手芸

近鉄文化サロン橿原
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

オートクチュール刺繍とは、世界のさまざまな刺繍
技術と素材でオーダーメイドのドレスやバッグを装
飾する技術です。刺繍が初めての方にも気軽に楽し

【新設講座】
オートクチュール刺繍アクセサリー講座

んでいただける縫い針だけで装飾する技術を学びま
山口 博美

す。身に着けて楽しむことが出来る6つのアクセサ
リー制作を通して、糸刺繍・スパンコール刺繍・

第3(日)

全6回 6回 6ヵ月

13：00〜15：00

18,000円+税

ビーズ刺繍・リボン刺繍・コード刺繍・ゴールド刺
繍を体系的に学ぶことができます。
■体験レッスン あり

お裁縫が苦手な方でも平気です。ふわふわの羊毛

ふわふわ 小さな動物たち
〜チクチク羊毛フェルト〜

で、手のひらサイズの小さな動物たちを作りましょ
むつき こまつ

う。丸いフォルムに心も癒されます。上達すれば、
おうちのペット等お好きな動物作りにも挑戦してい

第1(土)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

6,300円+税

ただけます。

手芸用紙バンドを編んで、暮らしに役立つ収納から

かんたん かわいい かご雑貨つくり
〜エコクラフト手芸〜

かごバックまで、幅広いかご雑貨を作製します。基
田中 靖恵

本から無理なくステップアップし、様々な編み方を
習得します。

第3(水)

月1回 3ヵ月

13：00〜16：00

9,300円+税

第1(土)

月1回 3ヵ月

13：30〜15：30

9,300円+税

■体験レッスン あり

小さな布端を折り紙のように折りつまむことで変化
していく姿が可愛らしく、仕上げの中心に飾るビー
ズやしべは、花たちがおしゃべりを始めたように見
えます。土台を変えることで多種の使い方が出来ま

京つまみ細工 凸凹庵

下野 美智子

す。捨てられるような小さな布が素敵な花に変身で
す。十二季の花やはんなりとしたかんざし、アクセ
サリーなどいろんなものをつまみ細工で作りましょ
う。
■体験レッスン あり

ちりめん細工は江戸時代後半から続く伝承の手芸で

〜基礎から学ぶ〜
ちりめん細工「つるし飾り」

す。本講座では基礎的な作品を一つずつていねいに
石田 りつ子

作り、楽しいつるし飾りに仕上げます。初心者の
方、基本からじっくりと学びたいという方向けの講

第1(日)

月1回 3ヵ月

13：00〜16：30

10,500円+税

座です。
■体験レッスン あり

金沢の伝統工芸「加賀ゆびぬき」は、もともとお針

【新設講座】
加賀ゆびぬき

子さんが残り糸で作った実用品。絹糸を1本ずつ重ね
北谷 有美

て現れる模様や艶の美しさから「糸の宝石」と呼ば

第1(水)

月1回 6ヵ月

れ、現在はアクセサリーとしても人気があります。

10：10〜12：40

18,000円+税

毎月新しい模様にチャレンジして自分だけの宝石箱
づくりを楽しみましょう！

くみひもの基本として帯締めから、ファッションと

くみひも教室

渡部 八重子

してのアクセサリーや小物まで、創意工夫とセンス
を生かして様々な自分だけの作品をつくります。

第2(日)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

7,500円+税

第1(木)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：00

6,300円+税

■体験レッスン あり

韓国伝統の飾り結び(メドゥプ)を指だけで作っていき

〜指で編む結び〜
メドゥプ

ます。ネックレスなど応用を交えて、お気に入り作
安 和世(アン ファセ)

品を作ってみてはいかがでしょう。一つずつ、ゆっ
くり、くり返し結んでいきます。
■体験レッスン あり

シルクや麻布を使ってポジャギや小物を作ります。
布の切れ端を繋ぎ合わせていくと素晴らしい作品へ

ポジャギと小物

安 和世(アン ファセ)

と姿を変えていきます。特に一枚仕立てで仕上げる
ポジャギは光を通す布のステンドグラスです。

第1(木)

月1回 6ヵ月

13：00〜15：00

12,600円+税

■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)

手芸

近鉄文化サロン橿原
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

多彩な糸が織りなす芸術で、つくる人の心を丸く温
かくします。不思議な色の変化に魅せられ、様々な

たのしいてまりつくり

真木 和枝

模様のてまりつくりをたのしみます。昔なつかしい
菊模様から、四季の草花模様や新しい幾何学模様ま

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

12,000円+税

で、基本からわかりやすく指導します。

香りの花せっけん粘土や、各種工芸用粘土を使って

香りの花せっけんと花クラフト

津田 博子

美しい花やフルーツを模ったインテリア小物等、

第3(火)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：00

6,000円+税

ジーの取り扱い方からビーズ・スパンコール刺繍の

第3(日)

月1回 3ヵ月

特別基礎を学びます。ご希望の方は修了後資格取得

13：00〜15：00

9,000円+税

第3(日)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：00

9,000円+税

様々な作品づくりがお楽しみいただけます。教授の
免許を取得できます。

パリ・オートクチュールコレクションの刺繍芸術が

コスチュームジュエリーと
アクセサリーメイキング
【オートクチュールビーズ刺繍ジュエ

息づく技法を学びます。針と糸、刺繍枠とオーガン
中井 恵子

も可。

リー】

■体験レッスン あり

ソウタシエとは、ヨーロッパの伝統的なコード刺繍
で天然石やビーズなどをコードで流線型に囲んで針
糸で縫いながら形を仕上げ、大ぶりなデザインのも
のでもとても軽く、気軽に身に着けられるテクニッ

コスチュームジュエリーと
アクセサリーメイキング

クです。コードワークの他に、ビーズステッチ、刺
中井 恵子

しゅうの基本技術を加え、よりデザイン性の高いモ
チーフを制作します。さらにそれらモチーフの様々

【ソウタシエ】

な組み立て方を学び、ソウタシエならではの表現力
を身につけます。ご希望の方は修了後資格取得も
可。
■体験レッスン あり

あなただけのオリジナルビーディングクラフトを一

ビーディング・クラフト

大炭 つき

緒に作ってみませんか。簡単な技巧を使い本格的で

第2・4(木)

おしゃれなアクセサリーなどを仕上げることができ

10：10〜12：10

月2回 3ヵ月

ます。基礎から丁寧にご指導いたしますので、初め

第2・4(土)

10,500円+税

ての方にも楽しんでいただけます。

10：10〜12：10

■体験レッスン あり

シックな色、洗練されたデザインの身につけて楽し

〜mimima‐bee〜
大人のビーズアクセサリー

む大人のアクセサリーを作りましょう。厳選した素
中野 美穂

第1(木)

月1回 3ヵ月

15：30〜17：30

6,000円+税

トール など、実用的に使って飾って楽しめる作品を

第2(火)

月1回 3ヵ月

幅広く学んでいただけます。詳しくてわかりやすい

13：00〜15：00

6,000円+税

材や手法でワンランク上の作品を学べます。分かり
やすく説明しますので初心者でも大丈夫です。
■体験レッスン あり

バッグやポーチ、タペストリーなどのパッチワーク
作品から、ぬいぐるみやお人形、布花や帽子、ス

パッチワーク キルト＆布小物

平田 靖子

作り方説明書が人気です。
■体験レッスン あり

初歩からレッスンします。基本になるパターンと、
バッ クやポーチ、タペストリーなどの作品をおけい

アメリカンパッチワーク

柴田 明美

こ致します。本科、高等科、講師科、自由科と進ん
で行きます。ご希望の方は、講師免状を取得するこ

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

12,000円+税

第2(金)

月1回 3ヵ月

10：10〜12：10

6,300円+税

とが出来ます。

フランスの手芸ブティは布と布を図案通りに縫い合
わせ、そこに毛糸を入れてふくらみをつける手法を
使いま す。布の彫刻とも呼ばれています。白の布で

やさしいフランスキルトブティ

山本 薫

作られた作品が多くみられますが、この教室では色
ものを使って普段使いをたのしんでいただける提案
をします。
■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)

手芸

近鉄文化サロン橿原
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

第2(金)

月1回 3ヵ月

ハワイの植物や動物をあざやかな色の布でアップリ
ケにします。小さなサイズのタペストリー、ポー

はじめてのハワイアンキルトと小物たち

山本 薫

チ、バッ グ、クッションなど簡単な小物を中心につ

10：10〜12：10

7,500円+税

くります。生活の中の小さなハワイを楽しんでみま

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

13：45〜15：45

12,000円+税

せんか。
■体験レッスン あり

〈増設〉

【増設講座】
北欧の刺しゅう

北欧スウェーデンのクロスステッチTVIST(ツビス
清水 惠都子 監修

ト)。スウェーデン直輸入のウール糸でザクザク編む

第1(火)
13：00〜15：00

ように刺します。北欧モダンデザインで各種ポーチ
からクッションまで楽しみます。

月1回 3ヵ月
9,000円+税

第3(土)
13：00〜15：00

美しい色彩とオリジナルステッチを習って、クッ
ション、ピアノ掛け、屏風、色紙、額、カバンなど

戸塚 フランス刺しゅう

末田 博子

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

15：30〜17：30

10,200円+税

を使って作れるようになります。がま口作りのコツ

第1(火)

全3回 3ヵ月

を学び、色々な形のがま口を一緒に作りましょう！

10：30〜12：30

6,300円+税

幅広い作品を作ります。初心者の方には糸の取り方
からご指導いたします。
■体験レッスン あり

口金のつけ方は？少し、難しそうと感じるかもしれ
ませんが、カンタンに作れるコツをお教えしていま
す。ちょっとしたコツを覚えると、サイズや形を変
えて作れるようになり、ご自宅でもお気に入りの布

【新設講座】
がま口でかわいい小物作り

小豆 美佐

【全3回】

はじめてさん、不器用さんの方でも、約2時間で、か
わいいがま口をお持ち帰りいただける教室です。口
金のつけ方やボンドの分量など細かくてていねいに
指導いたします。

【リニューアル講座】
和のお稽古 日本刺繍

日本刺繍の気品ある繊細な美しさが見直されていま
中村 彩園 監修

す。注目の和のお稽古日本刺繍。はじめての方に台
の張り方、針の持ち方から丁寧にご指導します
■体験レッスン あり

第3(木)
10：30〜12：30
〈増設〉

月1回 3ヵ月
9,900円+税

13：00〜15：00

クラシックレースの一種です。上品で優雅に見え、

【新設講座】
はじめてのタティングレース

その繊細さはこのタティングレースの持ち味です。
naomin

小さな道具シャトルさえあれば、場所を取らずどこ

第1(木)

月1回 6ヵ月

ででもつくることができ楽しめます。基礎編みがす

10：10〜12：10

13,200円+税

めば、ビーズでネックレス、ポーチなど、またドイ
リークロス、ストールへ進みます。

キャンバスワーク、クロスステッチ、リボン刺しゅ

はじめての刺しゅう
〈本科〉

うなど世界各国の刺しゅうの基礎を学びながら作品
小川 祐佳

づくりを楽しみます。一針一針、心をこめての手仕
事の素晴らしさを体験していただけます。

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

13：30〜15：30

12,000円+税

■体験レッスン あり

はじめての刺しゅう
〈研究科〉

ブラックワーク、ハーダンガー刺しゅうなど世界各
小川 祐佳

国の刺しゅうを自由作品で楽しむ講座です。それぞ

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

れの用途にあわせた作品を制作します。また、ご希

13：30〜15：30

13,800円+税

て、華やかで気品の高い作品を作ります。基本のあ

第1(水)

月1回 3ヵ月

わじ結びから学び、季節の短冊や色紙、立体的な作

13：00〜15：00

9,300円+税

望の方は講師免状を取得することができます。

水引は、古来贈り物に付けられ、先様に真心・感謝
の気持ちを伝える日本の心・やさしい習慣です。こ
の講座では、色鮮やかな様々な種類の水引を使っ

アート水引むすび

吉村 一三子

品など、日本の伝統工芸を手軽にお楽しみいただけ
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)

手芸

近鉄文化サロン橿原
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

和紙で一枚の絵を描く美しい色と、種類も多く手漉
き和紙を使って身近な花や、旅先での風景又静 物、

民芸和紙ちぎり絵

中川 文清

動物、心に止めた物はそれぞれ一枚の絵にする事が

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

出来ます。指先を使いながら気楽に描いて見ません

13：00〜15：00

10,200円+税

か。
■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)

