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▲江戸名所図絵 牛込神楽坂

▲柳森神社お狸さま

▲神田明神楼門
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▲イメージ

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（A）は「神田」
駅から、「旧万世橋」駅や現在の「秋葉原」駅
の史跡をめぐります。1月（Ｂ）は、「末広町」駅か
ら神田明神や湯島天満宮を訪ねます。

※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。

Ａ）日時 12月7日（金）　13：00～15：30
集合 12：50　銀座線「神田」駅　浅草寄り改札口前

【コース予定】「神田」駅→お玉ヶ池跡→玄武館跡→柳森神
社→万世橋駅跡→「秋葉原」駅（駅に入場し、
駅構内改札口の中を見学→「秋葉原」駅構内
で解散　※約2kmの行程です。

B）日時 1月11日（金）　13：00～15：30
集合 12：50　銀座線「末広町」駅　浅草行きホームの改札口前

【コース予定】「末広町」駅→神田明神→嬬恋神社→湯島天満宮→「湯島」駅または「上野
広小路」駅解散　※約2.5kmの行程です。

伊藤博文公も愛した老舗ふぐ料理店
下関春帆楼　東京店

日 時
集 合
会 場

会 費

定 員

日本の“ふぐ料理公許第一号”の「下関春帆楼」。その
名付け親の伊藤博文公により禁制のふぐ料理が解禁
されて130年。日清講和条約の舞台ともなった歴史と
伝統の味を今に受け継ぎます。2012年オープンの東
京店の明治や大正期を彷彿とさせるクラシカルな雰
囲気の中で本場の味と旬の味覚をご堪能ください。

1月17日（木）　12：00～14：00
11：50
下関春帆楼　東京店
東京都千代田区平河町2-7-9　JA共済ビル
（東京メトロ半蔵門線・有楽町線・南北線「永田町」駅
4番出口より徒歩約2分、東京メトロ銀座線・丸の内
線「赤坂見附」駅7番出口より徒歩約7分）
会員 17,700円
一般 19,400円（税・サ込）
30名（関東9店舗合計）

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㉖
新宿山の手七福神めぐり
新しい年の初めに七つの福を象徴する七つの寺社をめぐり、
商売繁盛、無病息災、大願成就などの福徳福運を求めて
巡拝する七福神めぐり。今回訪ねるのは新宿山の手七福神。
スタートは神楽坂にある毘沙門天こと善国寺。ここから市谷
柳町にある大黒天の寺・経王寺を経て、東新宿エリアに点
在する神社と寺院をめぐります。昼食会場は美容家として一
世を風靡した山野愛子さんの邸宅を改装した和食処です。

【コース予定】JR「飯田橋」駅→善国寺（毘沙門天）→経王寺（大黒天）→稲荷鬼王神社→昼食→
永福寺（福禄寿）→厳島神社（弁財天）→法善寺（寿老人）→西向天神社（弁財天朱印
所）→太宗寺（布袋尊）→東京メトロ「新宿御苑前」駅解散　※約6㎞の行程です。

【メニュー予定】●前菜　●御椀　●造り（ふく薄造り）　●焼物　●鍋物（ふくのちり鍋）
●揚物（ふくの唐揚）　●食事（ふく雑炊・香の物）　●菓子　※ワンドリンク付
※下関ではふぐは“福”に通じるとして「ふく」と呼び習わします。

※お席は椅子席、または掘りごたつ席となります。  ※1月10日（木）以降のキャンセルはご容赦願います。

1月21日（月）　10：50～15：30
10：40　ＪＲ中央線「飯田橋」駅　西口改札口前
「がんこお屋敷 山野愛子邸」（姫椿ご膳 ※ワンドリンク付）
会員 12,000円
一般 13,200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）
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。  ※1月14日（月・祝）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

受講料
講 師
定 員

会員 各3,880円　一般 各4,210円
小林祐一（旅と歴史のプロ・ナビゲーター）
各30名（関東9店舗合計）

童謡＆懐メロを歌おう！
クリスマスパーティー2018

日 時
集 合
会 場

会 費

講 師
定 員

童謡や懐かしのメロディー、クリスマスソング
などを集めて、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」。
会場は1996年創業の南青山の一軒家レストラン
「リヴァ デリ エトゥルスキ」です。厳選食材を
使った本格イタリアンと、“幻のピアノ”とも言わ
れるイタリアFAZIOLI社製の名品で最高の
クリスマスをお楽しみください。

12月5日（水）　11：30～14：00
11：15
レストラン 「リヴァ デリ エトゥルスキ」
東京都港区南青山3-15-12
（東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線「表
参道」駅A4出口 徒歩約3分）
会員 12,500円
一般 13,700円（イタリアンコース料理代含む）
田中修二（音楽家・ピアニスト）
50名（関東9店舗合計）

※11月28日（水）以降のキャンセルはご容赦願います。

【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。

アートとグルメを満喫 ･茶陶の世界＆日本庭園、秋の懐石料理
根津美術館・特別展「新・桃山の茶陶」＆「たまさか 西麻布」

日 時

集 合
会 場

食 事
会 費

講 師
定 員

実業家、初代・根津嘉一郎氏の日本・東アジアの古美
術コレクションを所蔵する根津美術館。2009年隈研吾
氏の設計によってリニューアルオープンしました。開放
的で落ち着いた空間の中での名品鑑賞、自然豊かな
日本庭園では紅葉が始まっています。お食事は隠れ
家的一軒家の和食の名店「たまさか 西麻布」で。

▲たまさか西麻布

▲正門からのアプローチ（根津美術館）

11月29日（木）　10：30～14：30
〈解説・鑑賞10：30～12：30、お食事12：30～14：30〉
10：20　根津美術館入口
根津美術館
東京都港区南青山6丁目5番1号
（東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線
「表参道」駅下車A5出口より徒歩8分）
たまさか西麻布（懐石料理※ワンドリンク付）
会員 12,500円
一般 13,700円（美術館入館料・昼食代含む）
根津美術館学芸員
30名（関東9店舗合計）

※解説（10分程度）後は自由鑑賞となります。
※お席は椅子席、掘りごたつ席、カウンター席に分かれます。※11月22日（木）以降のキャンセルはご容赦願います。

おり神様・小林一夫さんがご案内する湯島・話題のスポット
｢お茶の水・おりがみ会館｣＆新春詣で｢神田明神｣

日 時
集 合
食 事

受講料

講 師

定 員

安政五年創業、染紙・千代紙の老舗「ゆしまの小林」（お
りがみ会館）で「新春・おひなさま展」見学、小林一夫社長
の「おりがみ講座」と「和紙染め」などを体験しましょう。そ
して新装された境内やアニメとのコラボのユニークな展
示も見られる資料館など、今話題の神田明神に詣でます。

▲おりがみ講習：縁起「合格するたとう雛」など

▲神田明神「文化交流館」

1月30日(水)　10:30～15:00
10:20　JR「御茶ノ水」駅聖橋口改札口
東京ガーデンパレスホテル
「つきじ植むら『梅里』湯島店」（松花堂弁当）
会員 11,000円
一般 12,000円  （拝観料・教材費・昼食代含む）
小林一夫（おりがみ会館館長・
株式会社「ゆしまの小林」4代目 社長）
25名（関東9店舗合計）

【コース予定】JR「御茶ノ水」駅→神田明神（祭神：大黒天・恵比寿天・平将門、新設・文化交流館、資料館「文化
交流館竣功記念 神田祭展」、など）→東京ガーデンパレスホテル「つきじ植むら『梅里』湯島店」（昼
食）→おりがみ会館（「新春・おひなさま展」鑑賞、おりがみ講座、和紙染め体験）・現地解散

※雨天実施。歩きやすい服装でお出かけください。
※1月23日(水)以降のキャンセルはご容赦願います。

【小林一夫 プロフィール】
1941年、東京・湯島生まれ。先人
の知恵や技を感じる伝承の折り紙
に魅了され、30代からおりがみを
本格的に始める。2005年には内
閣府認証NPO法人国際おりがみ
協会理事長に就任。おりがみの展示や教室の開催、講
演などを通じて和紙文化の普及と継承に力を注いでお
り、その活動場所は日本のみならず世界各国に及ぶ。
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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）お申込受付：11月7日（水）より本館4階友の会窓口

▲重要文化財 鼠志野茶碗 銘 山の端 美濃 施釉陶器
日本・桃山～江戸時代 17世紀 根津美術館蔵

ねずみ し の ちゃわん やま は



▲「紀尾井町 三谷」内観

▲英勝寺山門

▲寿福寺参道

▲創業60周年セミナー特別メニュー　イメージ

1回講座

五感で味わう極上の鮨料理
紀尾井町　三谷
予約困難な極上の鮨屋で有名な四ツ谷
「三谷」の新店舗「紀尾井町 三谷」。白木
のカウンターは、もと靖国神社の鳥居だっ
た一本木、皇室で使用している最高級の
素材で作られた椅子。料理、サービス、設
え、食器、どれをとっても超一流のこだわり
に、店主のおもてなしの心意気が響きま
す。食通をうならせる料理とお鮨。驚きと感
動の連続を心ゆくまでご堪能ください。

【メニュー予定】おまかせ特別コース　●おつまみ6品程度　●握り９貫1巻　●デザート

日 時
集 合
食 事
受講料

講 師
定 員

【メニュー予定】●アミューズ　●冷前菜+サラダ　●温前菜　●メイン　●デザート　●コーヒーor紅茶　●パン

【コース予定】「日比谷」駅→昼食「モルソー」→ミッドタウン日比谷→リーデル→モンロワール→かずや等→銀座駅周辺解散

▲大徳寺懐石

良質なたんぱく質  長寿の秘訣
創業60周年  新橋 徳壽

日 時
集 合

食 事
受講料

講 師
定 員

高齢者ほど健康のために食べた方が良いとい
う牛肉。一方で「最近の牛肉は脂が多く胃もた
れしそう。赤身はかたくて食べづらい」などの意
見もあります。和牛の専門家講師が、高齢者が
食べやすく美味しい牛肉をA5やA4といった格
付の基本知識とともに、産地ブランドや選び方
などを解説。また、老舗焼肉店にて極上の安全
で美味しい和牛を実食し堪能します。

1月16日（水）　12:00～14:00
11：50　JR「新橋」駅 鳥森口 / 東京メトロ
銀座線「新橋」駅 8番出口 ＳＬ広場
新橋 徳壽はなれ（山形牛専門）
会員 13,500円
一般 14,580円（解説・食事代含む）
村上 聖（日山畜産代表取締役）
20名

【メニュー予定】新橋 徳壽　創業60周年記念　セミナーオリジナル　特上焼肉会席
※最少催行人数「10名」。※1月9日（水）以降のキャンセルはご容赦願います。

映画でひとやすみ　　クリスマス映画特集
仏蘭西流クリスマス！

日 時
集 合

会 場

受講料

講 師
定 員

講師お薦めのクリスマスを舞台にした映
画のダイジェスト版、抜粋映像をご覧に
なりながら、七面鳥やフォアグラ料理など
銀座を見下ろす絶景の個室にて映画
三昧！フランスの伝統的なクリスマス料理
を味わいながら、クリスマス映画にたっぷ
り浸る至極の時間をお楽しみください。

12月11日（火）　12：00～14：00
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
会員 19,440円
一般 20,520円（昼食代含む）
月永理絵（「映画横丁」編集人）
9名

【メニュー予定】フォアグラ料理や七面鳥ブッシュド・ノエル含むル シェクリ風フランスのクリスマスコース
※12月4日（火）以降のキャンセルはご容赦願います。

来春は日比谷で
きらり！街歩き
5回目の新春シリーズ。今回はミッドタウン日比
谷オープンにともない、おしゃれにかわりつつあ
る話題のエリア、日比谷から銀座に向かって
散策。先ずは注目の女性シェフが手がけるレ
ストラン「モルソー」で実力派のフレンチをゆっ
くりと楽しみます。その後、新しいショップやこだ
わりのお店を訪ねる「きらり！ 街歩き」です。

▲「モルソー」内観

【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。 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。

1月29日（火）　10：50～15：30
10：45　東京メトロ「日比谷」駅改札
Morceau（モルソー）
会員 15,660円
一般 16,740円（昼食代含む）
工藤みどり（とうきょう案内人）
20名

※雨天実施。※食事開始時間は11時を予定。※1月22日（火）以降のキャンセルはご容赦願います。

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

日 時
集 合
食 事
受講料

講 師
定 員

「扇ヶ谷の秋を楽しむ」
鎌倉五山第3位の寿福寺で実朝や政子
の墓に詣で、中世の鎌倉を味わいます。
英勝寺は、徳川家康ゆかりの尼寺、ここ
では日光東照宮を思わせる本堂や英勝
院の廟を拝観し、華麗な江戸建築を鑑
賞します。

11月27日（火）　11：30～15：30
11：15　JR「鎌倉」駅西口改札
ガーデンハウス
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

【コース予定】「鎌倉」駅→昼食「ガーデンハウス」→寿福寺→英勝寺→鎌倉駅周辺解散　
                  ※約2㎞の行程です。

※雨天実施。　歩きやすい服装・靴でお出かけください。

美しい箸使い　Ｖｏｌ.3　
迎春 おせち料理 と 師走の大徳寺

日 時
集 合
会 場
受講料

講 師
定 員

新しい年を迎えるにあたり、日本の「食」の伝統文
化を、ひとあし早い「お節料理」を囲みながら体感
します。一品 に々こめられた先人の思いなど、「福を
沢山呼び込むおせちのマナー（祝い箸etc）」ととも
に解説。昼食は、「日本料理の極意書」とも云われ
る粋の全てを凝縮した料理を詰めた大徳寺懐石。
季節感あふれる盛付の妙をお楽しみください。

12月20日（木）　12:00～14:30
11：50　東京メトロ半蔵門線 「九段下」駅 6番出口地上
茶懐石料理「九段下 寿白」※掘り炬燵席
会員 17,280円
一般 18,360円（お節3段重・昼食代含む）
栗原佑布子（料理研究家/日本箸教育講師）
20名

【メニュー予定】セミナーオリジナル大徳寺懐石●先付　●お造り　●炊合せ　●大徳寺点心　●飯
　●香の物　●甘味

※最少催行人数「10名」。※「九段下 寿白」は「寿司政」別館です。
※寿白特製お節（3段重）1セット付き。皆さんと取り分け味見します。
※12月10日（月）以降のキャンセルはご容赦願います。

【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。

【村上 聖 プロフィール】
1981年生まれ。日山畜
産代表取締役。和牛の
試食データベースを構築
し、格付けや産地ブランド
だけではない和牛の価値
を消費者に伝える取り組みを行ってい
る。国産牛肉の海外マーケット開拓にも
力を入れ、東南アジア各国に輸出中。

▲イメージ ▲会場

1月24日（木）　12：00～14：30
11：50
紀尾井町 三谷
（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 36,720円　一般 37,450円
17名

日 時
集 合
会 場

受講料
定 員
※1月17日（木）以降のキャンセルはご容赦願います。

7

1回講座111回講座12

1回講座91回講座10

1回講座8
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7日（水）より本館4階友の会窓口



代表：田中友紀
1985年11月11日生まれ

▲A）直径30×高さ24㎝（キャンドル含）

▲B）直径35㎝

▶C）横25×
長さ60㎝

各1回講座

草月いけばな
クリスマスリース＆お正月花

日 時

会 場
受講料

教材費

講 師
持参品

クリスマスリース　12月13日（木）
お正月花　　  　12月27日（木）
各10：30～12：30
戸田ビル1階 教室
会員 各1,785円
一般 各1,870円
クリスマスリース：4,200円
お正月花：4,800円
小沢清香（草月流師範会理事）
お持ち帰り袋

各1回講座 1回講座

4つの楽しい体験をスタンプラリー
で行いながら、お子様の論理的な
思考を伸ばしていく講座です。ご家
族で楽しくご参加しませんか。
【スタンプラリー内容】①レゴを作り、
自在に命令をかけて動かす体験。
②ロボットとのコインゲーム体験。③
電子回路の仕組みを楽しく学ぶ体
験。④サンタさんへ、気持ちが伝わ
るお手紙の書き方体験。

楽しく遊びながら！キッズスクール！
サンタ プログラミング

日 時
対象年齢

会 場
受講料

主 催

12月23日（日・祝）　10：30～12：30
４歳以上（※小学生未満の場合は、
保護者同伴での参加をお願いいたします。）
戸田ビル1階 スタジオ
会員 3,000円
一般 3,300円（教材費含む）
（株）プログラミング検定協会

▲講師参考作品（直径約35㎝）

草月いけばな。机上とは異なるシチュ
エーション!色鮮やかな木の実や生花
をアレンジした「草月流クリスマスリー
ス」の初登場です。お正月花は、紅白
水引など縁起の良い花材を使い、初
めての方にも丁寧に指導します。

1回講座

王道の味噌仕込み
発酵美人堂　

日 時
集 合
会 場

受講料

講 師
定 員
持参品

千年以上前から日本の食文化を支えてきた糀。今回は、
味噌の仕込みに挑戦。無農薬在来種の大豆もしくは有
機大豆、天日塩、有機米麹、こだわり材料で仕込みます。
米麹を通常の倍量使用し、まろやかで贅沢な出来上が
りに。数種類のお味噌の試食、手作り味噌を使ったお料
理のデモンストレーション。ちょっと一口試食タイムでは、
仕込んだお味噌の出来上がりに期待がふくらみます。

※仕込み量は、A）1kg　B）1.5kgのいずれか選択してください。
※最少催行人数5名 

▲仕込み風景

▲蓬莱山飾り 12月1日（土）　13：15～15：30
13：00　地下鉄「飯田橋」駅B3出口
神楽坂発酵美人堂
（東京都新宿区若宮町12-1）
会員 Ａ） 9,290円　Ｂ）10,200円
一般 Ａ）10,200円　Ｂ）11,100円
（手作り味噌を使った試食付）
清水紫織（神楽坂発酵美人堂女将）
7名
エプロン・三角巾・筆記用具

1回講座

日本のしきたりを知る

日 時

会 場
受講料

教材費
講 師

年越しそば、正月おせち料理、それぞ
れの意味は？門松の正しい置き方は？
お屠蘇の飲み方とその意味。花びら
餅の食べ方と意味。結び柳の意味
等々をわかりやすく説明いたします。
そして来年の初詣はどこの神社仏閣
に行ったらよいのでしょう？新春を迎え
る正しい「きまり事」を学びます。

【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。

11月29日（木）
13：30～15：30
戸田ビル1階 スタジオ
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

今だからこそ知っておきたい
皇室のお話

日 時

会 場
受講料

講 師

2019年は天皇陛下の退位と、皇太子殿下の
即位で、皇室が「次代」を迎える重要な年で
す。2000年以上の長きにわたり、124回の皇位
継承を繰り返してきた天皇の歴史を振り返り、ま
た将来の皇室のお姿についてもお話いたしま
す。東宮侍従として今上天皇及び皇太子殿下
にお仕えし、今上天皇の即位の礼の際来賓の
接嵎に従事した経験を持つ講師ならではのエ
ピソードもお楽しみに。 【竹元正美 プロフィール】

１９７０年外務省入省。米国ドゥ
ルー大学大学院修士号取得
（国際関係論）。宮内庁東宮侍
従、ヒューストン総領事、ホンジュ
ラス大使。宮内庁式部副長、ウ
ルグアイ大使など歴任。現在、
一般社団法人「国際文化教育
協会」理事長。著書に「米百俵
海を渡る」（日之出出版）、「皇
室ってなんだ」（扶桑社）。皇室
関係番組に多数出演。

1月14日（月・祝）
13：30～15：00　
戸田ビル1階 教室
会員 2,700円
一般 3,025円
竹元正美
（元宮内庁東宮侍従　
一般社団法人「国際文化教育協会」理事長）

※定期教室との合同クラスとなります。
※花材仕入時により、講師参考作品と異なる場合がございます。
※申込締切：クリスマスリース：12月6日（木）　お正月花：12月20日（木）

※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。

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

日 時

会 場
受講料

教材費
講 師
持参品

A）11月25日（日）アドヴェント飾り
B）12月  2日（日）クリスマスリース
C）12月  7日（金）ドアスワッグ
各10：30～12：30
戸田ビル1階 教室or和室（洋室仕様）
会員 各3,565円
一般 各3,780円
A）B）C）各9,750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。）

“幸せを呼ぶ妖精”が潜むという樅。オレゴン
から取り寄せるフレッシュ生樅でアドヴェント・
リース・ドアスワッグ3種類の「クリスマス飾り」
を作ります。生樅の香りに包まれ、癒されなが
ら、楽しい時間をご一緒しませんか。初心者
大歓迎!

【小沢清香 プロフィール】
1955年草月流入門。
1977年勅使河原宏賞受賞、2007年草月
賞、2006年と2017年に草月栄誉賞を受賞。
日本橋髙島屋ショウウインドー、帝国ホテルなど
さまざまな場所にてイベントディスプレイやイン
スタレーションを行っている。そのほか、日本い
けばな芸術協会・参与、一般財団法人草月会・
理事、草月流の本部講師

「主婦で立ち上げ、監修は一流を揃える事
で、母親からの目線と高度な知識の相乗効
果で、こどもの能力を楽しく引き出します。自
分の好きな物を見つけて没頭しましょう。そ
れが、成功する秘訣です。」
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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）お申込受付：11月7日（水）より本館4階友の会窓口

【清水紫織
プロフィール】
自身の突然の食物
アレルギー発症を
きっかけに、食を見
直す中で発酵食品
の素晴らしさに出会
う。神楽坂の古民
家で発酵教室を開きながら商品の開発も行
う。２児の母であり食育にも力を注ぐ。



初級 12月9日（日） 13：30～16：30
中級 12月9日・2月3日（日） 13：30～16：30
戸田ビル1階 教室
会員 各2,160円　一般 各2,265円
初級 3,000円　中級 各1,600円
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

羊毛フェルトに特殊な針を刺していくだけ。
初級コース（季節の作品小物付）と中級
コース（経験者）。中級コースは2回で、リア
ルタイプのミニチュアを作成します。

羊毛フェルトでつくる
Dog ＆ Cat　初級＆中級

12月17日（月）　10:30～13:00
戸田ビル1階 教室
会員 2,160円　一般 2,265円
3,900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）
30㎝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

新年に届く年賀状や大切な方からの記念のは
がきを素敵な布箱で保管しませんか？初心者大
歓迎。シックで素敵な輸入生地で、愛らしいケー
ス作りを丁寧に指導します。仏蘭西の伝統工芸
の技を体験してみませんか。

楽しみながら作る カルトナージュ
レターラック

3回講座

1回・2回講座

3回講座

1回講座

1回講座

1回講座

1回講座

各1回・2回講座

▲初級講師参考作品 犬・猫サイズ7cm
　（種類によって異なります）

▲講師参考作品 縦11×横15×幅約8㎝

※申込み時に犬か猫のみをお選びください。犬種や猫種の毛色や柄などは、当日講師応相談。
※中級コースは2回で、一作品完成となるため、受講料・教材費を2回に分けています。

※糸色は当日ご希望の色を
　お選びください。

※お申込時に必ずご希望のA）B）の柄を選択してください。
※追加教材も承ります。お申込時に3,900円×追加数をお支払いください。

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

12月3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
※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。）

▲講師参考作品

1月21日（月）　13:30～16:30
2月18日（月）　14:00～17:00
3月18日（月）　13:30～16:30
戸田ビル1階 教室
会員   9,720円　
一般 10,700円
3,890円
坂野ゆかり（和ぞうり縁工房主宰） 他
はさみ・30㎝のものさし・洗濯ばさみ

日 時

会 場
受講料

教材費
講 師
持参品

スッキリとしたスタイリッシュなフォルム
がおしゃれなトートバッグです。
お色は紺×グレー、珈琲×生成の2パ
ターンをご用意。

今だから環境にやさしいエコクラフト
シンプルトートバッグ

▲作品は紺×グレー サイズ 縦長A4
　底22×8.5×高さ27㎝ 持ち手45㎝

▲縦12×横25×高さ16㎝

1月9日・2月6日・3月6日（水）　
13：30～15：30
戸田ビル1階 教室
会員 7,440円　一般 8,100円
3,490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）
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/壁飾りに出来るバックチャーム
 こま結び、玉房結び
2月/ブレスにも応用出来るネックレス
 こま結び
3月/スカーフ留めにも出来るリング2ヶ
 巻き結び

一本の紐が紡ぐ伝統技法
花結び

▲3月

▼2月◀�1月

1月27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）
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。※織機（小/4,752円・大/12,960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

象牙風なパーツと淡水パールを使った「だまし
絵」のようなネックレス。カジュアルなトップスに
はもちろんのこと、ベーシックな装いにもトレンド
感を添えるネックレスです。

ニューヨークビーズアート
アイボリーネックレス

▲長さは調整できます。

QP

QP805

QP883

QP824

QP865

QP804

QP801

806

QP862

Ⓑ

Ⓐ

12月10日（月）　
13:30～16:00
戸田ビル1階 教室
会員 6,480円
一般 7,020円（教材費含む）
穂積 実（夢工房主宰）
エプロン・お持ち帰り用袋

日 時

会 場
受講料

講 師
持参品

お正月飾りを作ります。
鶴、白梅、紅梅、松、笹…寿ぎの
お正月をお祝いするつまみ細
工の飾りです。

伝統工芸の技法で作る
てづくりのつまみ簪

【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。2016年東京都「伝統工芸士」認定。
現在、つまみかんざし制作や後進の育成、カル
チャースクールの講師として多方面で活躍中。

ブローチ バッキンガムの衛兵さん
縦10.5×横3㎝ 

ブローチ エジプト
縦最長9.8×横3㎝

バネ金口のポシェット 薔薇
縦14×横14×マチ1.8㎝
持ち手幅1.6×長さ105㎝

サコタカコ ビーズ織 ～初級・中上級合同クラス～

12月9日（日） 1月13日（日）
各10：30～12：30
戸田ビル1階 教室
初級会員 各2,160円　初級一般 各2,265円
中上級会員 4,320円　中上級一般 4,530円

日 時

会 場
受講料

12月初級 5,400円　1月初級 5,940円 
12月･1月中上級 20,520円
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

教材費

講 師

持参品

初級／12月 初級／1月 中上級／12月・1月

※講座お申し込み受付は11月7日（水）より、本館4階友の会窓口にて承ります。 ※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をしております。

お申込受付：11月7日（水）より本館4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）



気軽に着物でおでかけ
切らずに作る 帯結び

日 時

会 場
受講料

教材費
講 師

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？

人との距離感を学ぶ心理学Vol.24
傷つかない距離感、気付かない距離感
A）親戚、ご近所、友達、などなど、関わらずに生きてはいけないけれど、面倒
に感じるときもあるはず。そして何より一番面倒なのは自分自身との関わり。
今回はすぐに使えるシンプルな付き合い方、楽な付き合い方のお話し。   

B）ずばり「人生について」。人生についての本は山ほどあります。ここでは
「あなたが考える人生とは」から「それをどうするか」までのお話です。 12月9日（日）　

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）

持参品 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個、メジャー、（試着用に）帯枕、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、380㎝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。

日 時

会 場
受講料

講 師

A）1月21日（月）　10:30～12:00
B）1月28日（月）　19:00～20:30
戸田ビル1階 教室
会員 各2,700円　
一般 各3,240円
首長一代 
（アドラー心理学／心理学カウンセラー）

最古の歌集 「万葉集入門」　最盛期・その2
柿本人麻呂に引き続いて名だたる万葉歌人たちが活発に歌を詠み
あった時代。ハイライトは何といっても大伴旅人。大宰府の長官として
筑紫に赴いた大伴旅人を取り囲んで一大サロンが形成され、特に当
時筑前守であった山上憶良との交流は、きらめく万葉集の一頁を作
りあげました。素晴らしい歌会が、都を遠く離れた大宰府でも繰り広
げられていたのです。
日 時

会 場
受講料

講 師

1月14日～3月11日（月）　
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）

古典文学作品に見る平安人物伝
現在でもよく名を知られている安倍晴明や小野小町、和泉式部や清
少納言など平安期に活躍した有名人は逸話も多く伝えられ、更には
後世に生み出されたさまざまな文芸にも登場します。本講座ではそうし
た平安期の所謂有名人について取り上げ、どのような逸話があるの
か、そのことはどのような人々の見方を示しているのかなど、それぞれ
の人物像を掘り下げたお話をいたします。
日 時

会 場
受講料

講 師

1月9日～3月27日（水）　
10：30～12：00
戸田ビル1階 教室
会員 16,200円　
一般 19,440円
栗山元子
（早稲田大学 法政大学兼任講師）

【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。アトピークリニックなどクリ
ニックでのカウンセラー、専門学校に
て心理学講師など多方面で活躍中。

【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、清川妙
先生主宰講座にて万葉集を学ぶ。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）。

【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。

1回講座867各1回講座

3回講座6回講座

407

302380

お申込受付：11月7日（水）より本館4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）
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