手芸

近鉄文化サロン奈良
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

ぬい針一本でかわいらしいお花を作りだすトルコの

トルコのかわいいレース
イーネオヤ

伝統手芸イーネオヤ。基本から徐々に複雑で繊細な
チコラタン

形を作ります。世界でも珍しい技術です。イスタン
ブールに単独留学して学び、トルコ政府より認定を

第3(火)

月1回 3ヵ月

10：00〜12：30

10,500円+税

受けた講師から学びます。

シルクや麻布を使ってポジャギや小物を作ります。

ポジャギと小物

安 和世

布の切れ端を繋ぎ合わせていくと素晴らしい作品へ

第2(土)

と姿を変えていきます。特に一枚仕立てで仕上げる

10：00〜12：00

ポジャギは光を通す布のステンドグラスです。

13：00〜15：00

月1回 6ヵ月
12,600円+税

■体験レッスン あり

4点の課題で基礎を習得し、その後次第に高度なもの

日本刺しゅう

勝田 保子

へと進みます。日本古来の伝統的な技法を駆使し、
身につけるものから、額、屏風等、現代の生活にふ
さわしい作品を作ってまいります。

第2・4(月)
10：00〜12：30
13：00〜15：30

月2回 3ヵ月
19,200円+税

美しい沢山の色糸で、お花や風景など身近な物から

戸塚フランス刺しゅう

田辺 恵子

お部屋に飾る額やピアノカバーまで、1針1針ご自分

第1・3(月)

だけのオンリーワンの作品を作ってみませんか？簡

10：00〜12：00

単なステッチから複雑な模様まで、細やかにご指導

13：00〜15：00

月2回 3ヵ月
13,200円+税

させていただきます。

北欧スウェーデンのクロスステッチTVIST(ツビス

北欧の刺しゅう

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
ように刺します。北欧モダンデザインで各種ポー

第3(水)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：00

9,000円+税

チ、クッションまで楽しみます。

リボン刺しゅうとリボンワークをコラボして立体的
に高級感のあるお花、図形などを一針一針刺しなが

リボン刺しゅう＆リボンワーク

山口 純子

ら風景画のように作りあげていきます。額に入れて

第1(土)

月1回 6ヵ月

お部屋のドレスアップやバッグのワンポイント等に

10：30〜12：30

18,000円+税

と様々に楽しんで頂けます。
■体験レッスン あり

〈本科〉
月2回 3ヵ月

織糸を数えながら刺していくキャンバス刺しゅう、

ヨーロッパ刺しゅう
〈本科〉 〈研究科〉

クロスステッチ、ハーダンガーワーク、フランス刺
加藤 智恵子

しゅう等ヨーロッパの刺しゅうを、いろいろ学びな
がら楽しい作品をつくります。研究科では自由作品

第1・3(金)
13：00〜15：00

12,000円+税
〈研究科〉
月2回 3ヵ月

を制作します。

13,200円+税

ニードルレースの技法やワイヤー等を使って立体的

話題のステッチ・スタンプワーク刺しゅ
うと欧風刺繍

な刺繍のスタンプワークや、さまざまな技法の白糸
井関 睦子

刺繍や色々な素材を使った欧風刺繍を小さな作品か
ら作ってみませんか！

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

10：00〜12：00

15,000円+税

■体験レッスン あり

ニードルレースの技法やワイヤー等を使って立体的

話題のステッチ・スタンプワーク刺しゅ
うと欧風刺繍

な刺繍のスタンプワークや、さまざまな技法の白糸
井関 睦子

刺繍や色々な素材を使った欧風刺繍を小さな作品か
ら作ってみませんか！

第1・3(土)

月1回 6ヵ月

10：00〜12：00

15,000円+税

■体験レッスン あり

人気上昇中のスモッキング刺しゅう。基本のステッ

【新設講座】
スモッキング刺しゅう
(初級)〈全6回〉

北村 由美子

チから始めて本格的なステッチまで楽しく学びま
しょう。

第2(金)

全6回 6ヵ月

13：00〜15：00

18,600円+税

(期間：6ヵ月)

※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

近鉄文化サロン奈良
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

ヨーロッパの伝統手芸「ボビンレース」。ボビンと

〜はじめて織る〜
ボビンレース

呼ばれる道具に糸を巻きレースを織ります。しおり
田村 利栄子

やハンカチ、ブローチ、ネックレス等を織ります。
初心者から経験者まで対応します。

第1(金)

月1回 6ヵ月

10：00〜12：30

15,000円+税

■体験レッスン あり

クラシックレースの一種です。上品で優雅に見え、
その繊細さはこのタティングレースの持ち味です。

はじめてのタティングレース

naomin

小さな道具シャトルさえあれば場所を取らず、どこ

第2(金)

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

13：00〜15：00

13,200円+税

めば、今流行の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。

〜本格足踏み 手織り機で織る〜
シェニール織

優しい肌触りと両面に現れる色鮮やかな柄で人気の
小仲 進一朗

「ルルべちゃん®」

第2(火)

月1回 3ヵ月

10：00〜12：30

8,400円+税

第3(木)

全3回 3ヵ月

13：30〜15：30

7,800円+税

着せ替え人形のようで、大人が楽しめるドール
チャームです。針は使わず、接着剤のみで仕上げま
東本 康子

す。布やパーツ次第で、シックにも、華やかにも
～。大切な方へのプレゼントや、自分へのご褒美

〈全3回〉

に、最適です。

お好きな生地100㎝で世界で1本貴女だけのオリジナ

【新設講座】
お好きな生地100㎝で作る 手作り日傘

で、織り方の基本からカリキュラムに沿って毎回一
柄織ります。バッグなどへの加工も承ります。

【新設講座】
〜大人が楽しむドールチャーム〜

高いシェニール織物をタテ糸準備済みの手織り機

ル日傘を簡単に作ります。ベテラン日傘職人が教え
東原 エリコ

る手作り日傘講座です。市販にはない素敵な日傘を
楽しく制作して頂けます。

〈全6回〉

第3(日)

全6回 6ヵ月

13：00〜15：00

18,600円+税

第2(土)

月1回 3ヵ月

10：00〜12：00

7,500円+税

(期間：6ヵ月)

布・レース・ビーズなどでカラフルポップなお人
形・季節の飾り・小物を作りませんか？出来上がっ

ポップでキュートな小物づくり

miyamo

た時、「かわいい♪」と心がハッピーになりますよ
♪
■体験レッスン あり

アメリカンパッチワークの基本を楽しく研究し、

アメリカンパッチワーク
〈本科〉〈研究科〉

レッスンをいたします。身のまわりの小さな生活小
柴田 明美

物やバッグから徐々にタペストリーなどの指導へと
進めてゆきます。またご希望の方には日本手芸普及
協会の講師の資格も取得できます。
■体験レッスン あり

〈本科〉

〈本科〉

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

10：00〜12：00

12,000円+税

〈研究科〉

〈研究科〉

第3(水)

月1回 6ヵ月

10：00〜12：00

15,000円+税

手持布で作品創り。基本的な技術を習得しながらサ
ンプラーを完成。布の合わせ方、配色、構図等につ

和布で楽しむキルト

片桐 好子

いてディスカッション、イメージをふくらませるア
ドバイス、インスピレーションとクリエイティビ

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

10：00〜12：00

12,000円+税

ティを大切に「楽しく創る」ことが基本です。
■体験レッスン あり

ハワイの植物や動物を鮮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、ポーチ、

はじめてのハワイアンキルトと小物たち

山本 薫

バッグ、クッションなど簡単な小物を中心につくり

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

ます。生活の中の小さなハワイを楽しんでみません

13：30〜15：30

12,000円+税

か。
■体験レッスン あり

ハワイの植物や花をデザインしたパターンを使い、

ハワイアンキルト

中川 由美子

作品づくりを楽しみます。ハワイの青い空や海の爽

第4(金)

月1回 6ヵ月

やかな風に思いを馳せながら、ハワイアンキルトに

13：00〜15：00

12,000円+税

チャレンジしましょう。

※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

近鉄文化サロン奈良
講座名

〜羊毛フェルトで遊ぼ！〜
リアルで可愛い動物たち

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

い可愛いペットや好きな動物をリアルに仕上げてい

第1(火)

月1回 3ヵ月

きましょう。時にはNunoFeltや羊毛刺繍に挑戦した

13：00〜15：30

9,000円+税

”羊毛フェルトで遊ぼう！”をモットーに羊毛等を使
福田 妙美

りできる自由気ままな教室です。

お裁縫が苦手な方でも大丈夫です。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よ。入門コース

第2(月)

でいろいろな作り方を身につけていただけます。入

10：15〜12：15

門コース(期間：6ヵ月)を終了された方は、中級コー

〈中級コース〉
月1回 6ヵ月
12,600円+税

スで少し大きめの動物作りを楽しみます。

イギリスで人気の手芸ファブリックボックスは、接

イギリス生まれの手縫いの布箱
ファブリックボックス

着剤を使わず、手縫いで仕上げる布箱づくりです。
田村 利栄子

第1(金)

月1回 6ヵ月

13：00〜15：00

15,000円+税

使って作れるようになります。がま口作りのコツを

第2(水)

全3回 3ヵ月

学び、色々な形のがま口を一緒に作りましょう！は

13：00〜15：00

6,300円+税

お気に入りの布を使用して、オリジナルボックスを
作ります。
■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知れ
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

がま口でかわいい小物作り
〈全3回〉

て作れるようになり、ご自宅でもお気に入りの布を
小豆 美佐 ほか

じめてさん、不器用さんでも、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丁寧に指導いたしま
す。

金沢に古くから伝わる加賀のゆびぬきは絹糸を1本ず
つ丁寧にかがって作るとても美しいゆびぬきです。

加賀のゆびぬき

桂 富美子

第3(月)

月1回 6ヵ月

10：10〜12：40

18,000円+税

の上に並べながらくす玉や花や動物に仕上げていき

第2(水)

月1回 3ヵ月

ます。土台により家の中で飾ったり髪飾りやバッグ

13：00～15：00

9,300円+税

その美しさや伝統手工芸のデザイン性の高さから近
年再び作る方が増えてきました。基本のテクニック
を学んだあと、色々な模様をお作りいただけます。

四角い布を折りつまみ、多種類の形に作り上げ台紙

京つまみ細工 凸凹庵

下野 美智子

につけたり使い方が多数あります。

ちりめんは細やかな「しぼ」のある、優しく美しい
絹織物です。江戸時代から現代まで、日本の着物の
素材として愛好されています。そのちりめんの小さ

ちりめん細工

大田 幸子

な残り布を縫い合わせて、花・鳥・動物・人形など

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

をつくったのがちりめん細工です。その中にお香や

13：00〜15：00

12,600円+税

ポプリをいれ、お部屋の飾りやアクセサリーとして
たのしみます。
■体験レッスン あり

くみひもの基本としての帯締めから、ファッション

くみひも教室

渡部 八重子

としてのアクセサリーや小物まで、創意工夫とセン

第3(木)

月1回 3ヵ月

スを生かして様々な自分だけの作品をつくります。

13：00〜17：30

15,000円+税

■体験レッスン あり

ソフト加工された純銀線を使い、クロッシェの技法
にてアクセサリーを作ります。ニッティングやワイ

純銀クロッシェアクセサリー

&#x20bb7;川 眞由美
ほか

ヤーワークなどの技法も取り入れバリエーション豊
かに、多彩な素材をお好みでチョイスしていただ
き、気品ただよう数々の装飾品をお作りいただけま

第3(木)

月1回 6ヵ月

10：10〜12：30

18,000円+税

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

近鉄文化サロン奈良
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

パールを使ったアクセサリー作りだけでなく、リメ

真珠屋さんのパールアレンジ＆リノベー
ション

イクも学びます。使わなくなった真珠のネックレス
所神根 孝二

を念珠や新しいデザインのアクセサリーに変えてい
きます。また真珠会館(神戸)の案内人を務める講師か

第1(火)

月1回 3ヵ月

10：00〜12：00

6,000円+税

ら真珠についての知識も学んでいただきます。

パリ・オートクチュールコレクションの刺しゅう芸
術、針と糸、刺しゅう枠とオーガンジーの取り扱い
からビーズ・スパンコール刺しゅうの特別基礎を学

～ジュエリーメイキング～

びます。後に資格取得コースへも継続できます。針

「オートクチュール ビーズ刺しゅうジュ
エリー」 「ビーズアートステッチ」
「ビードルワーク」 「パールストリン

と糸でビーズを編む人気のステッチ。紐や糸を通し
中井 恵子 ほか

高級ジュエリーに用いる制作技法を学ぶストリン
グ。タッセルの基本と応用、シードビーズを使い

グ」 「タッセル・デコ刺しゅう・ソウタ

第2(火)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

8,700円+税

色々なテクニックを学ぶシードビーズアカデミア

シエ」 「シードビーズコース」

コース、刺しゅう、ソウタシエ等お好みを選んでく
ださい。
■体験レッスン あり

ビーズ等をレース針で編む新しいビーズクロッシェ

～クロッシェ（編む）～
「ビーズクロッシェ」

技法や身につけるアクセサリーをかぎ針とフェニー
中井 恵子 ほか

方の違いで軽くて素敵な作品を仕上げるワイヤー

「ワイヤーレースジュエリー」

第2(火)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

8,700円+税

第2(火)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

8,700円+税

レース等のコースがあります。

各種テクニックを体系的に学べ、トレンドとファッ

～コスチュームジュエリー～

ション性を追求したコスチュームジュエリーを作り

「ワイヤーモード」
「ビーズアクセサリー」

針でワイヤーを編む基礎テクニックを習得して編み

中井 恵子 ほか

「マクラメジュエリー」

ます。ワイヤーを使用して丸カン、金具、チェイン
メイル等を学ぶモード。マクラメの基本技法、ひ
も、ビーズ、パーツを使って洗練された作品を作る

「チェインメイル」

マクラメジュエリー等。

専用織り機に縦糸を張り、横糸にビーズを通して織
り上げます。アクセサリーを中心にバッグやインテ

デリカビーズ織り

上田 弘美

リアなどを作成します。講師の資格も取得できま
す。小さな一粒からはじめてみませんか。

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

14：00〜16：00

12,600円+税

■体験レッスン あり

NHK「すてきにハンドメイド」で人気の講師、
&#x20bb7;川智子のデザインを学んでいきます。

ビーズdeモード

&#x20bb7;川 智子

シックで洗練された大人のためのビーズアクセサ
リーを作ってつけてセンスアップ。初めての方も楽

第3(水)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：00

6,900円+税

しくお作りいただけます。
■体験レッスン あり

16世紀にベネチアで生まれたといわれるビーズフラ

【新設講座】
〜ループ技法だけでお花を作る〜

ワー。ワイヤーにガラスビーズを通して花びらなど
岡本 由子

月1回 3ヵ月
9,300円+税

種類のお花をつくることで、基本技法8種類を学びま

第3(金)

月1回 3ヵ月

す。よりたくさんの素敵なお花がつくれるように楽

10：00〜12：00

9,300円+税

も紹介されました。基礎から応用まで様々な技法を

第4(日)

月1回 3ヵ月

駆使して”オンリー・ワン”のアクセサリーをご自身

10：00〜12：00

7,800円+税

り、立体花に仕立てます。初めての方にぴったりの

ビーズフラワー入門コース

入門コースです。

ベネチア生まれのビーズフラワー。基礎コースでは6

【新設講座】
〜基本8種類の技法を学ぶ〜

第3(金)
10：00〜12：00

のパーツを、輪をつくるという簡単な技法だけで作

岡本 由子

ビーズフラワー基礎コース

しんでおけいこしていきましょう。

高級感あるアクセサリーが作れると話題のグルーデ

〜ベーシックから アレンジまで〜
グルーデコ®レッスン

コ®「やってみたい講座ランキング№1」とテレビで
小谷 千恵

で作っていただけます。
■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

近鉄文化サロン奈良
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

今や日本文化としての伝承折り紙は創作折り紙とし
て様々に発展し、国際的な広がりを見せておりま

たのしい創作折り紙

竹尾 篤子

す。実用の折り紙又は花や動物、昆虫のみならず果
物、道具、四季の飾り物としても今まで見かけな

第1(火)

月1回 6ヵ月

15：30〜17：30

12,600円+税

かった作品を楽しくおつくりください。
■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)

