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関東9店舗共同企画

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：1月9日（水）より本館4階友の会窓口

天空のレストランで絵画のような美しいフレンチを
レストラン モナリザ 丸の内店

日 時
集 合
会 場

会 費

定 員

丸ビルの最上階にあるフレンチレストラン「モナリ
ザ 丸の内店」。2009年にミシュラン星を獲得した
恵比寿「モナリザ」のオーナー河野透氏の2号店
です。ガラス越しの絶景と美術館のように絵画で
彩られた空間が広がり、繊細で美しい料理は、
「モナリザ」の微笑みのようにお客様に幸せと喜
びを与えてくれます。

▲イメージ

2月8日（金）　12：00～14：00
11：50
モナリザ 丸の内店
東京都千代田区丸の内2－4－1 丸の内ビルディ
ング 36F（JR「東京」駅丸の内南口より徒歩約1
分、東京メトロ丸ノ内線「東京」駅より直通、千代
田線「二重橋前」駅7番出口より徒歩約2分）
会員 15,200円
一般 16,700円（税・サ込）
30名（関東9店舗合計）

【メニュー予定】●アミューズ・ブーシュ　●前菜　●魚料理　●肉料理　●デザート　●コーヒー　※ワンドリンク付
※2月1日（金）以降のキャンセルはご容赦願います。

【講師プロフィール】
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。

▲旧寛永寺本坊表門

▲旧岩崎邸

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（A）は「上野
広小路」駅から、旧岩崎邸庭園、横山大観
記念館などをめぐります。3月（Ｂ）は、「上野」
駅から旧寛永寺の史跡をめぐります。

▲江戸名所図絵 谷保天神

▲谷保天神

▲イメージ

▲渡邊ソムリエ

※茶芸師のパフォーマンスもございます。

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㉗
東日本の天神信仰発祥の地 谷保天満宮と矢川の清流

日 時
集 合
食 事
受講料

講 師
定 員

国立市にある谷保天満宮は、菅原道真が大宰府へ流罪になっ
た時、同じく流罪になった菅原道真の息子が住まいとしたところ
で、日本三大天神のひとつに数えられています。谷保天神は由
緒正しい東日本最古の天満宮であり、現在も菅原道真直系の
子孫が宮司をつとめています。「矢川」駅から谷保天神までは
湧き水や清冽な小川沿いの田園風景の道。谷保天神の梅園も
ほころび始めます。春の気配を探しながら、散策を楽しみましょう。

2月15日（金）　10：40～15：30
10：30　ＪＲ南武線「矢川」駅改札口前
うさぎ屋（会席料理）
会員 11,000円
一般 12,000円（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）

【コース予定】JR南武線「矢川」駅→矢川→ママ下湧水→南養寺→国立市くにたち郷土文化館→
三田城跡→昼食（うさぎ屋）→谷保天満宮→JR南武線「谷保」駅解散　  
※約6.5kmの行程です。

※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ございます。
※2月8日（金）以降のキャンセルはご容赦願います。

ワインと四川料理のマリアージュ
四川豆花飯荘　ワイン＆料理セミナー

日 時
集 合
会 場

受講料

講 師
定 員

爽快な香りと深い味わいを持つ四川料理、そしてや
さしい味わいの品 も々楽しめる「四川豆花飯荘」。
上質なワインも充実しており、常時120種類のワイン
を揃えています。渡邊ソムリエによる四川料理と相
性のよいワインのお話、その後は、コース料理とワイ
ンのマリアージュをご堪能ください。

3月11日（月）　11：30～14：30
11：20
四川豆花飯荘
東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング 6F
（JR「東京」駅地下丸の内北口または地上丸の内
中央口より徒歩約3分）
会員 12,500円　
一般 13,700円（税・サ込）
渡邊仁志（四川豆花飯荘ソムリエ）
30名（関東9店舗合計）

【メニュー予定】●6種前菜盛り合わせ  ●海鮮炒め物  ●牛肉炒め物  ●四川豆花特製サラダ  ●揚げ物
 ●蒸し物　●麻婆豆腐御膳　●デザート盛り合わせ　※ソムリエ厳選の4種ワイン付

※3月7日（木）以降のキャンセルはご容赦願います。

▲迎賓館赤坂離宮（外観のみ）

▲赤坂プリンス クラシックハウス

紀伊・尾張・井伊の大名屋敷跡に残る歴史の面影
紀尾井町～永田町 洋館散歩

日 時

集 合
食 事

受講料

講 師

定 員

紀伊・尾張・井伊の徳川御三家の屋敷があったことにそ
の名が由来する紀尾井町から、国の政治の中心地・永
田町まで歩きます。大名屋敷跡は国の要人の邸宅、ホテ
ルや学校などに姿を変えました。昼食は、準皇族の屋敷
だった赤坂プリンス クラシックハウス内でいただきます。

A）3月15日（金）　10：30～15：30
Ｂ）3月25日（月）　10：30～15：30
10：20　ＪＲ「四谷」駅赤坂口改札
東京ガーデンテラス紀尾井町内 赤坂プリンス 
クラシックハウス（フレンチコース料理）
会員 13,000円
一般 14,000円（昼食代含む）
志村直愛
（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）
各25名（関東9店舗合計）

【コース予定】ＪＲ「四谷」駅→四谷見附橋→上智大学〈1号館・クルトゥルハイム〉→迎賓館赤坂離宮→旧紀州徳川家中屋敷
表門→★赤坂プリンス クラシックハウス（昼食）→憲政記念館→日本水準原点標庫→国会議事堂→内閣
総理大臣公邸→丸の内線「国会議事堂前」駅解散（★印内部見学、他は外観のみ）

※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。
※A）3月8日（金）以降のキャンセルはご容赦願います。※Ｂ）3月18日（月）以降のキャンセルはご容赦願います。

【神田山緑プロフィール】
1976年東京都日本橋人形町生れ。敬愛大学卒業後、トヨタ自
動車にて営業マンとして新人賞を受賞。退社後、健康食品会社を
立ち上げ同社代表取締役になる。日本話し方センター副所長の
山越幸に師事。神田すみれの講談教室から講談師になる。地域
活動にも力を入れて中野区観光大使に就任。講談協会真打。

▲三光稲荷神社

▲お江戸日本橋亭

講談師と歩く歴史名所＆寄席鑑賞
日本橋歴史散歩～お江戸日本橋亭

日 時
集 合

食 事
受講料

講 師
定 員

講談師・神田山緑さんの名調子の解説を聞きながら、
江戸の歴史や文化を訪ねて歩きます。今回は、商業の
中心地となり、庶民文化を育みながら、めざましい発展
を遂げた日本橋です。散策後は、お江戸日本橋亭で
「お江戸寄席」をお楽しみください。

3月5日（火）　10：30 ～16：00
10：20　東京メトロ「人形町」駅A4・
人形町交差点方面出口
割烹「日本橋とよだ」（彩御膳）
会員 11,500円
一般 12,600円（昼食代・寄席鑑賞代含む）
神田山緑（講談師）
25名（関東9店舗合計）

【コース予定】「人形町」駅→玄冶店跡（お富与三郎の話）→末広亭跡（寄席の話）→三光稲荷神社（落語百川の舞台）→寳田恵比寿神社（左甚五郎の話）
→小津和紙（お竹如来と講談の道具「張扇の説明」）→「日本橋とよだ」（昼食）→お江戸日本橋亭（寄席鑑賞）　自由解散

※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。
※寄席鑑賞は自由解散といたします。
※2月26日（火）以降のキャンセルはご容赦願います。

A）日時　2月1日（金）　13：00～15：30
集合　12：50　銀座線「上野広小路」駅　
         Ａ3・Ａ4方面出口への改札口前

【コース予定】「上野広小路」駅→徳大寺→旧岩崎邸庭園→横山大観記念館→
                    「上野」駅解散　※約2.5kmの行程です。
Ｂ）日時　3月1日（金）　13：00～16：00
集合　12：50　銀座線「上野」駅　

6・7番出口方面改札口前
【コース予定】「上野」駅→彰義隊墓所→天海僧正毛髪塔→旧寛永寺本坊表門→
                       両大師堂→護国院→寛永寺根本中堂→旧徳川家霊廟勅額門→
                      「鶯谷」駅解散　※約2.5kmの行程です。

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）
各30名（関東9店舗合計）

受講料
講 師
定 員

【河野透シェフ プロフィール】
1957年宮崎県生まれ。82年、25歳で渡仏し、パリ
やスイスなど屈指の有名店でキャリアを積み 、特に
フランス料理界のカリスマ的存在、ジョエル・ロブ
ションのまな弟子として従事 、薫陶を受ける。90年
に帰国後、広尾「レストランひらまつ」のシェフを経
て、93年にオープンした恵比寿「タイユバン・ロブ
ション」初代日本人シェフを務め、97年に独立。現在は「レストランモナリザ」
恵比寿本店、丸の内店の両店を行き来し、厨房で指揮を執る。

※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。



花街＆フランス＆路地の町 桜の季節に神楽坂
きらり！街歩き

日 時
集 合

食 事

受講料

講 師
定 員

【メニュー予定】●一口のお愉しみ　●前菜　●スープ　●メインディッシュ
 ●デセール　●カフェ又は紅茶と小菓子　※食前酒付
 

東京六花街のひとつでありながら
フランスの香り漂う神楽坂。絵にな
る路地裏を散策がてらおしゃれな
店、美味しいお店を訪ね歩きま
す。満開の桜が美しい外堀を
渡って、ランチは邸宅レストラン「ソ
ンブルイユ」。都心にいることを忘
れてしまう優雅で贅沢な春のひと
ときをお過ごしください。

▲「ソンブルイユ」店内

【メニュー予定】●アペリティーボ　●前菜　●魚料理・肉料理　●フレッシュフルーツ
　 　 ●デザート　●プティフール　●コーヒー・紅茶など　※食前酒付

3月28日（木）　11：00～15：30
10：50　
東京メトロ「飯田橋」駅 B3出口
ソンブルイユ（フレンチ）
（千代田区富士見1-8-12）
会員 18,000円
一般 19,000円 （昼食代含む）
工藤みどり（とうきょう案内人）
20名

▲桜並木と外濠
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1回講座 1回講座
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：1月9日（水）より本館4階友の会窓口

五感で味わう魅惑のスペイン料理
レストラン サンパウ

日 時
集 合
会 場

受講料

定 員

世界で一番有名な女性シェフ カル
メ・ルスカイェーダ。自身が生まれ
育った地元カタルーニャの伝統料
理をベースに、新進的な感性で現
代的に変換された創造性豊かな
料理は、お皿の上のアートともいえ
ます。それでいて決して奇をてらっ
た味わいではなく、素材を生かしど
れも新鮮な印象。有名レストランガ
イドブックの星を取り続ける実力もう
なずけます。カタルーニャ地方を代
表する現代アートに囲まれたモダン
でゆったりとした空間で、五感を刺
激する美しい一皿一皿に、驚きと
感動の連続です。

▲「サンパウ」店内

2月19日（火）　12：00～14：30
11：50　
レストラン サンパウ
（中央区日本橋1－6－1　
  コレド日本橋 ANNEX）
会員 20，000円　
一般 22，000円
20名

▼▲イメージ

【メニュー予定】お箸で食べる本日（2/22）限りの特別フレンチメニュー　
 乞うご期待！

【メニュー予定】〈ル シェクリ 1日限りの特別メニュー〉軽食・再現スイーツ3品
（当日のお楽しみ！）コーヒー・紅茶付

美しい箸使い　Vol．4　お箸でフレンチ

Le Manoir D’HASTINGS
ル  マ ノ ア ー ル ダ ス テ ィ ン

日 時
集 合

会 場
受講料

講 師

定 員

美しい箸使いシーリズ講座も
4回目。今回はお箸で食べる
フレンチの登場です。
東洋と西洋のマナーの違い
を学びながら、本格フレンチ
の名店として名を馳せるお
店での「1日限りのお箸で食
べる特別メニュー。」
旬の素材とシェフの感性が
融合した旨味あふれるお料
理をお楽しみください。

2月22日（金）　12：00～14：30
11：50　銀座東急プラザ前
東京メトロ 「銀座」駅 C2・C3出口
Le Manoir D’HASTINGS
会員 15，500円　
一般 16，200円
栗原佑布子
（料理研究家／日本箸教育講師）
20名

2月14日（木） 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 14,580円
一般 15,560円（昼食代含む）
月永理絵 （「映画横丁」編集人）
20名

日 時
集 合

会 場

受講料

講 師
定 員

今回は映画の中に登場するスイーツ
にスポットを当ててみました。
講師お奨めのコメディ映画「グランド・
ブダペスト・ホテル」のタワーケーキと
昨年12月公開「彼が愛したケーキ
職人」から、主人公パティシエが
作ったドイツケーキ等を再現します。
毎回恒例のダイジェスト版を投影し
ながら、スイーツの世界へご招待 ！
講師の解説に耳を傾け、映画談話
とともに至福のひとやすみ ！

※2月7日（木）以降のキャンセルはご容赦願います。

※3月21日（木・祝）以降のキャンセルはご容赦願います。
※雨天実施。※最少催行人数12名。

※最少催行人数10名。
※2月15日（金）以降のキャンセルはご容赦願います。 ※2月12日（火）以降のキャンセルはご容赦願います。

St. Valentine's Day に映画でひとやすみ
「ショコラ」「ブダペストホテル」「彼が愛したケーキ職人」

【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。

【コース予定】「飯田橋」駅→かくれんぼ横丁→兵庫横丁→善国寺→見番通り
（散策途中 五十鈴 楽山 千年こうじやなど 美味しいお店ご紹介）
→昼食「ソンブルイユ」→現地解散

【栗原佑布子 
プロフィール】
創作料理研究家。
青山学院・お茶の
水女子大卒業後、料理の世界
へ。“日本の食文化”の継承に着
目し、小中高大学生や企業での
授業、また、レストランとのコラボセ
ミナーやマスコミ情報番組出演等
を通じ普及活動中。



建物探訪＆美食めぐり
赤坂 金龍

日 時

集 合
会 場
受講料

講 師
定 員

【メニュー予定】●先附　●吸物　●お造り　●焼八寸　●煮物　●お食事
 ●甘味　※食前酒付

明治時代より発展してきた赤
坂花柳界。約80年にわたり
料亭として花街を見つめてき
た「赤坂 金龍」。日本伝統の
数寄屋建築と共に優美な調
度品や庭がその雰囲気を今
に伝えています。店内見学と
解説の後は、2階の広間で
ゆっくりと会席料理を味わい
ます。
お食事後ご希望者には、近く
の古民家をホテルとカフェに
再利用した「リトルハウス」へ
ご案内。

▲「赤坂 金龍」松の間

3月5日（火）
11：10～14：00
11：00
赤坂 金龍（港区赤坂3－17－2）
会員 12,960円
一般 13,900円（昼食・資料代含む）
田島恭子（インテリア研究家）
20名

▲イメージ

※最少催行人数12名。
※2月26日（火）以降のキャンセルはご容赦願います。

※2月23日（土）以降のキャンセルはご容赦願います。

※3月24日（日）以降のキャンセルはご容赦願います。
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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：1月9日（水）より本館4階友の会窓口

花観察
湯河原梅林巡り～梅の宴～

日 時

集 合
受講料

講 師
定 員
持参品

早春、湯河原の幕山公園の
広大な敷地に広がる梅林に
は、4000本の梅が咲き乱れ 
ます。その様は「梅の雲海」
といわれます。実を採る梅を
植えているのは梅林で、ふつ
うは白花ばかりが咲き揃いま
す。湯河原の梅林は紅梅、
白梅、枝垂れ梅など様々の
梅が植栽されていて、華や
かで雄大な梅の饗宴が楽し
めます。梅の香りに包まれな
がらゆっくりと散策します。

▲イメージ

▲来迎寺 如意輪観音

▲鎌倉山 桜並木
※雨天実施。歩きやすい服装でお出かけください。
※昼食は幕山公園内で自由昼食となります。

【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。

【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。

2月28日（木）　
11：10～14：30
11：00　JR「湯河原」駅改札
会員 5,700円　
一般 6,300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

（入園料込）

3月12日（火） 
10：35～13：20　　
10：30
神乃珈琲 銀座店
（中央区銀座 5－8－9 BINO2F）
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

日 時

集 合
食 事

受講料

講 師
定 員

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、「神乃珈琲 銀座店」。
重厚かつモダンな店内で
いただく珈琲は、繊細でダ
イナミックな珈琲好きを唸
らせる逸品。拘りの珈琲に
和三盆糖を合わせてお召
し上がりください。

※雨天実施。歩きやすい服装でお出かけください。

▲「神乃珈琲 銀座店」店内

▲珈琲と和三盆

進化する銀座の楽しみ
銀ぶら・ギャラリー散歩

【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。

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

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）「鶴岡八幡宮の歴史と来迎寺の鎌倉仏拝観」
　梅の香流れる鶴岡八幡宮。知られざる今宮、丸山稲荷に
も詣で、その奥深さを確かめます。後半は来迎寺を訪ね、
鎌倉仏を代表する観音、地蔵、羅漢像を拝観します。

B）「花の鎌倉山を歩く」
　昭和初期に開発された鎌倉山は、全域に桜を植えた美しい住宅地で、
現在も季節には多くの人で賑わいます。その中心は檑亭、花と共に各種
の石仏、石塔も見られます。花の鎌倉山から深沢まで、散策を楽しみます。

※雨天実施。 歩きやすい服装・靴でお出かけください。

受講料

講 師
定 員

日 時
集 合
食 事

2月26日（火）11：30～15：30
JR「鎌倉」駅東口改札 11：15
鎌倉彫会館CAFÉ倶利

【コース予定】「鎌倉」駅→昼食「倶利」→段葛→鶴岡八幡宮→
　　　　　　     今宮→来迎寺→鶴岡八幡宮付近解散　
　　　　　　   ※約4kmの行程です。

A）

日 時
集 合

食 事

3月26日（火）11：15～15：15
JR「鎌倉」駅東口改札 11：00
※通常の集合時間より15分早くなっておりますのでご注意ください。
檑亭

【コース予定】「鎌倉｣駅→昼食・見学「檑亭」→夫婦池→
   　　　　 　仏行寺→湘南モノレール「深沢」駅解散　   
　　　　 　　※約4kmの行程です。

B）
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日本舞踊

日 時

会 場
受講料

講 師
持参品

2020年東京オリンピック開催を前に、日本
舞踊を通して日本の文化を学んでみませ
んか！？
難しいものではありません。浴衣と足袋が
あれば始められます。まずは歩き方・所作
から入ります。腰を入れた基本動作で足
腰のエクササイズにも効果があります。
是非、チャレンジしてみてください。

１月15日～３月19日　（第1・3火）
10：30～12：30
戸田ビル1階 和室
会員 12,325円
一般 13,325円
西川扇千代
扇子、着物（浴衣可）一式

日本のしきたりを知る

日 時

会 場
受講料

教材費
講 師

四季のある日本では、季節の変わり目
に、室礼や着物を変える風習がありま
す。障子戸を葦戸に、綿入れの着物を
合わせに、そして一重に。それらは何
時（いつ）したら良いのでしょうか。
今回は旧暦のしくみと「和の衣替え」
の起源と歴史のお話です。

【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。

3月11日（月）
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） 

【杵屋弥佶 プロフィール】
長唄杵屋流弥佶派三代目家元。東京藝術大
学邦楽科卒業、長唄東音会理事。長唄協会
九州支部長。1985年に杵屋弥佶を襲名し、三
代目家元を継承する。演奏会、舞踊会、ＮＨＫ
放送、歌舞伎公演等で活動中。

日 時

会 場
受講料

教材費
講 師

持参品

1月7日～3月18日（第１・３月）
19：00～20：30
戸田ビル1階 教室
会員 19,440円
一般 20,740円
別途
三代目 杵屋弥佶
（長唄東音会理事）
筆記用具

気軽に「きもの」を楽しむ
切らずに作る 帯結び
日本の伝統文化のひとつでもあるきもの。
昨今、街中で和服姿を目にする機会が減って
しまいました。それは、着付けとともに帯結びの
大変さが要因ではないでしょうか。箪笥に眠っ
ているきものを活かせるように、切らずに簡単に
装着できる「つくり帯」の仕立てを伝授します。

初めての方も楽しく学べる
長唄三味線教室
細棹と言われる長唄三味線を使って、
構え方、譜面の読み方から始めます。
初めての方には三味線に触れて親し
んでいただくことから、丁寧にご指導い
たします。使用する三味線は講師がご
用意。先ずは、その楽しさをご体験くだ
さい。

日 時
会 場
受講料
教材費
講 師

持参品

2月13日（水） 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）
他 帯工房「遊創」講師
名古屋帯又は袋帯1本、糸きりバサミ、指ぬき（※厚手の帯を縫う為金物製が
ベスト）洗濯バサミ10個程度（帯を留めるため）、メジャー

  

※帯は風にあて、自然干ししたもの（湿気をとったもの）をご持参ください。
　「お太鼓」以外の仕立ては応相談。（但し継続者のみ）
※完成後、服の上から試着し、装着方法を学びます。帯枕・帯揚げ・帯板・帯締めをご持参ください。

※体験可
会員 各2,465円　一般 各2,640円
日程等詳細は、事務局へお問い
合わせください。

※体験可
会員 各3,240円　一般 各3,460円
日程等詳細は、事務局へお問い
合わせください。

【神崎貴映 プロフィール】
女子美術大学卒業。3歳から、堀派神崎流家
元 神崎ひで貴に地唄舞を師事。長唄・三味線
を今藤未知に師事。堀派神崎流師範・日本舞
踊協会会員。

日 時

会 場
受講料

講 師

持参品

1月5日～3月16日（第１・２・３土)
13：30～15：30
戸田ビル1階  和室
会員 24,300円
一般 26,730円 
神崎貴映
（堀派神崎流師範・日本舞踊協会会員）
着物、帯（ゆかたと細帯でも可）、
白足袋、扇子

地唄舞
地唄舞は江戸時代、京・浪花の上方で
生まれ育ちました。地唄と言う音楽で舞
うので地唄舞と呼ばれ、能や、狂言の舞
の伝統を基として、人形浄瑠璃の技法
を取り入れながら独特の座敷舞として磨
かれました。古風な響きの地唄による舞
は、静かな動きの中から心の内面を豊か
に表現することを大切にしています。お
稽古を通じて、行儀作法や美しい立振
舞いが身につくことでも、魅力的です。

※体験可
会員 各2,700円　一般 各2,970円
日程等詳細は、事務局へお問い
合わせください。
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日本の伝統技 「工房 絲遊」 裂き織教室
古布再生！昔ながらのリサイクル！

日 時

会 場
受講料

教材費

講 師
持参品

「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。

▲講師参考作品

A） 2月3日（日） ・ 2月17日（日） ・ 3月3日（日） ・ 3月17日（日）  
B） 上記 Ａ）日程内の いずれかご都合の良い日
各13：30～16：00
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
A）経糸代のみ
B）1，080円（織機貸出・古布（裂き布）・経糸代込）
小木 美光（「手織り・裂き織工房 絲遊」主宰）
A）ご自宅にある古布。着物地・日本てぬぐい・
　ワイシャツ・ブラウス・スカーフなど綿・化繊・絹可。
B）古布（裂き布）などは講師が事前に用意。
　（教材費に含まれています。）
Ａ）Ｂ）握り鋏・待ち針・筆記用具（ノート・ペン）

A）4回講座　B）各1回体験講座

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

【小木美光 プロフィール】
裂き織りを中心とした「手織り・
裂き織工房 絲遊」主宰。
1984年に織りに出会い、裂
き織りを中心に作品を制作販
売。 雑誌「染織α」等に紹介さ
れる。以後クラフト公募展、全
国裂織展、グループ展へ出品
し現在に至る。

【西川扇千代 プロフィール】
十世宗家西川扇藏師に師事。
「千代の会」「葦扇会（あしおぎかい）」
扇千代リサイタル自身の会を主宰。日本
舞踊協会公演、日本舞踊振興財団公
演、等多数の舞台出演。子供教室開
催。ＮＨＫ所作指導の経験あり。
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▲授業風景

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：1月9日（水）より本館4階友の会窓口



各1回講座

1回講座 2回講座

3回講座1回講座

各1回講座

※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

2月24日・3月24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
3/24は、かぎ針1号・糸巻き2個。

▲講師参考作品イメージ

2月10日・4月14日・6月9日（日）　
各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8,000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。
各回作品が異なり生花・プリザーブド・
アーティフィシャルなど素材を変えてお楽
しみいただけます。

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

※教材費は当日セミナー受付でのお支払いとなります。
※お申込時に必ずご希望のⒶⒷ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、4,950円×追加数をお支払いください。

2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
4,950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

カルトン（厚紙）を組立て、布を貼って仕
上げます。麻100％のイギリスの生地を
使って作るインテリアBoxです。
大きめのサイズなので用途も自由に、ま
た蓋の曲線がインテリアとしてもおしゃ
れなBoxです。
同一生地でも柄の出方は異なり、それ
ぞれ違った作品が楽しめます。

楽しみながら作る カルトナージュ
インテリアBOX

▲作品サイズ：縦24×横32×高さ15㎝

▲B 柄組合せ

Ⓐ

Ⓑ

862

883 871

861801

865

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：1月9日（水）より本館4階友の会窓口

羊毛フェルトは、羊毛に特殊な針を刺し
ていく手芸です。様 な々色の羊毛を自由
に組み合わせ、世界にひとつだけの愛
猫や愛犬のおひなさまを作りませんか。
初心者大歓迎！丁寧に指導します。羊毛
フェルトにチャレンジしてみませんか？

可愛らしいおひなさま
羊毛フェルト Dog ＆ Cat

日 時
会 場
受講料
教材費
講 師

持参品

2月3日（日） 13：30～16：30
戸田ビル1階 教室
会員 2,160円　一般 2,265円
6,500円
佐藤有紀子
（英国王立美術家協会 名誉会員　atelier KC主宰）
お持ちであればラジオペンチ

※お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。

【佐藤有紀子 プロフィール】
2005年より羊毛フェルト講師として関東
各地で講座を持つ。ボストン展覧会・金
賞、芸術オリンピック in リオ・クリスタルメ
ダル等国内外展覧会に出展し、受賞多
数。エルミタージュ美術館国際友好会員。

▲講師参考作品
　作品サイズ：縦10×横15×高さ12cm
　（種類によって異なります）

ニューヨークビーズアート

漆黒のネックレスはエレガントなロン
グタイプ。シンプルな中に気品を感
じます。

ボールの位置は自由に動かせま
す。ロングにも対応。ボールの数も
増やせます。

2月/プレミアムブラック 3月/AME◎ネックレス

▲B 青×グレー

▲A 赤×グレー
作品サイズ
長さ97×幅15㎝

※道具貸出し
※定期教室との合同クラスとなります。
※お申込み時にご希望の色（A・B）をお選びください。

織機を使わない織物
ボードウィービング 体験

1月15日・2月5日・2月19日・3月5日・3月19日（火）　
各10:30～12:30
（ご都合の良い日を2日お選びください。）
戸田ビル1階 教室
会員 5,400円　一般 6,000円
3,500円
山野井佳子（Ｙ・Ｙ工房主宰）

日 時

会 場
受講料
教材費
講 師

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。今回はミニ
マフラーを作ります。シルエットが美しい
差し込みスリット入りデザインです。

2月10日・3月10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～初中級合同クラス～

※織機（小/4，752円）をお持ちでない方は教室にて販売。 ※2月初級募集は6名。

▲縦4．5×横6㎝

2月初級・中上級／ブローチ

▲縦7×横4．5㎝
　矢型ピン長さ7．2㎝

3月中上級／ブローチ

▲縦3×横1．7㎝

3月初級／ピンブローチ

2月初・中上級 7，120円
3月中上級　6，480円　3月初級　2，800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 

　　　　　　　  花かご ゴールデンアイビー 紫色の勲章

※別途 中級有
会員 2,160円　一般 2,265円
教材費1,600円
詳細は、事務局へお問い合わせください。



5回講座

あなたらしさを生かした素敵な字へ
実用ペン字 体験

日 時
会 場
受講料

教材費
講 師
持参品

今、手書き文字が見直されています。手書
きの年賀状の表書きに心を打たれることは
ありませんか？PCを多用する時代であって
も、あなたの分身である書き文字の魅力は
変わりません。書き文字は生きています。住
所・氏名のクセ字を個性的な美文字に変
えてみてはいかがですか？その即効法を
教えます。

2月12日（火）　10：30～12：30
戸田ビル1階 教室
会員 2，160円
一般 2，250円
350円
和氣正沙
万年筆、またはボールペン、B5程度の紙

※定期教室との合同クラスとなります。
※住所・名前のお手本を差し上げます。
　（楷書・行書をお選びください。）

233

1回講座4076回講座380

10回講座62712回講座613

1回講座280

人との距離感を学ぶ心理学Vol.25
傷つかない距離感、気付かない距離感

日 時

会 場
受講料

講 師

今回のテーマは、「相手のパターンを知
る」。相手と相性がいい場合はいいので
すが、相性が悪いと、同じことでもいさか
いになったり、腹が立ったリします。どんな
相手であれ相手のパターンを知ることで、
対応しやすい環境を作る方法をお話しし
ます。まずは自分のパターンを知り、それを
上手に生かしながら、対人関係を楽しみ
ましょう。

【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。

【中村正三 プロフィール】
太極拳を始めて20年。現在日本武
術太極拳連盟所属。最高段位4段。
A級指導員資格取得。

3月25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）

古典文学作品に見る平安人物伝

日 時

会 場
受講料
講 師

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。
1月は小野小町・小野篁。2月は蝉丸・安
倍晴明。3月は和泉式部・清少納言。各1
回毎の参加も受け付けます。

【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）

【和氣正沙 プロフィール】
文部科学省後援硬筆・毛筆書写技能検
定実施団体文部科学省所管一般財団
法人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。

▲蝉丸（架蔵屏風）

楽しみながら心も身体も健康に！
はじめての太極拳

日 時

会 場
受講料

講 師
持参品

悠久の昔から受け継がれてきた中国の
武術、太極拳。ゆるやかな動きながら、意
識を集中させ、呼吸を重視した全身運動
であるため、健康法として大変優れてい
ます。（今日の疲れは、今日取り除く）太極
拳を通して、心身の健康を保つ事を基本
に楽しくレッスンします。お勤め帰り、疲れ
を癒すための受講もお勧めです。お気軽
にご参加ください。

1月9日～3月27日（毎水）
19：00～20：15
戸田ビル1階 教室
会員 24，800円　
一般 25，900円
中村正三（日本武術太極拳連盟所属）
動きやすい服装、底のやわらかい靴

百人一首で学ぶ
かな書道

日 時

会 場
受講料

講 師

持参品

百人一首で『かな書道』を優雅に楽しく
学んでみませんか？
課題の百人一首の解説はもとより、作者
の恋等、歌の成立事情や王朝文化にも
楽しく、また面白く触れる大人の『かな書
道』教室です。
初心者、大歓迎です。

1月17日～3月21日（第1・3木）
15：30～17：30
戸田ビル1階 教室
会員 20，250円　
一般 21，870円
積山 聴雨（花扇会会長）
積山 陽嶽（花扇会副会長）
お手持ちの書道用具

※体験可。
会員 4,050円　一般 4,374円
日程等詳細は、事務局へお問い
合わせください。

※体験可。
会員 2,480円　一般 2,590円
日程等詳細は、事務局へお問い
合わせください。

※体験可。
会員 2，265円　一般 2，375円
日程等詳細は、事務局へお問い
合わせください。

※各1回受講可
会員 各2,700円　一般 各3,240円
日程等詳細は、事務局へお問い合わせください。

1月8日～3月26日（毎火）
14：45～16：15
戸田ビル1階 スタジオ
会員 27，180円
一般 28，500円
ジョンカス山岡有美（YFC主宰）
五十嵐美伸（YFCインストラクター）

日 時

会 場
受講料

講 師

若さは「足腰の強さ」と「身体のしなや
かさ」です。呼吸法、ヨガ、ピラティスなど
を融合したエクササイズで、硬くなりや
すい関節や筋肉をほぐしながら、心身
のバランスを整えましょう。美しい姿勢や
動作を確認しながら行いますので、未
経験の方でも安心してご受講いただけ
ます。いつまでも若 し々く機能的に動け
る身体づくりを、ご一緒に始めましょう。

山岡式
10歳若くエクササイズ

【ジョンカス山岡有美 プロフィール】
日本での草分け的存在としてエアロビクス
の普及・指導に尽力。その後ヨガやピラティ
スを融合した山岡式エクササイズを確立。
日本フィットネス協会参与。雑誌、講演、著
書、テレビ出演など多方面で活躍。

▲受講生参考作品

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：1月9日（水）より本館4階友の会窓口
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