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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：3月12日（木）より本館4階友の会サロン

▲橋楽亭／茶室 囲庵（イメージ）

くつわ

お や ま ゆ づ る は

日 時
集 合
会 場

会 費
定 員

4月17日（金）　12：00～14：00
11：50
銀座 神谷 木挽庵
東京都中央区銀座6-8-7 交詢ビル4Ｆ
（東京メトロ各線「銀座」駅Ｂ5出口より
徒歩約5分）
会員 15,800円　一般 17,300円（税・サ込）
24名（関東9店舗合計）

【メニュー予定】●先付け　●前菜　●吸物　●炙り寿司　●焼物　●中皿　●煮物
 　●食事　●手打ちそば　●デザート　※ワンドリンク付

※お席はカウンター席、テーブル席、個室に分かれます。
※4月10日（金）以降のキャンセルはご容赦願います。
※食物アレルギーをお持ちのお客様は申込時にお渡しする
　「調査票」にご記入の上、4月7日（火）までにご返送ください。

日本料理界の巨匠オリジナルの“懐石くずし”
銀座 神谷 木挽庵
モダンな雰囲気の中で、懐石料理に蕎麦、寿司を
組み込んだ“懐石くずし”の料理を楽しめる「銀座 
神谷 木挽庵」。日本料理界の巨匠神谷昌孝氏が、
全国から集めた旬の食材を熟練の技で操ります。
日本料理の基礎を大切に和洋中の技術を取り入
れた、まさに最先端の日本料理をご堪能ください。

【神谷昌孝 プロフィール】
1947年、愛知県生まれ。幼少か
ら料理が好きで15歳で愛知県の
料亭【千歳楼】にて修行を始め
る。20代にして料理長となり、京都、
名古屋、赤坂の数々の名店で腕を振るう。その後、独
立してからはミシュランの星を取り続けてきた実力派
の料理人。神谷の伝統に革新を織り込んだ料理を学
びたい者はあとを絶たず、数々の調理師学校の特別
講師を30年以上つとめ多数の料理人を育ててきた。

日 時
集 合
食 事
受講料
講 師
定 員

４月9日（木）　10：40～15：30
10：30　JR「大崎」駅　北改札口の内側
謝朋殿　大崎ニューシティ店
会員 12,000円　一般 13,000円（昼食代含む）
小林祐一（旅と歴史のプロ・ナビゲーター）
25名（関東9店舗合計）

【コース予定】JR「大崎」駅→駅構内→居木神社→昼食→東海寺墓地→東海寺→
御殿山庭園→JR「品川」駅　解散　※約5ｋｍの行程です。

※雨天決行。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。
※4月2日（木）以降のキャンセルはご容赦願います。
※食物アレルギーをお持ちのお客様は申込時にお渡しする「調査票」にご記入の上、4月1日（水）までにご返送ください。

▲居木神社

▲東海寺

駅から始まる歴史探訪・山手線②
大崎駅からたどる駅と町の歴史
山手線の各駅から、駅と町の歴史をたどる
散策です。今回は大崎駅。
山手線の駅のなかでも、特殊な成り立ちを
持つ駅ですが、近年の駅周辺の変貌は目を
見張るものがあります。駅周辺で鉄道の歴
史にふれた後は、一帯の史跡や神社・寺院、
見どころなどをめぐります。

▲二重橋越しに見る江戸城伏見櫓

▲北斎『富嶽三十六景 江戸日本橋』
に描かれた江戸城

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34
江戸城散策

日 時
集 合

食 事
受講料

講 師
定 員

江戸城をめぐって、皇居外苑から皇居東御
苑（江戸城本丸跡）を歩きます。重要文化財
建築の桜田門や清水門をはじめ、江戸城跡
の見どころを訪ねる一日散策です。4月28日
（火）のNo.11の講座で関連するお話をします。

5月28日（木）　11：00～15：30
10：50　
東京メトロ有楽町線「桜田門」駅　
3出口（桜田門方面）改札口
セラフィーナ ニューヨーク　丸の内店
会員 11,500円
一般 12,500円（ワンドリンク付・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】東京メトロ有楽町線「桜田門」駅→桜田門→二重橋前→昼食→大手門→皇居東御苑→
北の丸公園→東京メトロ半蔵門線・東西線「九段下」駅解散　※約4.5㎞の行程です。

※雨天決行。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。
※5月21日（木）以降のキャンセルはご容赦願います。
※食物アレルギーをお持ちのお客様は申込時にお渡しする「調査票」にご記入の上、5月20日（水）までにご返送ください。

立礼式（椅子席）で楽しむ
春の茶会「端午の節句」 ～コレド室町３ 「橋楽亭」～

日 時

集 合
会 場

受講料

講 師
定 員

床に徳川十一代家斉公の端午の節句の
黒印状を掛け、珍しい轡止めで花を生け、
節句に因んだ鯉桶の水指にて茶を一服差
し上げます。お食事は「ちまきすし」をご用
意いたします。今回も会場は、コレド室町3
の和のおもてなし空間「橋楽亭」です。

4月22日（水）①11：00～13：15
 ②13：45～16：00
橋楽亭　①10：50　②13：35
橋楽亭　東京都中央区日本橋室町1-5-5 
ＣＯＲＥＤＯ室町３ 3F（東京メトロ銀座線・半
蔵門線「三越前」駅直結、JR総武線快速・
横須賀線「新日本橋」駅地下道直結）
会員 各16,290円
一般 各17,900円（ちまきすし膳・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。
※4月15日（水）以降のキャンセルはご容赦願います。
※食物アレルギーをお持ちのお客様は申込時にお渡しする
　「調査票」にご記入の上、4月12日（日）までにご返送ください。

【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。

ホテルニューオータニ
レッドローズガーデン ＆ 天空レストラン「ベッラ・ヴィスタ」

日 時

集 合
会　場

食 事
会　費
定 員

英国王室御用達のフローラルデコレーターがデザインし、3万輪もの
赤い薔薇が咲き誇る「レッドローズガーデン」。「愛が深まるロマン
チックな庭園」をテーマに、愛情や情熱を連想させる赤一色で統一
され、美しいグラデーションを奏でます。お食事は、ガーデンタワー最
上階の天空のレストラン「ベッラ・ヴィスタ」で、東京の絶景を楽しみ
ながらバラをイメージしたコース料理をご堪能いただきます。 

①5月20日（水）　11：00～14：00
②5月21日（木）　11：00～14：00
10：50　ホテルニューオータニ ザ・メイン 宴会場1階玄関
ホテルニューオータニ
東京都千代田区紀尾井町4-1（東京メトロ銀座線・丸の内線
「赤坂見附」駅下車Ｄ紀尾井口出口より徒歩約3分、東京メトロ
半蔵門線・南北線「永田町」駅下車7番出口より徒歩約3分）
西洋料理 ベッラ・ヴィスタ
会員 各15,800円　一般 各16,800円（税・サ込）
各20名（関東9店舗合計）

※最少催行人数10名 ※①②ともに5月13日（水）以降のキャンセルはご容赦願います。
※食物アレルギーをお持ちのお客様は申込時にお渡しする「調査票」にご記入の上、5月12日（火）までにご返送ください。

【バラをイメージしたメニュー（予定）】●小前菜　●前菜　●パスタ　●お口直しのサラダ　●肉料理
　●デザート　●コーヒーまたは紅茶　※ワンドリンク付

日本独自の美の世界を楽しむ
東京国立博物館・平成館 特別展「きもの ＫＩＭＯＮＯ」解説＆鑑賞

日 時

集 合
会 場

食 事
受講料
解 説
定 員

鎌倉時代から現代まで歴史を追って展示する、かつ
てない規模のきものの展覧会が東京国立博物館で開
催されます。国宝、重要文化財を含む染織作品や絵
画作品により、きものの壮大な歴史絵巻が繰り広げら
れます。東京国立博物館研究員・小山弓弦葉氏の解
説をお聞きしてから見に行く充実した鑑賞会です。

5月14日（木）
〈解説・昼食・移動11：30～14：00、自由鑑賞14：00～〉
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）
会員 12,000円　一般 13,200円（観覧料・食事代含む）
小山弓弦葉（東京国立博物館 工芸室長・本展担当研究員）
30名（関東9店舗合計）

※最少催行人数15名
※5月7日（木）以降のキャンセルはご容赦願います。
※食物アレルギーをお持ちのお客様は申込時にお渡しする
　「調査票」にご記入の上、5月6日（水・休）までにご返送ください。

重要文化財 小袖 白綾地秋草模様 尾形光琳筆
江戸時代・18世紀、通期展示、東京国立博物館蔵

【小山弓弦葉（おやま ゆづるは） プロフィール】
1994年お茶の水女子大学文教
育学部卒業。2002年東京国立
博物館研究員。2011年東京大
学大学院にて博士（文学）の学位
取得。現在、東京国立博物館工芸室長。著書には
『日本の美術　№524　光琳模様』 ぎょうせい、『日
本の伝統模様』（全3巻） 汐文社、『東京国立博物
館セレクション　小袖』東京国立博物館 など多数。

▲イメージ

▲レストラン ベッラ・ヴィスタ



1回講座
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各1回講座1回講座

1回講座

1回講座

日 時

集 合
会 場

受講料

定 員

4月15日（水）　
12：00～14：00
11：50
REQUINQUER（ルカンケ）
東京都港区白金台5-17-11
会員 12,000円　
一般 13,000円
14名 

歴史と文化をさぐる②
江戸城よもやま話あれこれ
徳川幕府の本拠地だった江戸城。
15代にわたる将軍の居城として
380年近い年月のなか、さまざまな
エピソードを積み重ねてきました。
そうしたなかから、いくつかの話題
をピックアップ。将軍の暮らしや、
大奥の人々、江戸城勤務の武士
たちなど、よもやまの話を紹介します。
5月28日（木）に、江戸城を訪ねる
講座（No.3）を実施します。

【小林祐一 プロフィール】
時代考証や美術史、建築史、自然
史などに基づいた独自の視点で、
文化遺産や寺院・神社、城郭、史
跡などの取材・原稿執筆、現地解
説などを30年以上にわたって続け
てきた。日本歴史学会　日本城郭
史学会日本交通史学会会員。

日 時

会 場
受講料

講 師

4月28日（火）
13：30～15：00
柳屋ビルB1 教室
会員 3,300円　
一般 3,850円
小林祐一
（旅と歴史のプロ・ナビゲーター）

お茶とスイーツを召し上がりながらの
レクチャー後、講師お薦めギャラリー
５～６軒を訪ね歩き、ギャラリーの
鑑賞の仕方を学びます。今回は銀座の
お隣、細い路地に美術店やギャラリー
が立ち並ぶ京橋界隈を巡ります。レク
チャーは、京橋エドグラン内「LOBBY 
LOUNGE 東京 HIBIYA BAR」で行
います。

銀座の隣街へ足を伸ばし･･･
銀ぶら・ギャラリー散歩〈京橋編〉　

フランス料理らしい力強さやボリューム感を大切に
しながら、素材の持ち味を生かすのがルカンケのス
タイル。クラシックからモダンな料理まで旬の食材を
使い手間暇かけた料理の素晴らしさは６年連続の
ミシュラン一ツ星が物語っています。春の美味しい
一日をお楽しみください。

『ミシュランガイド2020』で6年連続一ツ星
白金台のフレンチレストラン「ルカンケ」　

【内容】◎水引細工体験と水引のしきたりを学ぶ ◎甘酒+加賀発酵食ランチ（ワンドリンク付）
※石川県の日本酒やワインの他、ソフトドリンクのご用意もございます。

日 時
集 合
会 場

受講料

定 員

4月24日（金）　11：30～14：00
11：20
いしかわ百万石物語　江戸本店
東京都中央区銀座2-2-18 TH銀座ビル
会員 14,000円　
一般 15,000円
20名 ※最小催行人数15名 

気軽に旅気分が味わえるアンテナショップ。
その真の魅力を再発見するツアーです。
実は、石川県は発酵食王国。伝統発酵食の
「ふぐの子漬け」から、「甘酒」など、様 な々
「発酵食」と「文化」に触れる旅へ。
加賀百万石の伝統美「加賀水引」の水引細工
体験と意外と知らない水引のしきたりも学びます。

人気アンテナショップの“とっておき”！ ①
発酵食王国「石川県」の味と技

▲「LOBBY LOUNGE 東京 HIBIYA BAR」店内

ⒸCopyright:石川県観光連盟

【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。
※食物アレルギーをお持ちのお客様は、申込時にお渡しする
　「調査票」にご記入の上、4月13日（月）までにご返送ください。

4月21日（火）　10：35～13：20
10：30　「LOBBY LOUNGE 東京 HIBIYA BAR」
中央区京橋 2-2-1 京橋エドグラン サウス 3F
会員 5,060円　
一般 5,500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

A）「秘仏と名庭の古寺訪問」 扇ヶ谷の非公開の寺を
訪ねます。薬王寺では個性的な日蓮上人と馬頭観
音を特別拝観。海蔵寺では全国100選の名庭を鑑
賞。心豊かなるコースです。

B）「日蓮の寺拝観」　片瀬・腰越は、刑場の町でした。
常立寺には蒙古の使者の墓に、モンゴルの人々が
捧げたハダクが懸かっています。龍口寺には日蓮上人
ゆかりの敷皮石が祀られています。

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

受講料

講 師
定 員
持参品

4月10日（金）　10：40～13:00
10：30　
JR中央線 「高尾」 駅 北口改札
※京王線の場合は「高尾」駅下車→JR連絡口から北口改札へ
会員 6,300円　
一般 7,340円（入園料含む）
佐藤征男（森林インストラクター）
16名
お持ちであればルーペ、双眼鏡

高尾にある多摩森林科学園には全国
各地から様 な々桜の品種が植えられ、
我が国の桜の最大コレクションと
なっています。日本一種類が多い森林
科学園での桜巡りです。都心部の桜
より遅れて咲く10日前後の最高の見
頃の時期に、桜の道をゆっくりと歩
きます。特に枝垂桜は圧巻です。

日本最大の桜コレクション
花観察  多摩森林科学園

【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。

【古屋壮一シェフ プロフィール】
京王プラザホテル、「アラジン」
「モンモランシー」などを経て、
パリの「ル・クロ・ド・グルメ」
「ルカ・カルトン」、コレット地方
の「オテル・ドゥ・ラ・トゥール」
などで修行。帰国後「ビストロ・ド
・ラ・シテ」のシェフを5年務め、
2009年11月「ルカンケ」をオープン。

※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。

▲枝垂桜（多摩森林科学園）

▲江戸城内桜田門（皇居  桔梗門）

※仕入れにより料理内容は変わります。
※4月8日（水）以降のキャンセルはご容赦願います。
※食物アレルギーをお持ちのお客様は、申込時にお渡しする「調査票」にご記入の上、4月7日（火）までにご返送ください。

【メニュー予定】●小石と葉（小さな突出し）　●アミューズ　●スープ　●オードブル
●お魚料理　●お肉料理　●デザート2種　●カフェ　※ワンドリンク付

10

12 11

78

9

龍口寺▼
▲薬王寺 馬頭観音

A）日時　4月28日（火）　11：30～15：30
集合　11:15　JR「鎌倉」駅東口改札　食事　アマルフィキッチン

Ｂ）日時　5月26日（火）　11：30～15：30
集合　11:15　湘南モノレール「湘南江の島」駅改札　食事　ゆうがた

【コース予定】「鎌倉｣駅→昼食「アマルフィキッチン」→薬王寺→海蔵寺　※約4kmの行程です。

【コース予定】「湘南江の島」駅→昼食「ゆうがた」→龍口寺→常立寺　※約3kmの行程です。
会員 各7,700円　一般 各8,450円　（拝観料・昼食代含む）
大貫昭彦（随筆家）
各20名　※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

※4月25日（土）以降のキャンセルはご容赦願います。
※食物アレルギーをお持ちのお客様は、申込時にお渡しする「調査票」にご記入の上、4月20日（月）までにご返送ください。

※5月22日（金）以降のキャンセルはご容赦願います。
※食物アレルギーをお持ちのお客様は、申込時にお渡しする「調査票」にご記入の上、5月18日（月）までにご返送ください。

※最小催行人数7名

※4月17日（金）以降のキャンセルはご容赦願います。
※食物アレルギーをお持ちのお客様は、申込時にお渡しする
　「調査票」にご記入の上、4月16日（木）までにご返送ください。

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：3月12日（木）より本館4階友の会サロン



1回講座

月2回講座

各1回講座各1回講座

2回講座

各1回講座

織機を使わない織物　　
ボードウィービング 体験
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。
お気軽にご参加ください。

日 時

会 場
受講料
教材費
講 師
持参品

4月7日～6月16日（第1・3火）　
各10：30～12：30

柳屋ビルB1 教室
会員 各2,750円　一般 各3,060円
各4,850円
山野井佳子（Ｙ・Ｙ工房主宰）
ハサミ・定規

▼Ⓑ赤

▲Ⓐ花紺

※作品サイズ　約縦14×横19㎝

▲作品サイズ　
　長さ約40×幅25×厚み18㎝

日 時

会 場
受講料

教材費
講 師
持参品

4月18日（土）　
10：30～12：30
柳屋ビルB1 和室（洋室仕様）
会員 3,630円　
一般 3,850円
8,000円程度
丸藤知子（T's Floral Design 代表）
作品お持ち帰り袋、ハサミ

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
明るい春の陽射しを集めたような春爛漫の
ドア飾りを贅沢にたっぷりの生花で作ります。
お客様をお迎えする日にもぴったり！
ドアに飾るだけでなく、テーブルセンターや
サイドボードの上に飾って楽しむこともできる
心弾む作品です。

※教材費（8,000円程度）は当日セミナー受付でのお支払いとなります。
※4月11日（土）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。

最古の歌集
万葉集入門 体験
万葉集が出典の「令和」、千年以上も昔
の言葉が元号として現代に蘇りました。
その作者・大伴旅人はこんな洒落た歌も
詠んでいます。
『梅の花夢に語らく 
みやびたる花と我思う 酒に浮かべこそ』
（梅の花が夢の中で私に言うには、私は
風雅な花と思っているのです。 どうか
私を盃に浮かべてくださいな）　万葉集
の素敵な歌を一緒に探してみませんか？

▲万葉の人々が愛した梅の花

【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、清川妙主宰の講座にて万葉集を
学ぶ。清川氏の逝去後、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

会 場
受講料

講 師

 A）4月13日（月）　
B）5月11日（月）　各10：30～12：00
C）6月  8日（月）　
柳屋ビルＢ１ 教室
会員 各2,750円
一般 各3,060円
松﨑冴子（妙の会共同主宰）

おお　 ともの  たび     と

※道具貸出し有　※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（Ⓐ・Ⓑ）を選択してください。

4月/ベルト 5月/チョーカー

一本の紐が紡ぐ伝統技法
花結び

手作り陶玉のペンダントトップと
大島紬のつゆ結びで作ります。

長さ２ｍの四つだたみ結び。
お好きな結び方で個性豊かに。

日 時

会 場
受講料
教材費
講 師
持参品

4月  1日（水）
5月13日（水）　各13：30～15：30
柳屋ビルB1 教室
会員 5,050円　一般 5,500円
7,550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
お道具購入希望の方は初回受講時にご注文ください。　

穏やかに生きるための心理学　
傷つかない距離感、傷つけない関わり方
③「肩の荷を下ろそう」-課題の分離と横の関係-
　課題とは、最終的に責任が取れる人の仕事。
　他人の課題に口を挟んでいませんか？
　縦の関係ではなく横の関係での問題解決をお話しをします 。
④「性格とDNA」-ライフスタイル診断をしてみよう-　
　性格は生まれつきか、成育過程で決まるのか。いつも同じ事に
    陥ってしまう、そんな自分の癖を診断してみましょう。

日 時

会 場
受講料

講 師

③4月27日（月）　　
④6月22日（月）
各19：00～20：30　

柳屋ビルB1 教室
会員 各2,750円　
一般 各3,300円
首長一代
（アドラー心理学/心理学カウンセラー）

【首長一代 プロフィール】
アドラー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の講師
など多方面で活躍中。

今日から始める、使いこなす
スマホ自由自在
スマホを買ったのは良いけれど、使い方が
わからない。誰に、どんな風に聞けばいい
のかわからない等、お困りの方は多いはず。
小人数クラスで、月に2回、同じテーマを
繰り返すので初心者の方も安心です。全6ヶ月
12回のコースでスマホをマスターしましょう。
今回は、4月と5月の回にお申込みいただけます。

【毛海直樹 プロフィール】
富士通㈱などを経て、現在はIT
企業サイボウズ㈱とパソコンス
クール経営者の2足の草鞋をは
く自称「わがまま複業家」。ITの
関係の仕事に長年携わり音声
認識で国内特許も取得。TBS
がっちりマンデーでも取り上げら
れる。「よろこび溢れるITライフ
のご支援を」がモットー。

※iPhone又はAndroidの機種でお願い致します。
※ご自身のスマートフォンをお持ちください。

日 時

会 場
受講料

講 師
定 員

①4月 2日、4月16日（木）
②5月14日、5月21日（木）
各15：30～17：00
※4/16、5/21は復習になります。
柳屋ビルB1 教室
会員 各7,150円　
一般 各8,000円（月2回分）

毛海直樹（ITスペシャリスト）
各10名 ※最小催行人数各6名

①4月「設定」
   例：各種の設定や登録
②5月「調べる」
　例：インターネットを使う
③6月「コミュニケーション」
　例：メール、ラインを使う 
④7月「写真と動画」
　例：撮り方と保存方法
⑤8月「お買い物」
　例：ネットでお買物する
⑥9月「チャレンジ」
　例：アプリをダウンロード
　　 してみる…等

〈全6ヶ月のカリキュラム〉

※年間カリキュラムの③④にお申込み頂けます。
※ご興味のある回だけのご参加も可能です。

861

975 407

372871

824

※期間内でご都合の良い日をお選びください。

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：3月12日（木）より本館4階友の会サロン



トレンドの小枝モチーフの基
本を学びながらネックレスをつ
くります。ワイヤーワークが初
めての方でも大丈夫です。モ
チーフの大きさ（５×６センチ）
は小さくすることもできます。

4月/小枝のアートネックレス
スワロフスキークリス
タルとカラーパールの
コラボレーションネッ
クレス。フォーマルに
もカジュアルにも華や
かに装いましょう。

5月/カラーパールビジュウⅢ

1回講座

3回講座

各1回講座

1回講座

1回講座

各1回講座

各1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、簡単に帯が整います。作成後は、すばや
い装着のコツも試着で学びます。

気軽に「きもの」を楽しむ一歩
切らずに作る 帯結び

羊毛フェルト Dog & Cat
「イースター」

日 時
会 場
受講料

講 師
持参品

4月8日（水）　13：30～16：30
柳屋ビルB1 教室
会員 5,900円　
一般 6,300円（教材費含む）
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

羊毛に特殊な針を刺していくだけ。
手の平サイズの可愛い犬や猫を作りましょう。
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。

【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。

4月5日（日）　13：30～16：30
柳屋ビルB1 教室
会員 2,200円　一般 2,300円
2,900円
（はじめての方は道具代が別途500円掛かる場合があります）
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
※講座でお作りいただく動物は1体となります。 
※犬猫の種類、色などは当日講師応相談。それぞれに着せるウサギや
　アヒルのかぶり物は申込時にお選びください。 
◎「中級」作品製作の方は、Qページ「No.886」にお申込みください。 

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

4月12日（日）・5月10日（日）
各10：30～12：30
柳屋ビルB1 教室
会員 各2,200円　
一般 各2,300円
4月  7,340円
5月 6,120円

▶縦８×横4.5㎝ ▶くさり長さ21㎝
　ヘッド縦6×横2.5㎝

※織機（小/4,840円）をお持ちでない方は
　教室にて販売。

4月20日（月）　14:00～17:00
5月18日（月）　13:30～16:30
6月15日（月）　14:00～17:00
柳屋ビルB1 教室
会員   9,900円　
一般 10,890円
5,180円
坂野ゆかり（縁工房主宰）ほか
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

ねじり編みの組み合わせで編んだトートバッグ。
竹と本革の持ち手を付け、きっとこの夏活躍する
バッグです。　　

今だから環境にやさしいエコクラフト
サマートートバッグ

▲開口部  16×36㎝
　縦23㎝（持ち手を含む縦35㎝）
　底15×26㎝　

▲長さ：40～54㎝ ▲長さ：40～50㎝

楽しみながら作る カルトナージュ　　
ティッシュケース＆小物入れ
ティッシュケースとリモコンやメガネ、スマート
フォン、ペンなど小物を入れる便利なポケット
付きケースです。テーブルに置いてもお洒落
な作品です。

日 時
会 場
受講料
教材費
講 師
持参品

4月20日（月）　10：30～13：00
柳屋ビルB1 教室
会員 2,200円　一般 2,300円
4,100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

▶Ⓑ

※作品サイズ 
　約横17×高さ12×
　奥行14.5㎝

▶Ⓐ

※追加教材も承ります。お申込時に4,100円×追加数をお支払いください。
※お申込み時に、ご希望の柄ⒶかⒷをお選びください。

ニューヨークビーズアート

日 時
会 場
受講料
教材費
監 修
講 師
持参品

4月24日（金）　5月22日（金）　各10：30～13：30
柳屋ビルB1 教室
会員 各5,500円　一般 各6,600円
各4,900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。4月/小枝のアートネックレスの方は
ペンチ、ニッパーをご持参ください。※お持ちでない方は、申し込み時お申し出ください。

（A）3月29日（日） 12：00～16：00
（B）3月30日（月） 13：00～17：00
（C）3月31日（火） 13：00～17：00
柳屋ビルB1 教室
会員 各3,060円　
一般 各3,470円
各11,000円
二階堂智子（株式会社 オンザムーン代表）
エプロン・お持ち帰り用袋
各24名

日 時

会 場
受講料

教材費
講 師
持参品
定 員 ▲作品サイズ　幅約25x高さ43㎝

【二階堂智子 プロフィール】
ナチュラル感のある野をイメージ
させるようなアーティフィシャル
フラワーのデザインを探求し気温に左右されない人工的
な素材の特性を生かしたアレンジメントに定評がある。

4月／ブローチ　
　　 ロイヤル
　　 ウェディング

5月／ペンダント
        フォーリーブス

※教材用意の都合により4月分は、4月9日（木）・5月分は、5月7日（木）までにお申し込みください。

883

805

865

867

801

862

900
アーティフィシャルフラワーアレンジメント　
野の花のラウンドベースアレンジ
春らしい軽やかな黄色や様 な々色味の小花で雰囲気あるアレンジを作ります。
縦に伸びる感じのデザインで空気感のある素敵なインテリアフラワーとして飾っていただけます。
ぜひご自身でアレンジしてみませんか？

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：3月12日（木）より本館4階友の会サロン


