭西料
理が随所に映され、
思わず食べたい！と思わせ
る映画です。

集 合
会 場
受講料
講 師
定 員

●髙島屋セミナーオリジナルメニュー 銀鱈京粕漬定食
【メニュー予定】

各1回講座

映画でひとやすみ

日 時

▲銀座レカン店内

A）
7月27日
（金）
各12：00〜14：00
B）
9月14日
（金）
各11：45 東京メトロ銀座線「京橋」駅 改札口前（※渋谷方面改札）
Le chez crit （ル シェクリ） 京橋相互館110タワー12F
各会員 19,440円 各一般 20,520円
（昼食代含む）
月永理絵
（「映画横丁」編集人）
各9名

※A）
7月20日
（金）
以降のキャンセルはご容赦願います。
※B）
9月7日
（金）
以降のキャンセルはご容赦願います。

【A）
メニュー予定】映画に登場した3品
・アミューズ（ブルスケッタ） ・メイン（ブッフ ブルギヨン） ・デザート（チョコレートクリームパイ）含む セミナーオリジナルコース料理

映画でひとやすみ

B）大統領が愛した仏蘭西料理

「大統領の料理人」2012年作

ある日突然ミッテラン大統領の料理人に任命
された女性シェフの実話をもとにした、
とって
おきの料理映画。素朴な家庭料理を愛する
大統領のため、彼女がつくりだした型破りな
仏蘭西料理を再現し、
その味を堪能します。

zLe chez crit 個室会場
映画の一部を投影しながら、
映画よもやま話とお料理に舌鼓み！
【月永理絵 プロフィール】
1982年生まれ。
ライター、編集者。映画と酒の小雑誌『映画横丁』
の編集人。普段は
「映画酒場編集室」名義で、書籍や映画パンフ
レットの編集をしている。
『メトロポリターナ』
でコラム
「映画でぶらぶ
ら」、
『 現代詩手帖』
にて
「映画試写室より」
（隔月）
連載中。

【B）
メニュー予定】映画に登場した3品
・アミューズ（トリュフ料理） ・魚料理（ちりめんキャベツとサーモンのファルシ） ・デザート（サントノレ）含む セミナーオリジナルコース料理

お申込受付：7月4日（水）より4階友の会窓口

13

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）
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各1回講座

季節とお茶を楽しむ体験サロン

四季の自然と歴史を感じる小さな旅

福寿園「お茶サロン」

大貫昭彦・鎌倉めぐり

日々の移ろいのなか、喉の渇きだけでな
く、心や身体までも潤してくれるお茶。そ
んなお茶をより身近に、さらに美味しくす
る淹れ方や味わい方を学んでいただけま
す。普段のお茶をワンランクアップできる
セミナーをお楽しみください。
（Ａ）冷茶を愉しむお茶サロン
普段のお茶にひと手間かけて、暑い夏のおもてなし
（Ｂ）緑茶テイスティングサロン
様々な日本茶の味を飲み比べられます

「地獄谷を越えて」
建長寺が開かれる前、
この地は地獄谷と呼ばれて
いました。大伽藍の並ぶ境内の奥には、
そんな雰囲
気の森が残っています。森を越えて、鎌倉仏の宝庫
来迎寺も拝観しましょう。
日 時
集 合
食 事
受講料

9月25日
（火） 11：30〜15：30
11：15 JR「北鎌倉」駅西口改札
笹の葉
会員 7,560円
（拝観料・昼食代含む）
一般 8,300円
（随筆家）
講 師 大貫昭彦
定 員 20名

日 時 （Ａ）
7月30日
（月） 15：00〜16：30
（Ｂ）
9月18日
（火） 15：00〜16：30
集 合 14：50
会 場 ふれんち茶懐石 京都 福寿園茶寮
東京駅グランルーフ3Ｆ
受講料 会員 4,500円 一般 4,900円
（日本茶インストラクター）
講 師 岩井利恵
定 員 12名

※雨天の場合はコース変更あり。歩きやすい服装・靴でお出かけください。

【コース予定】
「北鎌倉」駅→昼食「笹の葉」→建長寺→地獄谷埋め残し→西御門
来迎寺→鶴岡八幡宮前解散 ※歩く距離3km。一部山道・下り坂あり。
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1回講座

1回講座

シニア ビューティメイク

気軽に着物でおでかけ

すごくキレイになれると巷で噂の「えがお
写真館」で、ヘア・メイクアップを担当する
赤坂渉氏。変身ではなく、
「元々こういう方
ね。若いときに戻ったわね。」
と思わせるメ
イクは、上品で、
イキイキ、つやつや、
そして
ナチュラル。
ご自宅でできる赤坂メーク術
の極意、簡単なのに凄技！をお教えします。

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？

簡単なのに驚く程「若見えメイク」教えます

切らずに作る 帯結び

8月22日
（水） 10：30〜12：30
戸田ビル1階 教室
会員 4,500円 一般 5,000円
赤坂渉
（えがお写真館ヘアメイクアップアーチスト） 【赤坂渉 プロフィール】
・普段ご利用のメイク
持参品 卓上鏡（大きめのもの）
1983年生まれ。えがお写真館所属。4年間で美再生させたシ
道具一式／基礎化粧品・ファンデーション・ ニア女性は4000人以上。シニア向けメイクアップ講座の講師
も年間50回以上務めるなど、シニア世代専門のヘアメイクの
チーク・リップ・アイメイク道具など。

日 時
会 場
受講料
講 師

※最少催行人数12名

8月27日
（月） 13：30〜16：30
戸田ビル１階 教室
会員 3,460円 一般 3,780円
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、帯枕
（試着用に）
、帯揚げ、帯板帯締め

※「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。角出し結びの帯は、380ｃｍ以上の帯をご用意ください。帯は、風にあてて干したものをお持ち下さい。
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1回講座

天然原料で作る
ず

日 時
会 場
受講料
教材費
講 師
持参品

第一人者。近著に『シニア ビューティメイク』
（扶桑社）。

【簡単な講座の流れ】①簡単リンパマッサージの実践 ②薄づきでもキレイを作る！化粧下地を学ぶ ③最も肝心な
左右対称になる眉の描き方を実践 ④ご自分にあったアイメイク、
リップ選びを学ぶ
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▲▼来迎寺 如意輪観音

【大貫昭彦 プロフィール】
1938年横浜市出身。NPO鎌倉考古学研究所理事。同鎌倉を愛する会会長。
月刊タウン誌「鎌倉朝日」に連載中。元鎌倉市観光協会役員。主な著書は「鎌
倉 歴史とふしぎを歩く」
「鎌倉12ヶ月の花歩き」
（実業之日本社）
他。

※最少催行人数6名
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1回講座

1回講座

爽やかにかおる夏のお香

白檀を使って匂い袋の調合

こう

清めの塗香

お香の歴史に触れながら、最高級の白檀
や実際に生薬としても用いられる天然の
香原料を使って、お香を作ります。
ひとつ
ひとつの香りを確認しながら、匂い袋2つを
作成。微妙な調合で自分好みの香りにな
る楽しみは格別です。袋を選んで仕立て
たら、鞄や衣服に忍ばせて、
うっとおしい
夏も爽やかな香りに包まれてください。

白檀・丁子・桂皮など約10種類の天然
原料を調合して作る塗香（ボディパウ
ダー）。穢れを取り除き心身を清めるため
に用いられた塗香は、掌を合わせる参
拝時、写経の前に指でひとつまみとって
用いました。最近は、
フレグランスの代わ
りに楽しむ人が多くなっている人気のお
香です。仄かに匂う和の香りに癒されて
ください。

▲巾着型匂い袋

▲塗香
▲平型匂い袋

日 時 8月6日
（月） 14：00〜16：00
会 場 戸田ビル1階 教室
受講料 会員 2,700円 一般 3,000円
教材費 3,780円
講 師 片山斉
（薫物屋香楽専任講師）
※ご希望者には当日塗香入れも販売いたします。

【片山斉 プロフィール】

幼少の頃から禅寺の作務などを行っていた事から、
香や仏教に親しむ。株式会社みやび入社後、
お香
関連の業務に従事しながら
「手作り香」の普及に
努め、
現在「薫物屋香楽 香司養成講座」講師並び
に香製品の開発・販売を手掛けている。

日 時 7月31日
（火） 10：30〜12：30
会 場 戸田ビル1階 教室
受講料 会員 2,700円 一般 3,000円
教材費 3,780円
講 師 片山斉
（薫物屋香楽専任講師）

お申込受付：7月4日（水）より4階友の会窓口
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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）
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1回講座

日本のしきたりを知る

人との距離感を学ぶ心理学Vol.22

傷つかない距離感、気付かない距離感

満月の日には出産が増え、
大きな交通
事故や事件が起きます。
どうしてでしょ
うか。
手術に適している月の形とは？私
達の生活に影響を及ぼす月の不思議
な魔力について説き明かします。
また、
旧暦の九月九日、重陽の節句には菊
酒を飲む風習があります。
菊花の効用
をご存知ですか？今回は、
「中秋の名
月」
と
「重陽の節句」のお話です。

今回はやる気のお話。朝起きてから理由も無く
気分が乗らない、落ち込む、
ということはありま
せんか。
その反対に良いことがありそうでワクワ
クした気持ちで目覚める時もあります。何故、
そ
うなるのでしょう。
そんな時にはどうしたらよいの
でしょう。
ここではそれが何処から来るのか、
そ
の対処法、
やる気を出す方法のお話を。
また落
ち込む理由がある場合には、その具体的な解
決方法を分かりやすくお話しいたします。

日 時

8月27日
（月）
19:00〜20:30
会 場 戸田ビル1階 教室
受講料 会員 2,700円
一般 3,240円
講 師 首長一代
（アドラー心理学／心理学カウンセラー）
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1回講座

【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。

日 時
会 場
受講料
教材費
講 師
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1回講座

8月30日
（木）
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）

1回講座

最古の歌集「万葉集入門」体験

源氏物語特別講座

天皇・皇子・皇女たちの挽歌は歴史
の悲劇的なできごとが垣間見られ、
読む人の心に切なく迫ります。特に今
回は、
持統天皇を母に持つ草壁皇子
の挽歌。草壁皇子は天皇に即位する
前、
二十八歳で急逝しました。皇子を
慕う側近の官人たちがその死を悼ん
で詠んだ歌が二十三首ずらりと並び
ます。その歌の想いから、皇子の人
柄を偲びます。

江戸時代には、
「源氏物語」は和歌な
どを学ぶための古典としての位置を保
ちつつも、
一方では、
忠や孝を重んじる
儒教道徳に対立する書として批判的
に取り上げられもしました。
そんな「源
氏物語」に対するさまざま評価のあり
方や、
本居宣長の「もののあはれ」論
とはどのような意義を持っていたのかと
いうことについて紹介していきます。

続・挽歌

日 時
会 場
受講料
講 師
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9月10日
（月）
10：30〜12：00
戸田ビル1階 教室
会員 2,700円
一般 3,000円
松﨑冴子
（妙の会共同主宰）

【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。

江戸時代における
「源氏物語」享受の様相

▲イメージ

【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、
清川妙先生主宰の講座にて万葉集を学ぶ。
2014年、清川妙先生逝去後、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）
。

日 時

9月12日
（水）
10：30〜12：00
会 場 戸田ビル1階 教室
受講料 会員 2,700円
一般 3,240円
講 師 栗山元子
（早稲田大学 法政大学兼任講師）
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各１回講座

▲「紫式部」 押絵「欅の会」代表 中村洋子作品

【栗山元子 プロフィール】
早稲田大学・法政大学兼任講師・千葉経済
大学短期大学部非常勤講師。
『 源氏釈 奥入
光源氏物語抄』(中野幸一氏との共著、武蔵
野書院)。
『源氏物語』古註釈や中古中世の
王朝文学の研究者。2014年10月より当セミ
ナー
『源氏物語』講師。解りやすい解説で人
気を集めている。

各１回講座

墨と筆で表現したい〜その想いをかなえます。

あなたの魅力がさらに輝く
！

墨と筆を使って、
自分の書きたい文字に向き合
い、集中した静かな時間を過ごすことができる
書道教室です。
例えば、
ご自分の名前だったり、
葉書にしたためる季節を表す言葉だったり、
リク
エストに応じて先生が見本をその場で書きま
す。書道の経験がなくても基礎から学べますの
で安心して始められます。新しい美の書道スタ
イルをこの機会にぜひ体験して下さい。

日常のシーンで書く文字が美しいと知的な魅
力がアップします。
この書道教室では、毛筆、ペ
ンから、書きたい道具や書きたい見本を選んで
進めていきます。
ご希望であれば展覧会出品、
段級取得もできますし、指導者を目指したいと
いう方もご指南いたします。小学生から受講可
能です。書道の基本を学んでみませんか？

美の書道塾 体験

基本の書道教室 体験

▲教室風景

日 時 ７月23日
（月）
・8月27日
（月）
・9月24日
（月・休）
各11：00〜12：30
▲講師参考見本
会 場 戸田ビル１階 教室
受講料 会員 各３,５００円
【横山美水 プロフィール】
（教材費含む）
一般 各３,８００円
毎日展会員、創玄展二科審査員。人
講 師 横山美水
間力あふれる美の作品で多くの人々を
持参品 書道道具一式
魅了しています。講師としても多方面
※定期教室との合同クラスとなります。

のカルチャースクールで活躍中です。

日 時 ７月４日
（水）
・18日
（水）
・8月2９日
（水）
9月5日
（水）
・
１９日
（水）
各16:40〜18:00
会 場 戸田ビル１階 教室
受講料 会員 高校生以上 各3,500円（教材費含む）
小中学生 各2,600円
一般 高校生以上 各3,800円
小中学生 各2,800円
講 師 横山美水
持参品 書道道具一式、
ペン、筆ペンなど。
※定期教室との合同クラスとなります。

▲教室風景

▲生徒参考作品

お申込受付：7月4日（水）より4階友の会窓口
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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）

各1回講座

初心者でも笑顔で楽しく
！

水曜フラダンス
（マヒナ）体験
初めての方でも楽しく基礎から学べ
ます。
ステップや曲を練習するうちに
ハワイについて知ることができ、
さら
に踊りが楽しくなります。
またハワイア
ンの音楽にあわせた優雅な踊りは心
も体も癒してくれます。
自然に笑顔に
なれる、素敵なクラスです。
まずは、
お
気軽に体験にいらしてください。
日 時
会 場
受講料
講 師
持参品

7月18日〜9月26日
（毎水 8/1・8/15・9/19を除く）
各19：00〜20：00
戸田ビル1階 スタジオ
会員 各2,160円
一般 各2,265円
大杉久美
（カパフラオ・マヘアラニ専任講師）
動きやすい服装
（※素足またはバレエシューズ）

※定期教室と合同クラスとなります。
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【大杉久美 プロフィール】
カパフラオ・マヘアラニ所属。2003年より15
年間、本クラス講師を担当。2010年ソロコン
ペティション入賞。ハワイ文化
（チャンティング・
レイメイキング等）
も学びながら数多くのハワイ
イベント、
スクール公演に出演中。

883

日 時

【佐藤えり子 プロフィール】
北京体育大学にて太極拳を学ぶ。日本
武術太極拳連盟講師。松戸市武術太極
拳連盟会長。東京中国武術協会理事。
国際伝統拳大会、全日本武術太極拳選
手権大会などで優勝、入賞している。

2回講座

Ｄｏｇ＆ Ｃａ
ｔ

羊毛フェルトに特殊な針を刺して
いくだけ。2回でじっくりと愛くるしい
大作を作ります。愛らしい視線をふ
りまいて、
お部屋の片隅で微笑み
ます。初心者の方も大歓迎！
丁寧に指導します。

会 場
受講料
教材費
講 師
持参品

各1回講座

美しい色合いの花の絵を描いてみ
ませんか？難しいデッサンを必要と
しないので、絵筆を持つのが始め
ての方、絵に自信のない方でも大
丈夫です。1回のレッスンで季節に
合わせた可愛らしい花の絵ができ
あがります。
ホビー感覚の楽しい講座
です。
お気軽にご参加ください。

羊毛フェルトで作る

日 時

講 師

ファンタジック水彩画 体験

悠久な時の流れの中で心もゆったり
と動く太極拳。
その動きの中に人をと
りこにする 何か があります。決まった
型はありますが、初めはあまり動きに
とらわれず、
体と心の緊張をほぐすこと
を意識することがポイントです。今回
は、初心者の方向けに、おなじみの
イエ ライ シャン
「夜来香」の曲に合わせて、
楽しく太
極拳に触れてみませんか？午後は
伝統楊式太極拳で太極拳の奥深
さにすこし触れていただきます。
9月24日
（月・休）
A）10：30〜12：00
B）13：30〜15：00
戸田ビル1階 スタジオ
会員 各2,160円 一般 各2,265円
佐藤えり子
（東京中国武術協会理事）
動きやすい服装

会 場
受講料

10月1日・15日
11月5日・19日
12月3日・17日
各月曜日
各14：00〜15：30
戸田ビル1階 和室
会員 各7,250円
（教材費を含む）
一般 各7,420円
鈴木尭聖 日本香道協会理事

初めてでも簡単に描ける
「花の絵」

ゆったり太極拳入門

会 場
受講料
講 師
持参品

御家流香道は、室町時代中期に香祖・三
條西実隆公により確立された、最古の香
文化です。
この講座では入門する方々に
基礎から正しい作法を理解しながら、
希少
価値の名香を鑑賞して参ります。香の歴
史についても学べ、
繊細な美意識を深く味
わうことができる講座です。
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各1回講座

各1回講座

御家流 香道 体験

日 時

初心者でもできる

日 時

303

8月5日・10月7日各
（日）
13：30〜16：00
▲講師参考作品 作品サイズ5〜10cm
（種類によって異なります）
戸田ビル1階 教室
会員 4,320円 一般 4,700円
新規 3,100円 継続 2,600円
（講師指定の針をお持ちの方）
【佐藤有紀子 プロフィール】
佐藤有紀子
2005年より羊毛フェルト講師
（英国王立美術家協会 名誉会員 atelier KC主宰） として関東各地で講座を持つ。
ボストン展覧会・金賞、芸術オリン
お持ちであればラジオペンチ

ピック in リオ・クリスタルメダル等、国内外展
※申込み時に犬か猫のみをお選びください。
覧会に出展し受賞多数。エルミタージュ美術
※犬種や猫種の毛色や柄などは、当日講師応相談。
※教材費は当日セミナー受付でのお支払いとなります。 館国際友好会員。

会 場
受講料
講 師
持参品

7月25日・8月22日・9月26日
（水）
各13:30〜16：00
戸田ビル1階 教室
会員 各3,085円 一般 各3,255円
遠藤昭美
筆記用具・ポケットティッシュ・筆拭き用タオル・エプロン
※体験用貸し出し道具がございます。

▲講師参考作品

※モチーフ代 500円別途
※教材の準備がございますので体験日の一週間前までにお申込みください。
※定期教室と合同クラスとなります。

861

1回講座

秋を彩る

英国式フラワーアレンジメント
プリザーブド＆アティーフィシャルフラワー2種
の花材をコラボ！秋色のアレンジメントを作り
ます。行灯型の花器や小菊を思わせるジニ
アの花で「和」
をイメージ。
キャンドルの灯りで
やがて訪れる初秋を演出します。

日 時
会 場
受講料
教材料
講 師

9月9日
（日） 10：30 〜 12：30
戸田ビル1階 和室
（洋室仕様）
会員 3,565円 一般 3,780円
9,450円
丸藤知子
（Tʼs Floral Design 代表）
持参品 作品お持ち帰り袋。
ハサミ
（花鋏またはクラフト鋏）

▲講師参考作品 作品サイズ 高さ32×横13×奥行13cm

【丸藤知子 プロフィール】
5年間の英国滞在中にConstance spry,
Jane Packer school of ﬂowers他でフラ
ワーデザインを学び、王室御用達フローリ
スト” E dwa rd G o o dye a r"で研 修 の 後、
Londonの自宅で教室を開催。帰国後はブ
※教材仕入れ時により、掲載見本作品サイズや仕上りが、 ライダル雑誌、モデルルームのフラワーコー
ディネート、ブライダルブーケ＆装飾を手掛
画像と異なる場合がございます。
ける。現在はレッスンを中心に活動中。
※8月31日
（金）
以降のキャンセルはご容赦願います。

お申込受付：7月4日（水）より4階友の会窓口

823

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）

801

各1回講座

1回講座

たんすに眠っている帯が変身！

はじめてのカルトナージュ

毎回好評の「帯リメイクバッグ」。今回
は、あると便利な大きめバッグです。
ちょっと荷物が多い日の外出や、小旅
行にも、
軽くたためて重宝します。
一か
ら作る楽しさを見つけながら、
自分だ
けの一点ものバッグを作りましょう。帯
の生地はしっかりしているので、
バッグ
に適しています。用途に合わせて、
お
好みの大きさでお作りください。

夏休みの思い出づくりに、
お孫さんやお子さんと
参加してみませんか？フランスの伝統工芸でも
ある手しごとの技を体験。
シックで素敵な輸入
生地の他に、
ポケモン柄もご用意。
メガネやパス
カードそして、文房具なども入るおしゃれで、可
愛いらしい布小箱です。
初心者大歓迎！
丁寧に指導します。

可愛いらしい 秘密の小箱（ブック型）

帯で作る大きめバッグ

日 時
会 場
受講料
講 師
持参品
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9月7日
（金）
・9日
（日） 各13：30〜17：30
戸田ビル1階 教室
会員 各5,540円
（教材費込み）
一般 各5,760円
土屋文子
（洋裁師）
帯1本・糸切りばさみ・断ちばさみ

A）
4回講座

8月20日
（月） 10：30〜13：00
戸田ビル１階 教室
会員 2,160円
一般 2,265円
▲Ｃ）
縦5.2×横 17.7×高3.2㎝
教材費 2,500円
（フレンチBOX主宰）
講 師 久保清子
【久保清子 プロフィール】
（布切り・紙切り両方or兼用1本）
・ カルトナージュ作家。リボンクリエーター。インテリア・フラ
持参品 ハサミ
ワーコーディネーター。
「フレンチBOX」主宰。カルトナー
30cm定規・お手ふき・お持ち帰り用袋

受講生作品
▲作品サイズ縦43×横50×幅10㎝

教材費
講 師
持参品

かんざし

手作りのつまみ簪

▲生徒参考作品

8月5日・8月19日・9月2日・9月16日
（日）
13：30〜16：00
▲講師
戸田ビル1階 教室
A）
会員 17,280円 一般 18，
140円
B）
会員 4，
320円 一般 4，
535円
【小木美光 プロフィール】
A）
経糸代のみ
裂き織りを中心とした「手織・
B）
1，
080円
（織機貸出・古布
（裂き布）
・経糸代込） 裂き織り工 房 絲 遊 」主 宰 。
小木美光
（「工房 絲遊」主宰）
1984年に織りと出会い、裂き
A）
ご自宅にある古布。着物地・日本てぬぐい・
織りを中心に作品を製作販
ワイシャツ・ブラウス・スカーフなど綿・化繊・絹可。 売。雑誌「染織α」等に紹介さ
れる。以後クラフト公募展、全
B）
古布
（裂き布）
などは講師が事前に用意。
国裂織展、
グループ展へ出品
（教材費に含まれています。）
し現在に至る。
Ａ）
Ｂ）
握り鋏・待ち針・筆記用具(ノート・ペン）

※新規4回講座お申込みの方は、別途テキスト代2,160円・織り機レンタル代2,000円
（500円×4回）
●作品については、講師応相談。織り機持込、保管可。

811

1回講座

伝統工芸の技法で作る

古布再生！昔ながらのリサイクル！

会 場
受講料

※子供料金の設定はありません。受講料は同額となります。 ジュ技術を修得して30年。エレガントで装飾性が高く実
B）
C）
の柄を選択してください。 用性もある作品を研究・開発。工夫を重ね独自の手法
※お申込時に必ずご希望のA）
を編み出し、初心者にも「作りやすい」と好評を得て、カ
※追加教材も承ります。お申込時に2．
500円×追加数を
ルトナージュや装飾タッセルの普及に努めている。
お支払いください。

806

日本の伝統技「工房 絲遊」裂き織教室

日 時

1回講座

江戸つまみ細工とは、現代では主に七五三
や成人式の際に晴着の髪を飾っています
が、
その歴史はとても古いものです。薄絹の
「羽二重」
を小さく正方形に切り、
つまんで折
りたたみ組み合わせることによって花や鳥な
どの文様を作る東京都指定の伝統工芸で
す。今回は、
秋に相応しい「もみじ」のかんざ
しを作ります。初めての方でも楽しみながら
仕上げてお持ち帰りになれます。

9月10日
（月） 13：30〜16：00
戸田ビル1階 教室
会員 6,480円
（教材費含む）
一般 7,020円
講 師 穂積実
（夢工房主宰）
持参品 エプロン・お持ち帰り用袋

日 時
会 場
受講料

834

1回講座

MAMoZAIK

仕上げ方で、
いろいろな用途に合わ
せた使い方ができる花飾りです。作
品サイズは2種類ご用意。大きなサイ
ズは髪飾りやバッグチャームに、小さ
なサイズは帯留めやブローチに。
シル
クオーガンジー、
コットンプリントの色も
多数そろえています。
同じに作っても、
それぞれの個性を感じる仕上がりが
楽しいつまみ細工です。

朱印用の奉書紙をたたんで、重ね
て、貼って作る自分スタイルの御朱印
帳。10種類以上のプリント生地の中
からお好きな柄を選び装丁した後は、
つまみ細 工やチャーム、
タッセルで
ワンポイントの飾りを付けます。お道具
等は全てご用意いたしますので、手
ぶらでご参加ください。

菱形の花飾り

会 場
受講料
教材費
講 師
持参品

A）
8月21日
（火） 18：30〜21：00
B）
8月28日
（火） 13：30〜16：00
▲講師参考作品
（赤）
戸田ビル1階 教室
小 縦4×横6㎝
会員 各2,700円 一般 各3,240円
大 縦5×横8㎝
各3,500円
沼尾智子
※つまみ細工のお道具セット
（2,700円）
は
（コスチュームデザイナー／MAMoZAIK代表） 希望者に当日販売。
※台紙とクリアケース付き
エプロン

▲講師参考作品
直径約7×高さ4㎝

【穂積実 プロフィール】
1951年から10年間つま
みかんざし名人故石田竹
次氏に師事。
その後独立。
1999年千葉県卓越技能
賞授与。2003年千葉県
市川市民文化賞授与。現
在、つまみかんざし製作や後進の育成、
カル
チャースクールの講師として多方面で活躍中。

MAMoZAIK

日 時

▲B）

日 時
会 場
受講料

B）
各1回講座

「断捨離」がブームですが、その前に自宅に
眠る古布を再生してみませんか？
「もったいな
い」の精神で、経糸と横糸で織り成す「唯一
無二の布地」に大変身！箪笥の隅で眠ってい
た大切な思い出とともに生まれ変わります。

▲A）

手作りのご朱印帳

日 時
会 場
受講料

8月24日
（金） 10：30〜12：30
戸田ビル1階 教室
▲講師参考作品
会員 2,700円
一般 3,240円
【沼尾智子 プロフィール】
教材費 3,500円
コスチュームデザイン、
アパレルブラ
講 師 沼尾智子
ンド商品企画など、活躍は多岐にわ
（コスチュームデザイナー／MAMoZAIK代表） たっている。2014年以降、従来のつ
持参品 エプロン
まみかんざしになかったオリジナルな

※神社向け11×16㎝ お寺向け12×18㎝がございます。
当日ご説明後にお選びいただけます。

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。

お申込受付：7月4日（水）より4階友の会窓口

865 各1回講座
ニューヨークビーズアート
8月/ インディアンビーズ
パワーネックレス

会 場
受講料
教材費

8月26日・9月23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

862 各1回講座
サコタカコ ビーズ織

9月/ ビジュウフラワー
ビーズステッチで編ん
だ 繊 細なフラワーモ
チーフのブローチに仕
上げます。
（中級〜上級）

インディアンビーズの
ネックレス。
ビーズで編
んだリングを利用しグラ
スホルダーとしても使え
ます。
モチーフ直径7㎝程度。

日 時

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）

初級/ブローチ
イングリッシュガーデン

中上級/ジャーマンドール
ペンダントとネックレス

ペンダントヘッド▶
幅3×長さ10㎝
くさり45㎝
（全長）
◀幅2.2×長さ2.8㎝
4㎝安全ピン付

佐藤聖美
（ニューヨーク在住 Art Studio Sugar Mommy主宰）
講 師 角井洋子 渥美千恵子
（Art Studio Sugar Mommy講師）
持参品 ビーズステッチ用針・糸・小さいはさみ・ビーズマット
監 修

※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

▲ネックレスヘッド
9月9日
（日） 10:30〜12:30
幅3×長さ10㎝
戸田ビル1階 教室
くさり部分
会員 各2,160円
一般 各2,265円 幅1.5×67㎝
（全長）
初級 2,490円 中上級 9,700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

※織機
（小／4，
752円）
をお持ちでない方は教室にて販売。

日本橋髙島屋セミナーはこちら

教室（戸田ビル）地図
丸善

八重洲通り

教室
地下鉄銀座線

京橋駅

昭和通り

■JR「東京駅」
：徒歩5分
■都営浅草線「宝町駅」A5番出口：徒歩6分

外堀通り

JR東京駅

住所：〒104-8388 東京都中央区京橋1-7-1 戸田ビル1階
電話 03-6867-1674 FAX 03-6867-1673
■東京メトロ銀座線「京橋駅」6番出口：徒歩2分
■東京メトロ銀座線「日本橋駅」B3番出口：徒歩5分

髙島屋

地下鉄銀座線

日本橋駅

都営浅草線

宝町駅

お申し込みは7月4日（水）より4階友の会窓口にて承ります。

■お申し込みについて■

・どなたでもお申し込みいただけます。
ただし、
18才未満の方は保護者の同意が必要です。
・友の会会員様は会員価格にてご参加いただけます。
お申し込み時に、会員証をご提示ください。
また、会員価格は友の会会員様ご本人、
および配偶者の方に
のみ適用です。
・各講座とも締切りは開講1週間前までとさせていただいております（ただし一部講座を除く）。
1週間前を過ぎてからのお申し込みの場合は、事前にセミナー事務局までご連絡ください。
・受付順で定員になり次第、締切り日以前でも受付終了とさせていただく場合もございます。
また、最少催行人員に達しない場合、天災地変、運送機関等諸般の
状況により催行を中止する場合もございます。
ご了承ください。
・お支払いは現金、
もしくは、
クレジットカードでお願いいたします。
ただし、
タカシマヤカード、
タカシマヤ
〈セゾン〉
カードをご利用の場合、
ポイント対象外とさせていた
だきます。

■キャンセル手数料■

ご参加手続き後のキャンセルにつきましては、原則として右記に基づきキャンセル手数料を申し受けます。
（ただし、
講座内容によって手数料が異なる場合がございます。）

参加手続き
（ご入金）後から
実施2日前
実施3日前まで
10%
20%

実施前日

■ご見学・ご体験について■

30%

実施当日
以降
100%

初めて受講される方には、
お申し込みの前にまずはご見学・ご体験されることをお勧めします。定期講座においてはご見学・ご体験が可能ですので
（ただし、
一部講座を除く）
ご見学・ご体験ともに、
ご希望の場合には事前にセミナー事務局までお電話にてご予約ください。
・ご見学は無料です。1回20分程度を目安とさせていただいておりますので、
ご了承ください。
・ご体験は、
1講座につき1回のみご参加いただけます。受講料は講座によって異なりますので、
セミナー事務局までお問い合わせください。
※講師や他の受講生に迷惑を及ぼすなど、講座の運営に支障をきたす行為があった場合は今後全ての講座の受講をお断りする場合があります。

