
2 関東9店舗共同企画

日 時
集 合
食 事
受講料
講 師
定 員

8月7日（金）　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。
※7月31日（金）以降のキャンセルはご容赦願います。
※食物アレルギーのあるお客様はお申し込み時にお渡しする「申告書」にご記入のうえ、7月30日（木）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。

4 関東9店舗共同企画

▲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。

9月9日（水）　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
日本料理 たけはし
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。
※9月2日（水）以降のキャンセルはご容赦願います。
※食物アレルギーのあるお客様はお申し込み時にお渡しする「申告書」にご記入のうえ、9月1日（火）までにご返送ください。
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日 時
集 合
会 場

会 費
定 員

9月15日（火）　12：00～14：00
11：50
赤坂　津つ井
東京都港区赤坂2－22－24 泉赤坂ビル1F・B1
（東京メトロ千代田線「赤坂」駅5b番出口より徒歩約6分、東京
メトロ銀座線・南北線「溜池山王」駅12番出口より徒歩約7分、
東京メトロ南北線「六本木一丁目」駅3番出口より徒歩約10分）
会員 15,800円　一般 17,380円（税・サ込）
20名（関東9店舗合計）

【メニュー予定】●うの花　●前菜2点盛り　●旬のお造り　●ミックスフライ～帆立と白身魚～　
●マルセイユ鍋　●ハンバーグステーキ～デミグラスソース～　●カレー味のもやしサラダ
●赤坂名物ビフテキ丼　●自家製デザート　※ワンドリンク、「まぜるテキ丼」のお土産付

※お席は掘ごたつ席となります。※9月8日（火）以降のキャンセルはご容赦願います。
※食物アレルギーのあるお客様はお申し込み時にお渡しする「申告書」にご記入のうえ、9月7日（月）までにご返送ください。

▲イメージ

▲赤坂名物ビフテキ丼

多くの著名人にも愛されてきた日本の洋食
赤坂 津つ井
昭和25年の創業以来、多くの著名人に愛されてきた「にっぽんの
洋食・赤坂津つ井」。洋食を日本人が喜ぶ味にと、隠し味に日本古
来の調味料を使用し、お箸で召し上がっていただく津つ井流の
おもてなしがここにあります。創業者の筒井厚惣氏が考案した
「赤坂名物ビフテキ丼」をはじめ、脚本家の向田邦子さんが愛し
た「カレー味のもやしサラダ」も長い間人気を集めてきた逸品です。
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【コース予定】ＪＲ「水道橋」駅→昭和第一高校校舎→桜蔭学園校舎→元町公園（震災復興公園）→旧元町小学校→
壱岐坂商店街の看板建築→弓町本郷教会→「クリマ ディ トスカーナ」（昼食）→文京ふるさと歴史館→旧真砂町住宅→
菊坂→旧伊勢屋質店→胸突坂→鳳明館→都営地下鉄各線「春日」駅・解散　※約3kmの行程です。

興趣たっぷり！由緒ある建築物と昔の面影を宿す裏通り
本郷 建物散歩

日 時

集 合
食 事
受講料

講 師

定 員

武蔵野台地の東にある坂の町「本郷」。歴史的建
造物や昔の面影を宿す裏通りなど興趣が尽きない
町並みです。明治から昭和に活躍した文豪たち縁
の旧跡も残り、町のシンボル「本郷の大楠」は司馬
遼太郎の『街道をゆく 本郷界隈』にも登場します。

①9月 4 日（金）　10：30～15：30
②9月18日（金）　10：30～15：30
10：20　ＪＲ「水道橋」駅東口改札口
クリマ ディ トスカーナ（イタリア料理）
会員 各12,000円
一般 各13,200円（入館料・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20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。
※①8月28日（金）②9月11日（金）以降のキャンセルはご容赦願います。
※食物アレルギーのあるお客様はお申し込み時にお渡しする「申告書」にご記入のうえ、①は8月27日（木）、②は9月10日（木）までにご返送ください。

【志村直愛 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。

▲弓町本郷教会 ▲旧伊勢屋質店

▲元町公園

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）お申し込み受付：7月9日（木）より本館4階友の会サロン



1回講座

1回講座

1回講座1回講座

1回講座

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

海・山・畑の幸、食材の宝庫である山形県のグルメを満
喫する、ショッピング＆ランチのスペシャル企画です。地
元食材をいかした独創的なイタリアンで有名な奥田
シェフ自らがお買い物をエスコート、その後、旬の山形
食材をふんだんに使った特別ランチコースと奥田シェフ
のプチ料理教室をお楽しみいただきます。

アル・ケッチァーノ　奥田政行シェフによる
山形県アンテナショップお買い物＆特別ランチ

【奥田政行 プロフィール】
山形県鶴岡市生まれ。東京
でイタリアン、フレンチなどを
修行後、地元ホテルの料理
長に就任。2000年、『アル・
ケッチァーノ』をオープン。「食
の都庄内」親善大使。農林
水産省「料理マスターズ」シ
ルバー賞受賞。海外での活
動も高い評価を得ている。

日 時
集 合
会 場

受講料

8月25日（火）　11：30～14：00
11：20　おいしい山形プラザ1階
ヤマガタ サンダンデロ
おいしい山形プラザ２階
会員 15,000円　
一般 16,000円

※最少催行人数 10名
※8月18日（火）以降のキャンセルはご容赦願います。
※食物アレルギーのあるお客様は、お申し込み時にお渡しする
　「申告書」にご記入のうえ、8月17日（月）までにご返送ください。

【メニュー予定】前菜2品、山形県産米のリゾット、庄内浜の魚料理、パスタ、
　　　　　 　山形県産肉のメイン料理、ドルチェ、コーヒー　※２ドリンク付

【コース予定】「鎌倉」駅→昼食→諏訪神社→北条時盛邸跡→北条政村邸跡→
大仏坂切通し→高徳院（大仏）付近解散予定　※約４㎞の行程です。

武士の町鎌倉には、敵の侵入に備えた構
えが随所に見られます。深沢地区にある
大仏坂切通しは有名です。しかし、それだ
けではありません。さてどんな構えがみら
れるか、実地踏査してみましょう。

日 時
集 合
受講料

講 師

9月29日（火）
11：15　JR「鎌倉」駅西口改札　
会員 6,820円
一般 7,510円
大貫昭彦（随筆家）

▲北条政村邸跡 ※仕入れにより
　料理内容は
　変わります。

▲大仏坂切通し

ちりめん細工
お地蔵様
愛らしいちりめん飾りの「お地蔵様」を
作りましょう。苦しみから人 を々救ったり、
願い事を叶えてくれるといわれ、古くから
ありがたい存在として親しまれてきた
菩薩様です。

日 時
会 場
受講料

教材費
講 師
持参品

9月16日（水）　15：30～17：30
柳屋ビルB1 教室
会員 2,750円　
一般 3,080円
1,800円（材料一式）
井上曜子（日本玩具博物館講師）
糸切鋏、絹縫い針（4の3）、待針（4～5本）、縫い糸（白と黒）、
ものさし、木工ボンド、筆記用具

※着物の柄は写真と異なる場合がございます。

▲作品サイズ：約縦9×7㎝

カフェでのレクチャー後、講師お薦めの
ギャラリーを訪ねて、ギャラリーの
鑑賞の仕方、楽しみ方を学びます。
今回の集合場所は、昨年銀座にオープン
した「無印良品 銀座」内のレストラン
「MUJI Diner」。落ち着いたくつろぎの
空間で、お茶とスイーツ付きのレクチャー
から始まります。

進化する銀座の楽しみ
銀ぶら・ギャラリー散歩

▲無印良品 銀座「MUJI Diner」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。※最少催行人数 10名

※雨天実施。歩きやすい服装でお出かけください。

※小林祐一講師の散策講座“江戸城を訪ねる”
　は、9月9日（水）に実施予定です。

9月8日（火）　10：35～13：20
10：30　「MUJI Diner」
中央区銀座 3-3-5 無印良品 銀座 B1
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）

日 時
集 合

受講料

講 師

日 時
集 合

受講料

講 師
持参品

9月25日（金）　10：40～12:40
10：30　自然教育園  正門前
（東京メトロ南北線・都営三田線「白金台」駅・出口1より目黒通りを徒歩約7分
 JR山手線「目黒」駅東口より目黒通りを徒歩約9分
 東急目黒線「目黒」駅正面口（中央口）より目黒通りを徒歩約9分）
会員 6,160円　
一般 6,710円（入園料含む）
佐藤征男（森林インストラクター）
お持ちであればルーペ、双眼鏡

自然教育園は都市砂漠のオアシスともい
える緑地です。この時期はコナラなどの落
葉樹、スダジイやシラカシなどの常緑樹に
覆われ、実りの秋を迎えます。秋の草花が
競い合うように咲いています。ヒガンバナ、
ツルボ、ヤマハギ、キバナノアキギリ、シモ
バシラ、ツリフネソウなどなど。あなたはいく
つの秋を見つけられるでしょうか。

賑わう秋草めぐり
花観察  国立科学博物館  附属自然教育園

【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で自然番組などの
ドキュメンタリーを手がける。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。

※最少催行人数 7名
※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。

▲カリガネソウ（自然教育園）

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。

【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、交通史学会会員。

日 時

会 場
受講料

講 師

8月25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）

▲江戸城内桜田門（皇居  桔梗門）

8

816 QP315

56

7

※最少催行人数 8名
※雨天実施。歩きやすい服装・靴でお出かけください。
※昼食場所は当日決定（自由昼食）

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）お申し込み受付：7月9日（木）より本館4階友の会サロン



日 時
会 場
受講料

講 師

持参品

9月23日（水）　10：30～12：00
柳屋ビルB2 スタジオ
会員 3,080円　
一般 3,410円
SHINO
（美腰エクササイズ創立者、
スタジオキュート主宰）
運動のできる服装、
ソックス（シューズは履きません）

1回講座

月2回講座

1回講座1回講座

1回講座

1回講座

日 時
会 場
受講料

講 師

備 考

9月13日（日）　10：30～11：40
柳屋ビルB2 スタジオ
会員 3,600円　
一般 4,000円
深町公美子（鍼灸師/認定エステシャン/
東洋アロマセラピスト）
動きやすい服装、水、タオル、
素足またはソックス

カラダに元気を！ココロに力を！
心身＊健美　A-ha経絡フィットネス
血液循環のように“気”も決まった方向に身体中を巡っています。講座で
は東洋医学のベースである「五行」を中心に、季節ごとの経絡ツボを覚
え、独自の呼吸法を行いながら、マッサージからストレッチ、エクササイ
ズ、そして瞑想へと進み“気”を促進させます。今まで眠っていた細胞が
生き生きと、蘇っていくのを感じてください。

【深町公美子 プロフィール】
鍼灸（東京医療専門学校）、美容
（SABFA）を卒業後、A-ha治療室を開
業。東洋医学にエステティックやアロマ
テラピーを取入れた施術を行う。著書に
「押せば変わる！美人のツボ100」「冷え
冷えガールのぽかぽかレシピ」等多数。

今日から始める、使いこなす
スマホ自由自在
スマホ初心者むけの少人数クラスです。
月ごとのテーマを2回に渡って繰り返し
丁寧にお教えします。
興味のあるテーマのみのご参加も
可能です。

【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。

※最小催行人数 各6名
※iPhoneまたはAndroidの機種対応講座
※ご自身のスマートフォンをお持ちください。

※7月27日（月）19:00～20:30は、休講分3月・4月・6月の内容を
含め「生きにくいのはなぜ」をお話しします。

※5・6月号掲載2回講座 7月2日、7月16日
カリキュラムは「写真と動画」の撮り方と
保存方法です。

日 時

会 場
受講料

講 師

8月6日、8月20日（木）
9月3日、9月17日（木）
各15：30～17：00
※8月20日、9月17日は復習になります。
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） 

8月 「各種設定」と「調べる」
  例：設定とインターネット
9月 「コミュニケーション」
  例：メール・ラインを使う

〈カリキュラム〉

10月 「お買物」
  例：ネットでお買物をする
11月 「チャレンジ」
  例：アプリをダウンロードして
　　　　みる…など

〈10月以降のカリキュラム〉

【アハ経絡フィットネス体操】
季節の五行ポーズ解説→ツボ呼吸法→ツボストレッチ→経絡フィットネス→瞑想→目覚め
2020年11月  8日（日）：『肺・大腸』経絡                 
2021年 1月24日（日）：『腎・膀胱』経絡 ※五行、季節ごとの“心身健美”ミニ講座がついています。

日 時
会 場
受講料

教材費
講 師

9月5日（土）　13：30～15：30
柳屋ビルB1 教室
会員 3,080円
一般 3,300円
770円（抹茶・お菓子付）
井関脩智 （星岡主宰） 

日本のしきたりを知る
１０月1日は、中秋の名月。今年「十五夜」
のお団子は13個です。
年によって数が変わりますが、ご存じでし
たか？
満月の日は、私たちの生活にもさまざまな
影響があります。
月の美しい季節に、月の不思議な力につ
いて学びましょう。
そして今回は、「重陽の節句（後のお雛
様）」「七五三」「炉開き」など、秋の年中
行事についてもお話いたします。

穏やかに生きるための心理学〈夏休み特別講座〉　
傷つかない距離感、傷つけない関わり方
閉鎖された時間が増えるにつれ、焦りや不安がつのりイライラと子どもや
ご家族にあたってしまうことはありませんか。子ども達も不安やイライラを
抱えています。この講座では、平時とは違う状況に置かれた場合でも、情
報を正しく取り入れて、感情の目的を整理し、気持ちを落ちつかせ、自分
をコントロールしながら楽になる方法を示唆していきます。

日 時

会 場
受講料

講 師

8月7日（金）　
10：30～12：00
柳屋ビルB1 教室
会員 2,750円　
一般 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】
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。

骨盤のゆがみを整えて簡単クビレを作る
美腰エクササイズ
左右の骨盤バランスを整えて歪みを正し、血行を良くして代謝を高め、
脂肪を燃焼しやすくする「美腰エクササイズ」。 ストレッチや骨盤体操な
どとの組合わせにより内臀筋や骨盤底筋が鍛えられ、気になるお腹周り
の贅肉が引き締まりクビレが復活！美腰のカリスマ・SHINO先生のご
指導ですっきりボディをめざしましょう

【SHINO プロフィール】
1959年福岡県生まれ。自身の出産を
機に骨盤の重要性を知り、産じょく体
操、ストレッチ、ヨガ、整体などをヒントに
「美腰エクササイズ」を考案。講演会や
セミナー、メディアなどで美腰体操ブー
ムを起こした。著書多数。実用書部門
で累計200万部を超えるベストセラー。

キラキラジュエリー トートバッグ
キラキラと輝く宝石のようにエレガント
なジュエリーバッグ。
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を
作れます。
どんな服にも合わせやすいシルバー
色です。

【武田絵里 プロフィール】
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。

日 時

会 場
受講料

教材費
講 師

持参品

7月28日（火）　
13：00～17：00
柳屋ビルB1 教室
会員 4,070円　
一般 4,480円
5,600円
武田絵里
（Atelier Jasmine主宰）
手芸用　先の尖った小さいハサミ

▲横24×高さ20×マチ5.5㎝ 持ち手11.5㎝

※7月21日（火）以降のキャンセルはご容赦願います。

【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。

▲軽井沢で月見の会

※8月以降の講座内容はハミングタイム3・4月
号、5・6月号掲載内容と異なります。

※詳しくは日本橋髙島屋セミナー事務局へ
お問い合わせください。

440

975 881

680170

622

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）お申し込み受付：7月9日（木）より本館4階友の会サロン



羊毛フェルト Dog & Cat
可愛い動物達の「夏休み」
羊毛に特殊な針を刺していくだけ。
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。

▲講師参考作品
　サイズ・猫は約8㎝

日 時
会 場
受講料
教材費
監 修
講 師
持参品

9月13日（日）　10：30～12：30
柳屋ビルB1 教室
会員 2,200円　一般 2,300円
7,340円
佐古孝子（サコタカコ創作ビーズ織教室主宰）
矢部百子（サコタカコ創作ビーズ織教室講師）
織機・はさみ・セロテープ

サイズ：縦８×横4.5㎝

※織機（小/4,840円）をお持ちでない方は教室にて販売。
※教材用意の都合により、9月10日（木）までにお申し込みください。

1回講座

1回講座

2回講座2回講座

1回講座

各1回講座

最古の歌集
万葉集入門
｢ 古女房だけど、お前は今でも変わらず可愛いよ 」
（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

  万葉の男はこんなことをしゃあしゃあと歌う。
  率直で素朴な万葉人の心は決して1200年の古さを
  感じさせません。
「 ドドドッと馬の蹄の音がすると
  つい玄関に飛び出してしまうの。貴方かと思って 」
  恋人を待ついじらしい娘のこの歌は誰の歌でしょう？ 
  見つけてみたくなりませんか？

▲「美しい顔」に
　喩えられたとされる昼顔

【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

7月13日（月）　
9月14日（月）
10：30～12：00　
柳屋ビルＢ１ 教室
会員 5,500円
一般 6,110円
松﨑冴子（妙の会共同主宰）

なに　わ　ひと　あし　び　た　　　　　　す　　　　　　　　　　　　　　　　　とこ
難波人葦火焚く屋の煤してあれど己が妻こそ常めづらしき

一本の紐が紡ぐ伝統技法
花結び

変わり几帳結びと
叶結びのドア飾り

長さ10ｍで作る四つだたみ結び。
仕上がりは全長約2.5m。

日 時

会 場
受講料
教材費
講 師
持参品

8月5日（水）
9月2日（水）　13：30～15：30
柳屋ビルB1 教室
会員 5,050円　一般 5,500円
4,200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。　

8月/ベルト 9月/ドア飾り

手元を飾る素敵なスワロフスキーのブレスレット。
細めに仕上げて普段使いに。幅広に仕上げて
パーティーにも。

8月/クリスタルブレスレット9月／ブローチ　ロイヤルウェディング
作り方はとてもシンプルですが、
豪華なネックレスに仕上がります。

9月/ファイアーポリッシュネックレス

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

初級・中上級合同クラス　　
サコタカコ ビーズ織

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

8月17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。
　お申し込み時に4,100円×追加数をお支払いください。
※お申し込み時に、ご希望の柄ⒶかⒷをお選びください。

【佐藤有紀子 プロフィール】
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。国立故宮博物院
国際正会員。

8月2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（初めての方は
道具代別途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

※犬猫の種類や色などは、当日講師応相談。お作
りいただく動物は1体となります。お申し込み時に
動物をお選びください。
◎「中級」作品製作の方は、Qページ「No．886」を
お申し込みください。

◀出来上がり
　50㎝

◀基本キットは
　3㎝幅

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

8月28日（金）、9月25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※お持ちでない方は、お申し込み時お申し出ください。

801

862 865

824302

883

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）お申し込み受付：7月9日（木）より本館4階友の会サロン


