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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）3246-5365（祝日休）お申込受付：9月4日（水）より本館4階友の会窓口
表記の価格は消費税８％を含む総額表示。消費税はセミナー開催時点での税率で加算させていただきます。

築70年の日本家屋の格式あるイタリアンレストラン
リストランテ ラ・バリック トウキョウ

日 時

集 合
会 場

会 費

定 員

イタリア・トリノの老舗レストランから暖簾分けでその
名前をいただき、江戸川橋の閑静な住宅街にある
築70年の美しい日本家屋の「リストランテ ラ・バリック 
トウキョウ」。和とイタリアが絶妙にマッチした空間が
広がります。旬の素材をふんだんに使った伝統的、
かつ洗練された極上イタリアンをお楽しみください。

A）10月28日（月）　12：00～14：00
B）10月29日（火）　12：00～14：00
11：50
リストランテ ラ・バリック トウキョウ
東京都文京区水道2-12-2
会員 各15,500円
一般 各16,600円
各18名（関東9店舗合計）

【メニュー予定】●アミューズ　●前菜　●パスタ　●イカスミのリゾット　●メインディッシュ
●デザート　●コーヒー　●小菓子　※ワンドリンク付

※A）10月21日（月）以降のキャンセルはご容赦願います。
※B）10月22日（火・祝）以降のキャンセルはご容赦願います。

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㉛
江戸時代から知られた巣鴨の菊祭り

日 時
集 合
食 事
受講料

講 師
定 員

巣鴨は中山道の立場として江戸時代からにぎわいまし
た。また植木職人が多いことでも知られ、初夏のツツジや
秋の菊など季節の花は浮世絵の題材にもなりました。江
戸時代としては珍しいガイドマップも販売されています。
そんな歴史のある巣鴨菊祭りを楽しみ、周辺の寺町や、
巣鴨とげぬき地蔵高岩寺などを訪ねます。

11月7日（木）　10：40～15：00
10：30　地下鉄都営三田線「西巣鴨」駅　改札口
信玄つつみ（信玄つつみ御膳）
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）
30名（関東9店舗合計）

【コース予定】「西巣鴨」駅→鴨台観音堂→善養寺→本妙寺→染井霊園→昼食→眞性寺→
 高岩寺（巣鴨とげぬき地蔵） 解散　※約4.4km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。
※10月31日（木）以降のキャンセルはご容赦願います。

上野の森美術館「ゴッホ展」解説＆鑑賞
ゴッホの芸術とその魅力に迫る

日 時

集 合
会 場

食 事
受講料

解 説
定 員

強烈なエネルギーが渦巻くゴッホの絵画。今秋、上野
で開催される「ゴッホ展」は実物に触れる貴重な機会
です。何故ゴッホの芸術はこれほど人を惹きつけるの
でしょうか？ そこには一体何が表現されているのでしょ
うか？ ゴッホ研究者の正田倫顕先生の解説をお聞きし
てから展覧会に行きましょう。

10月15日（火）
〈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
上野精養軒3153（サイゴーサン）店（コース料理）
会員 12,000円
一般 13,000円（美術館入館料・食事代含む）
正田倫顕（ゴッホ研究者）
24名（関東9店舗合計）

※最少催行人数15名
※10月8日（火）以降のキャンセルはご容赦願います。

立礼式（椅子席）で楽しむ
秋の茶会「口切りの式」～コレド室町３ 「橋楽亭」～

日 時

集 合
会 場

受講料

講 師
定 員

壺の中で熟成された茶葉を取り出す、茶壺の口
切り、正式な「口切りの式」をご覧いただきます。
そして、石臼で挽いた抹茶を味わっていただきま
す。お料理は裏千家十四代淡々斎お家元が催
した口切りの茶事の「祝膳」を再現いたします。
会場は、コレド室町3の和のおもてなし空間「橋
楽亭」です。

11月12日（火）　Ⓐ11：00～13：30
 　Ⓑ13：45～16：15
橋楽亭 Ⓐ10：50　Ⓑ13：35
橋楽亭　
東京都中央区日本橋室町1-5-5 ＣＯＲＥＤＯ室町3 3F
会員 16,000円
一般 18,000円（祝膳・濃茶代含む）
井関脩智 （星岡主宰）
各20名（関東9店舗合計）

※解説・お食事とも椅子席となります。
※11月5日（火）以降のキャンセルはご容赦願います。

▲酉の市

銀座線 沿線の歴史散策
10月（A）は田原町駅から、浅草駒形堂、
花川戸姥ヶ池跡、待乳山聖天など浅草の
周辺を訪ねます。11月（B）は、浅草駅から
歩く1回目。雷門から浅草寺境内を抜け
て、国内最大規模の「酉の市」が開かれる
鷲神社を目指します。今回は「酉の市」に
合わせた日程になります。

江戸の街道と寺町、幕末・明治の日本の変遷
青山～外苑前 歴史めぐり

日 時
集 合
食　事
受講料

講 師
定 員

徳川譜代の青山家の屋敷があったことに地名が
由来する青山。明治天皇大喪儀の葬場殿の跡地
に建てられた神宮外苑のシンボル的な「聖徳記念
絵画館」、憲法記念館が生まれ変わった「明治記
念館」など、江戸から幕末・明治まで近代日本の変
遷をたどりましょう。

10月25日（金）　10：30～15：30
10：20　東京メトロ銀座線「外苑前」駅　神宮球場方面改札
明治記念館 「羽衣」（にぎやか御膳）
会員 12,000円
一般 13,000円（絵画館拝観料・昼食代含む）
榎本民夫（江戸歴史散歩の会 主宰）
25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ございます。
※10月18日（金）以降のキャンセルはご容赦願います。

【コース予定】銀座線「外苑前」駅→梅窓院（青山氏菩提寺）→江戸の寺町→外苑前交差点（江戸の道）→青山通り（青山百人町・
 星燈籠）→イチョウ並木→閲兵榎→「明治記念館」（昼食）→聖徳記念絵画館→明治天皇葬場殿跡→お鷹の松（家光
 所縁）→新国立競技場（隈研吾氏設計）→一行院（信濃町の地名の由来）→JR「信濃町」駅 解散

▲聖徳絵画館前イチョウ並木

【榎本民夫 プロフィール】
1957年生れ。中央大学
理工学部卒。（有）榎本工
務店代表。東京シティガイ
ド検定合格。第一回江戸
文化歴史検定合格。

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
※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。

※最少催行人数各10名

※A）9月27日（金）以降のキャンセルはご容赦願います。 B）11月13日（水）以降のキャンセルはご容赦願います。

A）日時　10月4日（金）　13：00～16：00
集合　12：50　東京メトロ銀座線「田原町」駅　３番地上出口付近

【コース予定】「田原町」駅→浅草駒形堂→花川戸姥ヶ池跡→猿若座跡→
 待乳山聖天→「浅草」駅解散　※約3ｋｍの行程です。
Ｂ）日時　11月20日（水）　13：00～16：00
集合　12：50　東京メトロ銀座線「浅草」駅　5番地上出口先の花川戸交番前

【コース予定】「浅草」駅→雷門→宝蔵門→鷲神社（酉の市開催中） 解散
 ※約2.3ｋｍの行程です。

▲諸国名所百景
東都青山百人町 星燈籠

▲イメージ

▲江戸名所図解
九月巣鴨千恵内

▲巣鴨菊祭り（眞性寺）

▲《馬鈴薯を食べる人たち》

▲『ゴッホと〈聖なるもの〉』
正田倫顕 著（新教出版社）

【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。

▲橋楽亭／茶室 囲庵（イメージ）

【正田倫顕 プロフィール】
1977年生まれ。東京大学教養学部
卒業。ベルギー・ルーヴァン大学に留
学。ヨーロッパにおいて、ゴッホに関す
るフィールドワークに従事する。著書
に『ゴッホと〈聖なるもの〉』（新教出版
社、2017年6月）。ゴッホに関する講
演多数。
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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、ギャラリーの楽しみ方、鑑
賞の仕方を学びます。今回のレク
チャー会場は群馬県のアンテナ
ショップ、ぐんまちゃん家レストラン
「銀座つる」。落ち着いた店内で
のギャラリー解説もお楽しみに！

進化する銀座の楽しみ
銀ぶら・ギャラリー散歩

横浜共同企画

「円覚寺白雲庵拝観」
禅宗は、仏像より先輩僧侶を尊ぶ傾
向があります。そのため優れた業績
を残した禅僧の肖像彫刻（頂相彫
刻ともいう）が多く造られました。円覚
寺をめぐり、塔頭寺院の一つ白雲庵
で、写実性優れた東明恵日の頂相
を拝観します。

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 

【コース予定】「北鎌倉」駅→昼食「鈴や」→円覚寺（山門、仏殿、方丈等）→塔頭白雲庵
→八雲神社→「北鎌倉」駅解散予定※約2kmの行程です。

10月29日（火）　11：30～15：30
11：15　JR「北鎌倉」駅西口改札　　　　　　　　　　　　
鈴や
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。

▲壮大な円覚寺仏殿

▲我が国最古の座禅堂

ご存知ですか？「ロコモティブシンドローム」 
名医に学ぶ 長生きを支える足腰づくり
ロコモティブシンドローム（運動器症候群・通称
「ロコモ」）とは、長生きを支える足腰の障害の
こと。健康で自立した日常生活を送れる期間で
ある「健康寿命」と「平均寿命」の間には、男
性で約9年、女性では約12年の差があります。
これから先の元気な人生を支える足腰づくりを
名医と学びましょう。

日 時
会 場
受講料

講 師

10月4日（金）　17：00～18：30
柳屋ビルＢ2 スタジオ
会員 3,500円　
一般 3,850円
大江隆史　NTT東日本関東病院
院長補佐（手術部長）・整形外科部長

▲ぐんま総合情報センターぐんまちゃん家
　　　　　　　　　　レストラン「銀座つる」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。※雨天実施。歩きやすい服装でお出かけください。

11月12日（火）　10：35～13：20
10：30
ぐんまちゃん家2階 レストラン「銀座つる」
中央区銀座7-10-5
会員 4,970円　
一般 5,400円（お茶+スイーツ付）
長瀬雅之（アートコレクター）
20名

日 時
集 合

受講料

講 師
定 員

「いきいき」創刊編集長・片寄斗史子さんと話そう！
70代の生きかた
50代、60代を経て70代へ。いよいよ一日一
日を踏みしめて生きる年齢になりました。ま
ずは70歳の坂を越えて。そして、いくつに
なっても「生きかた」を問い実行しなければ
ならないのだなあ、というのが今の実感。む
しろ、ますます自分が問われ、いたらないこと
が自覚できるだけにタイヘン ！ あなたはどう
ですか。ぜひ、ひとこと、聞かせてください。

日 時

会 場
受講料

講 師

10月2日（水）　
10：30～12：00
柳屋ビルB1 教室
会員 2,700円　
一般 3,200円
片寄斗史子（エッセイスト）

【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。

【大江隆史 プロフィール】
1985年東大医学部卒業後、同年整形外
科入局。東大整形外科医局長、名戸ヶ谷病
院整形外科部長を経て2015年、NTT東日
本関東病院勤務。2018年より現職。2010
年ロコモ チャレンジ！ 推進協議会の設立と
ともに副委員長、2014年より委員長。最新
著作に『相撲トレ-1日2分で一生自分の足で
歩ける！』（SBクリエイティブ）がある。

日 時
集 合

受講料

講 師
定 員
持参品

10月10日（木）　10：40～13:00
10：30　
京王線「分倍河原」駅改札口
会員 5,700円　
一般 6,720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

田園風景が広がる府中市郷土の森博
物館では、10月を迎えると秋花が百花繚
乱の様相で咲きます。冬が来るまでに花
を咲かせ、種子をつくり散布するのです。
時間は限られているのになぜか遅咲き
の草花が、そろって美しい。
懐かしい里の秋に包まれる観察会です。

花観察
府中郷土の森 豊穣の秋巡り　

【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
リー番組を手がける。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。
※お食事後ご希望者には、講師と「サントリービール工場見学」予定。

※多少動きますので動きやすい服装でお越しください。

▲ツリフネソウ▲「室町砂場」２階内観

11月19日（火）　11：40～14：00
11：30
室町砂場（中央区日本橋室町4-1-13）
会員 11,880円（昼食代含む）一般 12,960円
ほしひかる（エッセイスト／江戸ソバリエ協会理事長）
20名

日 時
集 合
会 場
受講料

講 師
定 員

【ほしひかる プロフィール】
平成15年、江戸ソバリエ認定事業実
行委員会を仲間と共に立ち上げる。現
在は、江戸ソバリエ認定委員長、エッセ
イスト、蕎麦の講師など。著書に「お蕎
麦のレッスン」（高陵社書店）「蕎麦王
国 埼玉」（高陵社書店）など多数。

【メニュー予定】●小鉢　●あさり　●板わさ　●もずく　●焼き鳥　●玉子焼　●酢の物　
●天ぷら　●もり蕎麦　●甘味

“九つ”は蕎麦で粋に〆ましょう
室町砂場
「江戸蕎麦三大のれん」のひとつ、
ご存知「室町砂場」は天ざるの元
祖。蕎麦の喉越しのよさは更科粉、
香りの高さは一番粉から。旬の食材
を活かしたごま油の香り高い天ぷら
と滋味あふれるかえしで、１5０年引
き継がれた蕎麦の味とともに講師の
お話をご堪能ください。
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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）3246-5365（祝日休）お申込受付：9月4日（水）より本館4階友の会窓口
表記の価格は消費税８％を含む総額表示。消費税はセミナー開催時点での税率で加算させていただきます。



各1回講座
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1回講座

各1回講座　

各1回講座

1回講座

1回講座

3回講座

Ａ）木の実と木の葉でつくる軽やかな作品。
 Ｂ）25種類の木の実を贅沢に使い、本物だけが持つ      
　質感と高級感溢れる作品。

木の実は講師自ら採集。両作品とも一年中飾れます。

自然からの贈りもの～木の実のアート～
A）フレッシュグリーン 
B）アメイジングクリスマス

※教材により、作品の仕上がりが異なる場合もございます。

キラキラと輝く宝石のようにエレガントで、今大
流行のジュエリーバッグ。ラメルヘンテープを
ネットに通すという比較的簡単な手法で、小
物からバッグまで身近なファッショングッズが
作れます。今回はバッグのふちにファーをあし
らった「おしゃれバッグ」を作ります。

キラキラと輝く宝石のようなエレガントさ  
ファー付き ジュエリーバッグ

日 時
会 場
受講料

教材費
講 師
持参品

11月11日（月）　13：00～17：00
柳屋ビルB1 教室
会員 4,000円
一般 4,400円
5,500円
武田絵里（Atelier Jasmine主宰）
手芸用 先の尖った小さいハサミ

楽しみながら作る カルトナージュ　　
ナプキンケース
カルトン（厚紙）に生地を貼ってナプキン
ケースを作ります。人気のあるリバティの赤
系と青系の生地を使います。パーティーな
どでの活躍の他にも、アクセサリーなど小
物入れとしても便利なケースです。プレゼ
ントとしても喜ばれると思います。

日 時
会 場
受講料
教材費
講 師
持参品

10月21日（月）　10：30～13：00
柳屋ビルB1 教室
会員 2,160円　一般 2,265円
3,650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

羊毛フェルト Dog ＆ Cat
ハロウィン
羊毛フェルトは、羊毛に特殊な針を刺し
ていく手芸です。様々な色の羊毛を組み
合わせ、手のひら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。

アーティフィシャルフラワーアレンジメント
クリスマスアレンジメント
多種のグリーンのリースと、初めての方にピッタリ
なクリスマスツリー型のアレンジです。

ハーバリウムソープディスペンサー
癒しのハーバリウム
優しい色のドライフラワーを使ってボタニカルな雰囲
気なソープディスペンサーを作りましょう。
今話題の固まるハーバリウムオイルを使っています。
液体の洗剤を入れてキッチンや洗面所でお使いく
ださい。初めての方にも丁寧にご指導いたします。

【武田絵里 プロフィール】
Atelier Jasmine主宰。ジュエリーバッグAJB
認定講師。カルトナージュ cocohouse認定
講師。NHK文化センターさいたまアリーナ教
室にてカルトナージュレッスン開講中。自宅森
下教室にてカルトナージュ、ジュエリーバッグ
レッスン開講中。

【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。

▲横22×高さ19×マチ8㎝ 持ち手11㎝
　長財布が入る大きさです。

▶②クリスマスツリー
　　デコアレンジ
　　高さ約19×横16×奥行5㎝

▶①クリスマス
　　リースアレンジ
　　直径約30㎝

▲B）直径約40ｘ高さ8.5㎝

▲A）直径約32ｘ高さ6㎝

10月6日（日）　13：30～16：30
柳屋ビルB1 教室
会員 2,160円　
一般 2,265円
2,900円
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

▲作品サイズ縦8×横8㎝
▲作品サイズ
　約縦15.5×横15.5×高さ4.5㎝

Ⓐ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓑ

【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

10月9日（水）　13：30～15：30
柳屋ビルB1 教室
会員 3,240円　
一般 3,560円
6,000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）　

日 時

会 場
受講料

教材費
講 師

11月29日（金）
Ａ）10：30～13：00　Ｂ）14：00～17：30 
柳屋ビルB1 教室
A） 会員2,625円　一般 2,940円
B） 会員2,700円　一般 3,025円
A） 5,850円　B） 12,720円
千代子（木の実のアート/CEDARROSE主宰）　

日 時

会 場
受講料

教材費
講 師
持参品

Ａ）10月27日（日）　Ｂ）11月10日（日）
各10：30～12：30
柳屋ビルB1 和室（洋室仕様）
会員 各3,565円
一般 各3,780円
各回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
定 員
持参品

①クリスマスリースアレンジ 
（Ａ）10月 5日（土）13:15～17:15
（Ｂ）10月13日（日）13:15～17:15
（Ｃ）10月30日（水）13:15～17:15
②クリスマスツリーデコアレンジ
10月29日（火）10:30～12:30
柳屋ビルB1 教室
会員 ①各3,000円　②2,000円
一般 ①各3,400円　②2,300円
①各10,800円）　②3,240円
二階堂智子
①各24名 ②30名
エプロン・お持ち帰り用袋

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
10月は壁にかけても置いても飾れるドライフラワーのスワッグ、
11月は生花のキャンドルアレンジメントを作成します。

▶講師参考作品
　イメージ 
　Ⓐ長さ約55×
　　最大幅20㎝
　Ⓑ高さ約33×
　　横26×
　　奥行18㎝

10月21日（月）～12月16日（月）　
14:00～17:00
（11/18は13：30～16：30）
柳屋ビルB1 教室
会員  9,720円　
一般 10,700円
2,540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

花結び編みの基本で可愛らしい
籠入れを作ります。お色は、茶、黒、
生成をご用意。お申込み時にお選
びください。

今だから環境にやさしいエコクラフト
花結びの籠花入れ

【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。

※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」にお申し込みください。

※教材費は当日セミナー受付でのお支払いとなります。
※（A）10月20日（日）、（B）11月3日（日・祝）以降のキャンセルはご容赦願います。
※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。
※キャンドルとキャンドル立ては教材費に含まれておりません。（別途お申込可）

※10月2日（水）以降のキャンセルはご容赦願います。

※お申込時にご希望のⒶⒷ柄
を選択してください。
※追加教材も承ります。お申込
時に3,650円×追加数をお
支払いください。

▶直径9.5×高さ13㎝
　（持ち手含む22㎝）
　花は作品に
　含まれません。

900

811

801

861

892

875

883

805

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）お申込受付：9月4日（水）より本館4階友の会窓口
表記の価格は消費税８％を含む総額表示。消費税はセミナー開催時点での税率で加算させていただきます。



1回講座

1回講座

各1回講座

2回講座

1回講座

3回講座

各1回講座

6回講座

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

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、話す
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。

和紙を使って立体的に作る幸乃人形
新春の日本橋
講師が「日本橋」の風景を描いた色紙に、立体
的に作成した和紙人形を飾ります。和紙の質
感が江戸の風情や季節感をあらわし、若い商
家の娘の後ろ姿が、新春の日本橋を渡る華や
いだ気持ちを伝える、お正月に相応しい作品に
仕上がります。

【菊池久美 プロフィール】
全日本紙人形協会会員。考案
者、実母・利光幸子に師事。8
年間アシスタントを務めた後、受
け継ぐ。2014年からお茶の水
おりがみ会館にて講座を開講。

日 時
会 場
受講料
教材費
講 師
持参品

11月30日（土）　13：30～16：00
柳屋ビルB1 和室（洋室仕様）
会員 2,380円　一般 2,700円
2,680円
菊池久美（全日本紙人形協会会員）
ハサミ（布切り・紙切り両方or兼用1本）・
30cm定規・お手ふき・木工用速攻ボンド

日 時
会 場
受講料

教材費
講 師
持参品

10月24日（木）　13：30～16：30
柳屋ビルB1 教室
会員 5,400円　
一般 5,700円
830円
塩川潮子（帯工房「遊創」主宰）帯工房「遊創」講師
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

※帯は風にあて自然干しをし、よく湿気をとったものをご持参ください。
※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・帯締めをご持参ください。　

▲イメージ

今 テレビや新聞で話題の
家族信託ってなに？
突然の病気や認知症などにより高齢者の財
産を動かせなくなるのを防ぐ「家族信託」。
その基本的なしくみ、メリット、デメリット、具体的
な活用方法を成年後見等ほかの制度との比
較とともにご紹介します。講座の後半には参加
者の疑問にお答えする時間も設けます。

日 時
会 場
受講料

講 師

11月13日（水）　13：30～15：30
柳屋ビルB1 教室
会員 2,160円　
一般 2,380円
吉田研三（司法書士）

一本の紐が紡ぐ伝統技法
花結び
10月/カゴメ結びの

パワーストーン入りブローチ
11月/国結びとこま結びでつくる

根付け「子」
12月/総角結びの飾り結び

日 時

会 場
受講料
教材費
講 師
持参品

10月2日・11月6日・12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
3,080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）
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。　

日 時

会 場
受講料

講 師
持参品

A）10月16日（水）　10：30～12：00
　即興で手紙（ハガキ）を書きましょう。
　※手紙またはハガキの用紙をご持参ください。
B）11月20日（水） 10：30～12：00
　文章研究（幸田文、沢村貞子、向田邦子 他）
柳屋ビルB1 教室
会員 各3,200円（教材費含む）　一般 各3,780円
片寄斗史子（エッセイスト）
「イラストで楽しむ日本の七十二候」
（テキストの問い合せは事務局まで）

人との距離を学ぶ心理学Vol.29　
傷つかない距離感、気付かない距離感
A）自由になりたいと思う時、束縛しているもの
は何なのか、それを明確にし、心をときはな
つ方法をお話しします。

B）様 な々場面で役立つ上手な思いの伝え方と
返事の仕方を、簡単なテクニックから困った
ときの対処法までお話しします。

日 時

会 場
受講料

講 師

A）10月28日（月）　19：00～20：30
B）11月 6日（水）　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）

【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。

【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。

【吉田研三 プロフィール】
平成24年独立。登記業務（不
動産登記、商業登記）の他、相
続、遺言、成年後見分野の案件
を数多く手がける。近年は、家族
信託を中心に高齢者の財産管
理や資産承継に関するコンサル
ティングに力を入れている。

【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。著書に『春の夜の夢―季節
のことばとこころ』（求龍堂）。

最古の歌集 「万葉集入門」
万葉集入門 「最盛期・その５」
千年以上も昔の歌「万葉集」には現代でも共
感できる率直で素朴な歌がたくさんあります。
また、どこからでも読み始められるのが万葉集
のいいところ。今回は、おなじみの万葉歌人た
ちが続 と々登場する最盛期「巻４」から。「令
和」の幕開けに日本人の感性のルーツを味わ
います。

▲桔梗
　万葉集では「アサガオ」と
　よばれる花のひとつ

日 時

会 場
受講料

講 師

11月11日・12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
あらすじだけでも十二分に面白い『源氏物語』
ですが、背景、平安中期の風俗や歴史、文章
に仕掛けられた漢詩や和歌・前代の物語等の
引用表現などから、更に深く味わうことができま
す。今期は、桐壺巻の光源氏の元服の場面か
らいよいよ恋の冒険が始まる帚木巻です。

【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。

日 時
会 場
受講料

講 師
持参品

10月9日～12月25日（水）　10：30～12：00
柳屋ビルB1 教室
会員 17,820円　
一般 19,440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）

▲「紫式部」　
　押絵「欅の会」代表 中村洋子作品

あげ まき

10月

12月

11月

※糸色は当日ご希望の
　色をお選びください。

815

925

420

302

867

824

407

320

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）お申込受付：9月4日（水）より本館4階友の会窓口
表記の価格は消費税８％を含む総額表示。消費税はセミナー開催時点での税率で加算させていただきます。



各1回講座各1回講座

9月／額 バラのバタフライ 10月／ペンダント　
　　　イヴニングスター

サコタカコ ビーズ織 ～初級・中上級合同クラス～

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

10月13日（日）・11月10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
  9月 12,150円
10月   7,100円

▶縦12.5×
　横15㎝

▶くさり33㎝
　ヘッド縦4.6×横4㎝
　（カブセあり）
※織り経験者
　向け作品

ニューヨークビーズアート

マルチカラー
淡水パール使用。
身に着けたとき、
縦長効果ですっ
きりと。

スワロフスキー・
リバーシブルブ
レスレット。表面
は1色、裏はクリ
スマスカラー。
追加キットで、ネッ
クレス、チャーム
に変更可能。

10月
淡水パールラリエット

11月
クリスタル☆
　クリスマス

▲80～90㎝ ▲16～18㎝調整可

日 時
会 場
受講料
教材費
監 修
講 師
持参品

10月25日（金）・11月22日（金） 各10：30～13：30
柳屋ビルB1 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。

※織機（大/12,960円 小/4,752円）をお持ちでない方
は教室にて販売。　※額 3,510円で希望者に販売。

865862
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）お申込受付：9月4日（水）より本館4階友の会窓口

表記の価格は消費税８％を含む総額表示。消費税はセミナー開催時点での税率で加算させていただきます。
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