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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 4月26日（金）まで（03）6867-1674（祝日休）
5月  7日（火）から（03）3246-5365（祝日休）

お申込受付：5月15日（水）より本館4階友の会窓口

歴史ある赤坂の料亭
日本料理　赤坂はらだ

日 時

集 合
会 場

会 費
定 員

かつての赤坂料亭街の雰囲気を残す界隈に佇
む「赤坂はらだ」。純白の暖簾をくぐると贅を尽くし
た和の空間が広がります。吟味・厳選された旬の
鮮魚や肉、野菜などを使い、季節に合わせたお料
理が自慢です。都会の喧騒を忘れて、上質な和
食とおもてなしで、ゆったりとしたひとときを過ごし
てみませんか。

①7月17日（水）　12：00～14：00
②7月19日（金）　12：00～14：00
11：50
日本料理　赤坂はらだ
東京都港区赤坂2-7-1（東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王」駅10番出
口より徒歩約3分、東京メトロ千代田線「赤坂」駅2番出口より徒歩約3分）
会員 各15,500円　一般 各17,000円
各20名（関東9店舗合計）

【メニュー予定】●先附け　●椀物　●造り　●焼物　●温物　●食事　●水菓子　※ワンドリンク付

※お席は椅子席。
※①7月10日（水）以降のキャンセルはご容赦願います。
　②7月12日（金）以降のキャンセルはご容赦願います。

▲神田神社楼門

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。6月は末広町駅
から、神田神社、湯島神社などを訪ねます。7
月は、上野広小路駅から旧岩崎邸庭園や日
本画家横山大観のアトリエだった横山大観
記念館などをめぐります。

▲大宮八幡宮の七夕飾り

▲江戸名所図会 大宮八幡宮

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㉙
七夕飾りの原型を今に伝える大宮八幡へ

日 時
集 合
食 事
受講料

講 師
定 員

中野区南部の方南町周辺から、多田神社、大宮八幡宮と
源義家ゆかりの神社などを訪ねます。大宮八幡宮は武蔵
国三大宮のひとつとして「多摩の大宮」と称されていた規
模の大きな神社で、この時期は、全国でもほとんど見られな
くなった、奈良時代の七夕飾りを実施しています。現代の
「七夕祭り」とは異なる、日本古来の「七夕」の原型が見ら
れる数少ない機会です。途中には、「釜寺」の別名を持つ
東運寺、大名墓地のある大圓寺などの古刹が点在します。

7月10日（水）　10：30～15：00
10：20　東京メトロ丸の内線「方南町」駅　3番地上出口
びっくり寿司（華かご膳）
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】「方南町」駅→多田神社→東運寺→大圓寺→昼食→大宮八幡宮→
　京王井の頭線「西永福」駅解散　※約5㎞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。
※7月3日（水）以降のキャンセルはご容赦願います。

ゴッホ・モネ・ルノワールなど ～あの名作の数 と々夢の再会～
国立西洋美術館開館60周年記念「松方コレクション展」 解説＆鑑賞

日 時

集 合
会 場

食　事
受講料

解 説
定 員

実業家・松方幸次郎氏が1910～20年代にヨーロッパ各地で蒐
集した美術品からなる「松方コレクション」。今回、オルセー美
術館の至宝・ゴッホ《アルルの寝室》、修復後初公開のモネ“幻
の睡蓮”など、世界各地に散逸した松方旧蔵の名作が集結し
ます。事前に国立西洋美術館主任研究員・陳岡めぐみ氏によ
る解説を聴いてから見に行く、より一層充実した鑑賞会です。

7月24日（水）
〈解説・昼食11：30～13：30、自由鑑賞13：40～〉
11：20
上野精養軒3153（サイゴーサン）店
東京都台東区上野公園1-57 UENO 3153 3階
（JR「上野」駅不忍口より徒歩約１分、京成「上野」駅正面口
より徒歩約１分、東京メトロ「上野」駅７番口より徒歩約１分）
上野精養軒3153（サイゴーサン）店（コース料理・ワンドリンク付）
会員 11,500円　
一般 12,600円（美術館入館料・食事代含む）
陳岡めぐみ（国立西洋美術館主任研究員）
30名（関東9店舗合計）

※7月17日（水）以降のキャンセルはご容赦願います。

【陳岡めぐみ プロフィール】
1972年東京生まれ。1999－2000年にリヨ
ン第二大学に留学、2005年に東京大学大
学院博士課程修了、博士（学術）。専門は近
代フランス美術。これまでに「所蔵水彩・素描
展―松方コレクションとその後」、「ユベール・
ロベール　時間の庭展」（西洋美術振興財団
学術賞）、「モネ　風景をみる眼」展、「シャセリ
オー展」、「ボルドー展」などを担当。著書に『市
場のための紙上美術館』（渋沢クローデル賞
LVJ賞）、編著書に『松方コレクション展　西
洋美術全作品』など。2017年フランス政府よ
りフランス芸術文化勲章シュヴァリエを受勲。

▲日本橋

▲お江戸日本橋亭

講談師と歩く歴史名所＆寄席鑑賞
日本橋の発祥地と老舗めぐり～お江戸日本橋亭

日 時
集 合
食　事
受講料

講 師
定 員

女流講談師・一龍斎貞寿さんの名調子の解
説を聞きながら、江戸の歴史や文化を訪ねて
歩きます。今回は日本橋髙島屋からスタートし
て、様 な々日本橋発祥の地や日本橋の老舗を
訪ねます。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。

6月13日（木）　10：30～16：00
10：20　日本橋髙島屋正面玄関
日本橋 浅田（蕎麦御膳）
会員 12,000円　
一般 13,100円（昼食代・寄席鑑賞代含む）
一龍斎貞寿（講談師）
25名（関東9店舗合計）

【コース予定】日本橋髙島屋→日本橋由来の碑等→日本橋魚市場発祥の地→郵便発祥の地→「山本海苔店」→
「にんべん」→「日本橋 浅田」（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。
※6月6日（木）以降のキャンセルはご容赦願います。

【一龍斎貞寿プロフィール】
横浜市出身。釈場通いを続けて、
平成15年一龍斎貞心に入門。平成20年二つ目昇
進。平成29年真打昇進。数々の講演・高座や歴史ツ
アーガイド、イベント・結婚式などの司会、「講談紙芝
居」の口演など、明るい芸風を生かし幅広く活躍中。

A）日時　6月7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

【コース予定】「末広町」駅→神田神社→妻恋神社→湯島神社→「湯島」駅または
 「上野広小路」駅解散　※約2.8㎞の行程です。
Ｂ）日時　7月5日（金）　13：00～16：00
集合　12：50　銀座線「上野広小路」駅　A3・A4方面出口への改札口

【コース予定】「上野広小路」駅→旧岩崎邸庭園→横山大観記念館→「上野」駅解散
※約3.2㎞の行程です。

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）

受講料
講 師
定 員

和とフレンチのマリアージュ「フランコジャポネ」を心ゆくまで
神楽坂 フレンチレストラン ラリアンス

日 時
集 合
会 場

会 費

定 員

調和、協力、そして結婚指輪という意味を持つ
「L'Alliance」。料理、サービス、ワインそれぞれの分野
で活躍する日本のプロフェッショナルたちが集まり、その
名のごとく、見事に調和がとれたグランメゾンです。解
放感溢れる非日常的空間で、和のテイストとフレンチの
マリアージュ「フランコジャポネ」をお楽しみください。

▲イメージ

6月20日（木）　12：00～14：00
11：50
神楽坂 フレンチレストラン ラリアンス
東京都新宿区神楽坂2-11　
（JR総武線・飯田橋駅西口より徒歩約4分、
東京メトロ 南北線・有楽町線・東西線・大江戸
線「飯田橋」駅B3出口より徒歩約1分）
会員 15,500円
一般 17,000円
30名（関東9店舗合計）

【メニュー予定】●アミューズ　●前菜　●スープ　●魚料理　●グラニテ　●肉料理　●デザート
　　　　　　●コーヒー　※ワンドリンク付

※6月13日（木）以降のキャンセルはご容赦願います。

【大堀 和也シェフ プロフィール】
青山学院大学卒業後、資生堂に入社。
料理の世界に魅了され、同社が経営す
るレストランに勤務。2003年から3年間
ジョエル・ロブションにて修行を積む。
2006年よりラリアンスに参加。2010年レストランシェフ、
2013年ラリアンスシェフに就任。料理哲学は「一期一会」。
食材へのあくなき追求が料理に対するこだわり。

※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。

いちりゅうさいていじゅ

※A）5月31日（金）以降のキャンセルはご容赦願います。 B）6月28日（金）以降のキャンセルはご容赦願います。

※入館料400円（旧岩崎邸庭園）、800円（横山大観記念館）は当日
　各自お支払いください。

じんがおか

▲イメージ

【神馬誠 料理長 プロフィール】
1974年埼玉県生ま
れ。新宿調理師専門学
校を卒業後、色々な料
理屋で修行を重ねた後
「浅草今半」和食部門
の料理長に就任。更なる飛躍を求め
「赤坂はらだ」に店を移し現在に至る。
和食の概念にとらわれない食材、調理
法を意識し料理を提供している。



1回講座

1回講座

1回講座1回講座

1回講座

6月27日（木）　11：40～14：00
11：30
菊谷 大塚別亭（豊島区北大塚 1-34-10）
会員 12,960円（昼食代含む）一般 13,770円
ほしひかる（エッセイスト／江戸ソバリエ協会理事長）
14名

日 時
集 合
会 場
受講料

講 師
定 員

蕎麦好きが外せない名店「菊谷」。
蕎麦粉の産地や種類、挽き方やつなぎ
の割合、ブレンド、熟成具合によりその
蕎麦の際立つ味わいを楽しませてくれ
ます。蕎麦つゆも、妥協のないこだわり
で蕎麦の旨みを引き立てます。お客様と
の距離を身近に感じたいと暖簾を上げ
た「菊谷 大塚別亭」で、「一期一会の味」
の魅力を存分に味わってください。

“九つ”は蕎麦で粋に〆ましょう
菊谷 大塚別亭 

1回講座

おさんぽ神保町
神保町レトロ建築さんぽ
専門書店が立ち並ぶ世界有数の“本の街”とし
て知られる神田神保町。実は関東大震災以降
建てられた、優れた震災復興建築やデザイン性
の高い看板建築が多く残されている街でもあ
ります。古書店街から路地裏まで街をよく知る
『おさんぽ神保町』編集長の案内で巡るレトロ建
築ツアーです。

日 時
集 合
食 事
受講料
講 師
定 員

6月22日（土）　11：10～14：30
11：00　「神保町」駅  A6出口（岩波ホール前）
学士会館「ラタン」（フレンチ）
会員 5,400円　一般 5,940円（昼食代含む）
石川恵子（フリーマガジン「おさんぽ神保町」編集長）
15名

▲イメージ

【料理人 菊谷修 プロフィール】
趣味の蕎麦打ちが高じて脱サラ。秩父
市の名店「こいけ」で修行。29歳で石神
井公園に「菊谷」の暖簾を上げる。6年
後、地元巣鴨に移転。2016年よりミシュ
ランビブグルマンに3年連続掲載。2017
年2月「菊谷 大塚別亭」オープン。

【メニュー予定】●蕎麦前（日本酒orソフトドリンク）　●肴盛合せ3～4品　●天麩羅　●お口直し
●会津の馬刺し　●アテ蕎麦　●本日のお料理　●唎き蕎麦

「足利氏ゆかりの寺を訪ねる」
浄明寺地域は、鎌倉時代初期か
ら足利氏が屋敷を構えたところで
す。室町時代には、政治の中心地
にもなり、いわゆる足利文化が芽
生えた地でもあります。今も、庭園
や建築物に室町文化が香る地域
です。

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 

【コース予定】JR「鎌倉」駅→昼食「こふく」→報国寺→浄妙寺→JR「鎌倉」駅近くで
解散予定※約2kmの行程です。

6月25日（火）　
11：30～15：30
11：15　JR「鎌倉」駅東口改札
こふく（和食）
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

日 時

集 合
食 事
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。

▲報国寺

▲浄妙寺

日 時
集 合

受講料

講 師
定 員
持参品

6月17日（月）　10：50～13:00
10：40　
京王線「高幡不動」駅改札
会員 5,700円（資料代含む）　一般 6,270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

多摩丘陵の自然を残す境内には、
アジサイが約２００種類あり、７５００
株植えられています。境内の八十
八ヶ所巡拝路の全経路に沿って
紫陽花が観賞できます。紫陽花の
文化的背景も視野に入れた、しっと
りとした梅雨の間の紫陽花観察会
です。

花観察
紫陽花の高幡不動尊金剛寺

【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。

※雨天実施。歩きやすい服装でお出かけください。
※観察会後、自由昼食となります。

▲高幡不動尊

【コース予定】「神保町」駅A6出口→学士会館「ラタン」（昼食）→山形屋紙店の蔵→旧相互無尽会社本社
ビル→art gallery ＆ Legion→矢口書店・古賀書店→一誠堂書店→大久保書店→（元）鶴谷
洋服店→冨山房（出版）→文房堂（画材）→南洋堂書店→解散（内 数軒立ち寄ります）

映画でひとやすみ
リストランテでイタリア映画談義！
映画のお話をしながら、劇中に登場する料理を楽
しむひととき。今回の再現は、名作グルメ映画『シェ
フとギャルソン、リストランテの夜』でイタリア人シェ
フがつくる幻の料理「ティンパーノ」。銀座のリスト
ランテ、ジャッジョーロ流にアレンジしたオリジナル
料理を、講師の映画談義と一緒にぜひお楽しみく
ださい。

【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。

日 時
集 合

会 場
受講料

講 師
定 員

6月18日（火）　12：00～14：00
11：45　東京メトロ「銀座」駅Ａ4出口　
GIAGGIOLO  GINZA  
ジャッジョーロ銀座　　　　
会員 16,200円（昼食代含む）　一般 17,280円
月永理絵（「映画横丁」編集人）
15名

東京 京橋
骨董通り
京橋界隈は、歌川広重、狩野安信、狩野探幽、
奥村土牛、北大路魯山人などの芸術家が住
み、多くの著名人や文化人、美術愛好家や美
食家たちを満足させてきた美術と縁の深い街
です。現在「骨董通り」と呼ばれる京橋の東仲
通りの美術商を見学後、飯田好日堂店主の飯田
國宏さんからお食事会場「北大路 京橋茶寮」
にて京橋の骨董の歴史などをお伺いします。

【飯田國宏 プロフィール】
京都で修行の後、72年
飯田好日堂を先代より継
承。公益財団法人大師
会常務理事。

日 時
集 合
食 事
受講料
講 師

定 員

7月3日（水）　11：30～14：00
11:20　日本橋髙島屋正面玄関前　
北大路 京橋茶寮
会員 9,290円　一般 9,720円
飯田國宏
（飯田好日堂店主
公益財団法人大師会常務理事）
16名

▲大正時代の東仲通り。大八車を引
いている様子がうかがえる。
（提供：飯田好日堂）

【メニュー予定】映画に登場したティンパーノ、3色リゾットの再現を含むオリジナルコース料理（ワンドリンク付き）

※最少催行人数8名

※最少催行人数10名
※雨天実施

※6月11日（火）以降のキャンセルはご容赦願います。

※6月20日（木）以降のキャンセルはご容赦願います。

※6月15日（土）以降のキャンセルはご容赦願います。

※6月26日（水）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。
※最少催行人数8名

10

12 11
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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 4月26日（金）まで（03）6867-1674（祝日休）
5月  7日（火）から（03）3246-5365（祝日休）

お申込受付：5月15日（水）より本館4階友の会窓口



英国式フラワーアレンジメント
真夏を彩る壁飾り

羊毛フェルトに、特殊な針を刺していくだけ。
手の平サイズの可愛い愛犬、愛猫を作り
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。

胡蝶蘭とグリーン、多肉植物（アーティフィシャルフラ
ワー）を白いボックスにアレンジしました。縦置き・横置き、
飾り方は貴方次第！ 生花がもたない真夏を彩る爽やか
な作品です。

七夕飾り 
羊毛フェルト Dog ＆ Cat

1回講座

1回講座

1回講座

3回講座

1回講座

各1回講座

2回講座

1回講座

ニューヨークビーズアート

グラスビーズの涼しげ
ネックレス。フラワーモ
チーフはブローチ、ス
カーフ留めにアレンジ可。

スワロフスキークリス
タルパール使用ペン
ダントトップは、取り外
し可能。

6月/グラスフラワー
　　ネックレス

7月/クリスタルパール
　　ペンダント

▶講師参考作品
　作品サイズ 
　縦34×横15×高20㎝

◀ネックレス40㎝長（サイズ調整可）
　フラワーモチーフ1つ 直径4㎝

◀ネックレス70㎝
　ペンダントトップ幅6.5㎝

7月14日（日）　10：30～12：30
柳屋ビルＢ１ 和室（洋室仕様）
会員 3,565円　一般 3,780円
6,450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。）

日 時
会 場
受講料
教材費
講 師
持参品

※教材仕入れ時により、掲載見本作品サイズや仕上
りが、画像と異なる場合がございます。
※7月7日（日）以降のキャンセルはご容赦願います。

日 時
会 場
受講料
教材費
監 修
講 師
持参品

6月23日・7月28日（日） 各13：00～16：00
柳屋ビルB1 和室（洋室仕様）
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と糸・小さいはさみ・ビーズマットをお持ちでない方は、申し込み時お申し出ください。

※犬種や猫種の毛色は、当日講師応相談。
◎「中級」作品製作の方は、Rページ「No.886」にお申込み下さい。

6月2日（日）　13：30～16：30
柳屋ビルB1 教室
会員 2,160円　一般 2,265円
2,600円
※初めての方は別途500円かかります。
佐藤有紀子（atelier KC主宰
英国王立美術家協会 名誉会員）

日 時
会 場
受講料
教材費

講 師 ▲講師参考作品
　作品サイズ：犬猫は約7㎝
（種類によって異なります）

【久保清子 プロフィール】
カルトナージュ作家。リボンクリエーター。インテリ
ア・フラワーコーディネーター。「フレンチBOX」主
宰。エレガントで装飾性が高く実用性もある作品
を研究・開発。カルトナージュや装飾タッセルの普
及に努めている。

ヨーロッパで昔からインテリアやファッションに使われて
きた個性あふれるタッセルを作ります。バッグやドアノブ、
カップボードなどにつけてお楽しみいただけます。また
カルトナージュ作品につけて、オリジナルな一品に！

楽しみながら作るフランスの伝統工芸　
個性あふれるタッセル（飾り房）

6月17日（月）　10：30～13：00
柳屋ビルB1 教室
会員 2,160円　一般 2,265円
2,340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）

日 時
会 場
受講料
教材費
講 師
持参品
※お申込時に、ご希望のⒶⒷⒸの色を、選択してください。 
　Ⓐ黒系Ⓑ白系Ⓒ赤系
※追加教材も承ります。
　お申込時に2,340円 ×追加数をお支払いください。

▲作品サイズ：
　約12㎝（紐を除く）

Ⓐ

7月

8月

9月

Ⓑ

Ⓒ

7月29日（月）　13:30～16:30
8月19日（月）　14:00～17:00
柳屋ビルB1 和室（洋室仕様）・教室
会員 6,480円　
一般 7,200円
3,350円
坂野ゆかり（縁工房主宰） 他
はさみ・30cmものさし・洗濯ばさみ

日 時

会 場
受講料

教材費
講 師
持参品

追いかけ編みとねじり編みにリングを
編み込んで変化を付けたバスケット。
お色は茶と生成をご用意。

今だから環境にやさしいエコクラフト
リング飾りのバスケット

▲底直径19×高さ12㎝　
　 縁部分直径22㎝

【坂野ゆかり プロフィール】
1998年より日本の物作り文化継承と、健康、
リサイクルをテーマに布ぞうり・竹籠作りに取り
組む。2000年より竹籠の材料をクラフトテー
プに変え静岡、東京でエコクラフト籠作り講座
を展開。丁寧な作りで評判を得ている。

7月7日（日）　13：30～15：30
柳屋ビルB1 教室
会員 2,700円　
一般 3,000円
3,780円
小林牧牛（陶人形作家）
エプロン

日 時
会 場
受講料

教材費
講 師
持参品

「物造りは、器でも人形でも造形がうまい、へた
ではない。その造り手の人柄が感じられるものが
いい。」と陶人形作家の小林牧牛先生のことば
です。ご自身の手から生まれる、私だけの可愛
いわらべを造りませんか。

手ごねでつくる陶人形
「福々わらべ」

【小林牧牛 プロフィール】
1966年、新槐樹社会員。パリ エスパスジャポン、ドイ
ツ シーボルト博物館等で展覧会。大分湯布院に
「小林牧牛のお地蔵さま館」「小林牧牛陶人形館」
を開館。2011年、2014年に皇室献上の栄を賜る。

フレグランスハーバリウム＆ハーバリウム
癒しのハーバリウム
香りも楽しめるフレグランスハーバリウムと夏
にぴったりの涼しげなハーバリウム2点を作り
ます。人気のハーバリウムの一歩先をいくフレ
グランスハーバリウムは、眺めて楽しむだけで
なくお部屋を癒しの香りで満たしてくれます。
初めての方にも丁寧にご指導いたします。

【具 玲子 プロフィール】
（株）サザビーに入社。社内のグラ
フィックデザインを手掛ける。2011
年タブローフルール講師の資格取
得。フラワーアートショーケースア
ワード2013優秀賞受賞。

日 時
会 場
受講料
教材費
講 師
持参品

7月6日（土）　13：30～15：30
柳屋ビルB1 教室
会員 3,240円　一般 3,560円
4,900円
具 玲子
お持ち帰り用袋　はさみ
（お持ちであればクラフトはさみ）　

一本の紐が紡ぐ伝統技法
花結び
7月/ラ メルヘンテープで作る
くさり結びのチョーカー

8月/アジアンコードで結ぶ
八の字結び三重ネックレス

9月/四宝結びで作る
かべ飾り

▲糸色は当日ご希望の色を
　お選びください。

日 時

会 場
受講料
教材費
講 師
持参品

7月3日・8月7日・9月4日（水）
13：30～15：30
柳屋ビルB1 教室
会員 7,440円　一般 8,100円
3,510円
宇佐美悦子（日本花結び文化学会会員）
よく切れるはさみ・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。　

個展 小林牧牛の陶人形展
会期 6月19日（水）525日（火）
会場 日本橋髙島屋S.C. 本館7階クロスロード7

※追加教材費が発生する場合がございます。
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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 4月26日（金）まで（03）6867-1674（祝日休）
5月  7日（火）から（03）3246-5365（祝日休）

お申込受付：5月15日（水）より本館4階友の会窓口



1回講座

1回講座

2回講座

各1回講座

1回講座

各1回講座

5回講座

【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）。

各1回講座

7月1日（月）　13：30～15：30
柳屋ビルB1 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

字てがみの「暑中お見舞い講座」です。日
本の美しい漢字一文字に、送り主の気持ち
を託して葉書に自由にしたためます。そばに
添えるひらがなやカタカナで個性をプラス。
この夏、普段会えないご友人などに涼風を
おくってみませんか！ 初心者、大歓迎です。

世界で一番短いたより
「字てがみ」で暑中お見舞い

※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、お申込み不要です。）

▲講師参考作品

6月10日（月）　13：30～16：30
柳屋ビルB1 教室
会員 5,400円　
一般 5,700円
575円
塩川潮子（帯工房「遊創」主宰）他　　　　　　　　　　
名古屋帯又は袋帯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

日 時
会 場
受講料

教材費
講 師
持参品

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カ所糸で止め
るだけで簡単に帯結びが整います。作成
後は、すばやい装着のコツも学びます。

気軽に「きもの」を楽しむ一歩
切らずに作る　帯結び

※作成後の試着用として、帯枕・帯揚げ・帯板・帯締めをご持参ください。

▲イメージ

最古の歌集 「万葉集入門」
万葉集入門 ― 最盛期・その４
柿本人麻呂、山部赤人など宮廷歌人が登場した
巻三は、挽歌によって締めくくられています。大宰府
で活躍した大伴旅人は帰京後、程なくして亡くなり
ました。旅人を慕う部下の慟哭の挽歌や、大伴家持
が愛妾を失った時の悲しみに満ちた歌など切 と々
心に沁みる名歌ばかりです。 ▲萱草（かんぞう）

　万葉集では忘草（ワスレグサ）

日 時

会 場
受講料

講 師

7月8日・9月9日（月）　
10：30～12：00
柳屋ビルB1 教室
会員 5,400円
一般 6,000円
松﨑冴子（妙の会共同主宰）

世界最古の長編小説
源氏物語を読み解く
『源氏物語』の本文を辿り、物語の世界を丹念に
読み解きます。書かれた背景・・・平安中期の風俗、
歴史、かつ文章に仕掛けられた漢詩や和歌、前
代の物語等の引用表現の知識を得ることで、更に
深く味わえます。今期は桐壺巻前半部。一度はこ
の古典に触れてみたい方、ぜひご参加ください。

【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。

日 時

会 場
受講料
講 師
持参品

7月10日～9月25日（水）
10：30～12：00
柳屋ビルB1 教室
会員 14,850円　一般 16,590円
栗山元子（早稲田大学 法政大学兼任講師）
テキスト「古典セレクション源氏物語１（小学館）」
（手に入らない場合はお手持ちのテキストで可）

※織機（小/4,752円）をお持ちでない方は教室にて販売。

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
7月は織機不要。あれば手芸用ペンチ

監 修

講 師

持参品

6月／初級
ブリーチ ローズ

6月／初・中上級
ミニタペストリー 灯火

7月／初・中上級
コサージュ パリ

人との距離感を学ぶ心理学Vol.27
傷つかない距離感、気付かない距離感
A）生きることは辛いことでもあり、また素晴らしいことでもあ
ります。人はなぜ生きるのか、年齢によって違ってきます
が楽しいと思える生き方のお話しをします。

B）距離が近い関係であればあるほど、また利害が対立す
る関係であればあるほど付き合いは難しくなってきます。
どうしたら楽な付き合いができるかのお話しをします。

【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。

日 時

会 場
受講料
講 師

A）6月24日（月）　19：00～20：30
B）7月5日（金）　10：30～12：00
柳屋ビルB1 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)

心静かになぞり描きで仏さまを描く
写仏（しゃぶつ）
お手本の上に和紙をかさねて、なぞり描きで仏さまを描きます。写し
方・基本線の描き方・写仏する仏さま・作法などを学びながら、素直
な気持ちで心静かに御仏と向かい合うひとときです。今回は阿弥
陀三尊図の中の「観世音菩薩」（かんぜおんぼさつ）を描きます。

▲観世音菩薩（イメージ）

【天野たま美 プロフィール】
武蔵野美術大学・視覚伝達デザイン
専攻。宗教絵画への関心が深まり、
仏教哲学、仏教美術を学び、仏画家の道へ。白龍天井
画、観音菩薩尊像画等の依頼制作。絵の教室主宰、
NHK学園講師（写仏、曼荼羅、絵画クラス）、小金井
市・三光院にて写仏講座開講。著書「写仏̶仏様と向
き合う時間」パイインターナショナル（ピエブックス社）。

日 時

会 場
受講料

講 師
持参品

6月25日（火）　
13：30～16：00
柳屋ビルB1 教室
会員 3,780円　一般 4,320円
（お手本付き・教材費含む）
天野たま美（仏画家）
面相筆（中または小 1、２本）、硯、墨、墨入
れ、絵皿(小皿、梅皿などお手持ちのもの）、
下敷（白または書道用のもの）、文鎮、雑巾

手紙を書くこと、七十二候を学ぶことから始める
片寄斗史子の文章講座
「いきいき」創刊編集長として、多くの読者を心酔させた手紙や文章。そのコツをまとめ
て学ぶことができる文章講座です。手紙を書くように文章を書くことで、誰でも文章はぐ
んぐん上達します。「二十四節気七十二候」を学びながら「日々 の心を伝える手紙」も
書きましょう。本を作るお話や、作家の清川妙さんの遺した言葉についても。

日 時

会 場
受講料
講 師
持参品

A）6月5日（水）　10：30～12：00
　【文章上達のコツ】
　手紙を書くように伝えたいことを書く
B）7月3日（水）　10：30～12：00
　【文章は書きだしが命】
　テキストは暦に始まり暦に終わる
柳屋ビルB1 教室
会員 各3,200円　一般 各3,780円
片寄斗史子（エッセイスト）
テキスト「イラストで楽しむ 日本の七十二候」

サコタカコ ビーズ織 ～初・中上級合同クラス～

◀本体 縦2.5×横2.1㎝
　クリスタルビーズ 
　直径0.7㎝

本体 縦19×横4.5㎝▼
くさり 4.5㎝長

日 時

会 場
受講料

教材費

6月9日・7月14日（日）
各10：30～12：30
柳屋ビルB1 教室
会員 各2,160円　一般 各2,265円
6月初級  1,900円
6月初・中上級  10,300円
7月初・中上級  6,100円

【片寄斗史子 プロフィール】
いきいきネット株式会社代表
取締役社長。1950年島根県生まれ。96
年直販雑誌「いきいき」創刊編集長。日
野原重明先生の『生き方上手』シリーズ
編集。2014年2月から2016年3月まで月
刊誌「毎日が発見」編集長を務め、現在
はエッセイストとして活動。

▲直径5.5㎝

（テキストのお問い合わせは事務局まで）
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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 4月26日（金）まで（03）6867-1674（祝日休）
5月  7日（火）から（03）3246-5365（祝日休）

お申込受付：5月15日（水）より本館4階友の会窓口



A）4回講座　B）各1回体験講座873
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！

「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。

日 時

会 場
受講料

教材費

A） 6月2日（日）・6月16日（日）
　 7月7日（日）・7月21日（日） 
B） 上記 Ａ）日程いずれか1日
各13：30～16：00
柳屋ビルB1 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）新規4回講座お申込みの方は、別途 
経糸代500円・テキスト代2,160円
織り機レンタル代2,000円
（500円×4回分として）
B）1，080円
（織機貸出・裂き布・経糸代込）

講 師

持参品

小木美光
（手織り・裂き織工房「絲遊」主宰）
A）古布。着物地・日本てぬぐい・衣料・
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。

Ａ）Ｂ）握り鋏・待ち針

【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。

▲講師参考作品

お問い合わせ：日本橋髙島屋セミナー事務局　直通TEL 4月26日（金）まで（03）6867-1674（祝日休）
5月  7日（火）から（03）3246-5365（祝日休）

お申込受付：5月15日（水）より本館4階友の会窓口
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