服飾

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

はじめての和服おしゃれリフォーム

講座内容

講師

根岸 貴和子

曜日・時間

和の力と手仕事のよみがえり服。和布の魅力を活か

第1・3(水)

した個性的な服作りを楽しみませんか。初心者にも

13：00〜15：00

簡単に美しく仕上げることができる縫製のアイデア

第1・3(土)

とオリジナルパターンをご指導いたします。

10：20〜12：20

■体験レッスン あり

13：00〜15：00

受講料

月2回 3ヵ月
13,800円+税

タンスの中で眠っている帯を「さくら造り」帯結び

〜切らずに帯が結べる〜
「さくら造り」帯

で作ってみませんか！このまま眠らせて置くのは
中井 成子

もったいない！！ですよ。切らずに折りたたんで針
と糸で留めるだけ、着装5分。簡単便利。目からうろ
この「さくら造り」帯を是非おためしください。

第1・3(月)
13：00〜15：00
15：30〜17：30

月2回 3ヵ月
21,600円+税

■体験レッスン あり

ファッションブックで見たあこがれの洋服を作りま

洋裁(ドレメ式)

根岸 貴和子
宇都宮 ヒロ子

しょう。初心者はミシンの使い方、裁断、縫製を作

第1・3(水)

りたい服を製作しながら学びます。経験者の方は、

10：20〜12：20

ワンランク上達を目指し、早く簡単に縫える方法か

第1・3(金)

らクチュールテクニックまで習得していただけま

10：20〜12：20

す。

13：30〜15：30

月2回 3ヵ月
13,800円+税

■体験レッスン あり

第1・3(水)
音楽会やお食事会等イベントに合わせた服創り。着

モード洋裁 文化式
〜イベントに合わせた服創り〜

大森 信子

15：30～17：30

易く美しいシルエットのオリジナルパターンで、早

第4(水)

フリーチケット

くきれいに仕上げましょう。基礎からコートやスー

13：15〜15：15

(発行日から3ヵ月間有効)

ツまで貴方のお好みのデザインでマスターでき、ま

15：15〜17：15

5回 10,098円+税

たベビードレスや子供服のリフォームもできます。

(日)

10回 18,000円+税

資格取得や舞台衣装も作れます。

13：15〜15：15
15：15〜17：15

第1・3(水)
15：30～17：30

モード洋裁 文化式
〜イベントに合わせた服創り〜

基礎から応用(スカートからウエディング)まで、デザ
大森 信子

イン画からパターンが引ける様にレッスンします。
仮縫いのノウハウも適切にご指導いたします。

〈パターンコース〉

第4(水)

フリーチケット

13：15〜15：15

(発行日から3ヵ月間有効)

15：15〜17：15

5回 10,098円+税

(日)

10回 18,000円+税

13：15〜15：15
15：15〜17：15

第1・3(水)
手直しすれば甦る服をご持参ください。脇出しや少
し手を加えると着やすくなるマチ入れ等のコツを伝

ファッションリフォーム

大森 信子

授します。キモノをツーピースに甦らせ、お揃いの
帽子やバッグ、コサージュもおしゃれに作れます。
使いやすいリバーシブルベストも作れます。

15：30～17：30
第4(水)

フリーチケット

13：15〜15：15

(発行日から3ヵ月間有効)

15：15〜17：15

5回 10,098円+税

(日)

10回 18,000円+税

13：15〜15：15
15：15〜17：15

第1・3(水)
世界でたった1枚の自分のためのウエディングドレス

マイ・ウエディングドレス
独唱舞台ドレス
〜体にピッタリ！！〜

大森 信子

15：30～17：30

をつくりませんか？雑誌や見本の中から好きなデザ

第4(水)

インと生地を選んで、採寸、製図、仮縫、仕上げま

13：15〜15：15

で15回(約3ヵ月)で完成できます。また、ピアノのリ

15：15〜17：15

サイタルや独唱舞台のロングドレスもオリジナルデ
ザインで創りましょう。

(日)
13：15〜15：15
15：15〜17：15

月2回 3ヵ月
10,800円+税
フリーチケット
(発行日から3ヵ月間有効)
5回 10,098円+税
10回 18,000円+税

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※消費税額は、講座実施日が9月30日(月)までは8%、10月1日(火)以降は10%となります。(フリーチケット除く)

服飾

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

(月)
運針、基礎縫いから、付下げ、コートなどの高度な

和裁

小畑 恭子

技術が習得でき、きものの柄や色合い、小物選びの
目が養えます。

14：00〜17：00

フリーチケット

18：00〜20：30

(発行日から3ヵ月間有効)

(金)

10回 19,500円+税

10：30〜13：30

15回 25,950円+税

14：30〜17：30

市松人形などに使用する友禅染着物地を教材に使
い、約8時間で1作品を仕上げます。最初は、基本的
なサイズから始め、慣れてくると様々なサイズ・柄

ミニ着物づくり

森 修市

の中からお好きなものをお選びいただけます。講座

第2(水)

月1回 3ヵ月

が進むにつれてお手持ちの思い出の着物をミニ着物

13：00〜16：00

9,300円+税

サイズに作りかえることもできます。その他に市松
人形やこどもの頃によく遊んだ人形などに着せるた
めのミニ着物も作ることができます。

かわいい小物から、今流行の作品まで、あなたの頭

〜手編みニットで
オシャレにあなたを演出！！〜

黒川 裕見子

楽しい手編物教室

楽しい編物教室
〜おしゃれな手編ニットを作る〜

にうかんだデザインを形に！初心者・経験者共にマ

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

イペースで進め、編物の楽しさを実感していただけ

13：00〜15：00

15,000円+税

ます。脳内サプリにも最高です。

小物から着たい作品まで初心者から経験者ともにマ
黒川 裕見子

イペースで進めていただけます。楽しく編んであな
たを演出していきましょう。

編物の基本から学べて、作品ができあがる楽しさも

やさしいかぎ針＆棒針編物教室

黒川 裕見子

実感できる講座です。初心者や基礎から学びたい
方、長い間編物から離れていた方におすすめです。
まずは1歩から始めましょう。

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

15,000円+税

第2・4(水)
18：30〜20：30
19：00〜21：00

月2回 3ヵ月
15,000円+税

かぎ針編みまたは棒針編みの基本の模様をレッスン
しながら、その模様を使った簡単なニット小物を編
みます。ベストがご自分のサイズで編めるようにな

基礎から始める ニッティング
〈かぎ針編み入門コース〉

るのが目標です。初心者の方をはじめ、基礎を1から
岩切 密子

しっかり学びたい方におすすめの講座です。ご自分
のペースで基礎をきっちり学びます。カリキュラム

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

13：30〜15：30

12,600円+税

修了後、希望により修了証が発行されます(有料)。合
間にお好きなものも編め、入門コ ース終了後には講
師認定コースに進んでいただけます。

かぎ針編みまたは棒針編みの基本の模様をレッスン
しながら、その模様を使った簡単なニット小物を編
みます。ベストがご自分のサイズで編めるようにな

基礎から始める ニッティング
〈棒針編み入門コース〉

るのが目標です。初心者の方をはじめ、基礎を1から
岩切 密子

しっかり学びたい方におすすめの講座です。ご自分
のペースで基礎をきっちり学びます。カリキュラム

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

13：30〜15：30

12,600円+税

修了後、希望により修了証が発行されます(有料)。合
間にお好きなものも編め、入門コ ース終了後には講
師認定コースに進んでいただけます。

かぎ針編み、棒針編み、アフガン編み、手あみ3技法

1本の糸から広がる世界！あみもの

井藤 夏榮

のどれからでもあなたに合わせて指導します。ま
た、楽しいだけの編み物も良し！編物検定試験の受

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

13,800円+税

第1(月)

月1回 3ヵ月

13：30〜15：30

7,800円+税

験指導もいたします。

さまざまな素材の質感や色を楽しみながらかぎ針編
みの小物を作ります。家の中で使うものや身に着け

素材を楽しむ かぎ針編みの小物

能勢 マユミ

るもの、バッグなど出来るだけ簡単に編めて実用的
だけどおしゃれなデザインを提案します。
■体験レッスン あり

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※消費税額は、講座実施日が9月30日(月)までは8%、10月1日(火)以降は10%となります。(フリーチケット除く)

服飾

近鉄文化サロン阿倍野
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

思い出の着物や洋服、お気に入りのはぎれ等お手持

手織りでリメイク古布と
はぎれの裂き織り

ちの布を裂き織りでリメイクしませんか？卓上織り
曽田 よう子

機「咲きおり」を使って小物を織りましょう。初め
ての方も基礎から手織りを学べます。

第3(金)

月1回 3ヵ月

13：00〜16：00

12,000円+税

■体験レッスン あり

染織家の講師により草木で染められた糸を使い手織
りの基本を学びましょう。植物の色は様々、その中

〜自然のぬくもり〜
草木染めの手織りABC

からシーズン毎(3か月)にテーマを選び、大中小3つ
曽田 よう子

の布を織ります。インテリアはもちろんバッグ等に
仕立て、自然のぬくもりを生活に取り入れることが

第3(金)

月1回 3ヵ月

13：00〜16：00

15,900円+税

できます。卓上織り機「咲きおり」を使用します。
(レンタル制度あり)
キリムはもとはトルコ遊牧民の生活用具で、嫁入り
道具でもあった手織物。長い歴史の中で母から娘へ
継承され、織り込まれた文様のそれぞれに祈りや願
いなどの意味が込められています。この講座では、
今では現地でも入手不可の貴重な素材、トルコキリ
ムの最高峰であるコンヤから取り寄せた手紡ぎ、草
木染めの上質キリム糸を使います。初めての方にも

キリム織り
〜トルコ遊牧民の家族への

みちした ふみこ

愛のメッセージ〜

織りやすく、その上美しく仕上がります。このキリ

第1(土)

月1回 3ヵ月

ム糸で織ったキリムは年が経つにつれ、より深みと

10：30〜13：30

13,800円+税

第1(木)

月1回 3ヵ月

11：00〜13：00

9,300円+税

味わい、つやが増し、日本でも人気があります。幾
度となく訪れたトルコの暮らしについてのお話も交
え、 講師が師事したキリムアーティストアリ・オズ
デミル氏のキリム観を感じながら、100年以上の年
月を経た珍しいアンティークキリムに触れてみませ
んか。
■体験レッスン あり
犬服を作りたいけれど、何からはじめたらいいかわ
からない。ミシンが初めてでできるか不安・・・と

〜みんなで手づくり犬服ライフ
を楽しみましょう！〜
はじめての 手づくりわんこ服

いう方のための初心者向けの入門講座です。ロック
西出 悟子

ミシンの操作や、犬服に必要な洋裁道具、裁断方
法、まち針の打ち方などの犬服作りの基本を学びな
がら定番のタンクトップ、Tシャツ、ラグランTシャ

〈入門クラス〉

ツを作ります。入門クラスを終えた方はステップ
アップクラスに進むことができます。

入門クラスを終えた方向けのステップアップクラス

〜みんなで手づくり犬服ライフを
楽しみましょう！〜
はじめての 手づくりわんこ服
〈ステップアップクラス〉

です。シャツやキャミソール、カバーオール、浴衣
西出 悟子

などニット生地以外に布帛生地を使ったお洋服や、
バイヤステープのつけ方、ギャザーの作り方、襟の

第1(木)

月1回 3ヵ月

14：00〜16：30

12,300円+税

つけ方など様々な縫い方を楽しく学びませんか？

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※消費税額は、講座実施日が9月30日(月)までは8%、10月1日(火)以降は10%となります。(フリーチケット除く)

