
  
お申し込み・お問い合わせ Tel＆Fax 03-3451-4777 e-mail kouza@kasumigaoka.org 

学院長・広瀬光治のブラッシュアップ講座 Vol.2 講師：広瀬 光治 

開催日：1 日講座です。ご選択ください。

11/2（金）,11/9（金）,11/16（金）

10:30～15:30 (休憩 60 分) 

受講料 6,000 円(テキスト代込) 

定員 各回 15 名 

昨年の縁編みに続き、かぎ針のブレードの提案です。

縁飾りに使用する細い幅のものや、ウェアにも展開で

きる幅広のパターンもあります。作品のアクセントと

して使えるブレードを一緒にレッスンしましょう。

持参品：練習用毛糸 4色(中細～並太程度)／かぎ針(毛糸にあった号数のもの) 

／とじ針／ハサミ／筆記用具 
 

マクラメ・レースでドッグアクセサリー 講師：佐藤 悦子 

開催日： 

11/1(木),11/11(日) 

13:00～16:30 

受講料 3,000 円/回 

材料費 2,500 円程度 

マクラメは結んで作るタイプのレースです。 

この講座ではマクラメ・レースの基本を学びながら、愛犬に素敵

なプレゼントを作りましょう。自分用のブレスレットと眼鏡チェ

ーンなどへも変更可能です。 

完成までは 2～3回通って頂く場合があります。2回目以降の日時

は応相談。 

持参品：あればマクラメ台をご持参ください。貸与可 

※申込み時に素材をご選択のこと。グリーン（初心者用）、ナチュラル（中級向け） 
 

ストレッチ編み体験・まっすぐ編むだけ不思議なバッグ 講師：小林 紀美子 

 

開催日：10/22(月),10/31(水) 

10:30～15:30 (休憩 60 分) 

受講料 5,000 円(テキスト代込) 

材料費 1,500 円程度 

(ストレッチ針 1セット、毛糸)

ストレッチ編みとは専用の 2 本針で編む特許技法です。ふんわり

と軽く、伸縮性にとんだ編み地で、表裏リバーシブルに使えます。

講座ではまっすぐ編むだけなのに組み立てると手提げ袋、とじ目

を開けばネックウォームになる、どこか懐かしい不思議なバッグ

を作ります。 

持参品：かぎ針 6/0 号程度／ハサミ／とじ針／筆記用具 
 

イギリスの立体刺繍・スタンプワーク 1day 講座 講師：Sachiko．Grace 

 

開催日：10/28(日),11/4(日) 

10:30～15:00 (休憩 60 分) 

受講料 5,000 円 

材料費 2,000 円(素材、刺繍針を含む)

ふっくらとした立体的な刺繍であるスタンプワークは、17 世

紀に英国で流行した技法のひとつ。 

実りの秋です。ドングリをモチーフにかわいらしいアクセサリ

ーを作りましょう。刺繍初心者の方でも楽しんで頂けます。

持参品 糸切りハサミ／紙切りハサミ／布切りハサミ／待ち針／10 センチ刺繍枠(15 センチでも可)

／あれば自然に消えるチャコペン／あれば手芸用ボンド 
 

パターンメーキング・編物製図をパソコンで 講師：高橋 真紀 

 開催日：11/17(土),11/24(土) 

10:30～12:30 

受講料 5,000 円/回 

定員 各回 4 名 
※クリック、ドラッグなどの基本的な

パソコン操作ができる方。 

フリーの CAD ソフト・JW_cad を使ってパソコンで編物製図をする

講座です。昨年に引き続き 2度目の開催です。 

初めてご受講いただく方にはソフトのインストールから始めて婦

人原型を描きます。2 度目のご受講の方は、基本操作の復習から

始めてオリジナルニットの製図を目指しましょう。 

持参品：ノートパソコン注／あれば編物製図教科書基礎科 
※Windows を推奨しますが Mac でもご受講頂けます。ただし動作確認しておりません。ご理解の上ご受講ください。

 

タッチングレースで作るクリスマスボール 講師：有泉 佳子 

 

開催日： 

11/6(火),11/13(火),11/27(火) 

13:30～15:00 

受講料3,000円(1個分の材料費を含む)

タッチングとはシャトルという小さな道具を使い、結び目を

並べて作るレース編みの 1 種です。 

タッチングの基礎を学びつつ、サテンのボールをレースでく

るむクリスマスボールを作ります。 

持参品：シャトル 1個 ※会場でもご購入いただけます。 
 

機械編み体験・2way の帽子＆ネックウォーム 講師：重田 裕子 

開催日： 

10/19(金),10/26(金), 

11/23(金),12/7(金) 

10:30～15:30 (休憩 60 分)

受講料 3,000 円/回 

材料費 1,000 円程度 

定員 各回 2 名 

不器用さんでもＯＫ! ハンドルを滑らすだけであっという間

に美しい編み目ができちゃいます。 

講座で使用する家庭用編機はお貸しいたしますのでお気軽に

ご参加ください。 

デザインによって 1回で終わらない場合があります。2回目の

日時は応相談。 

持参品：ハサミ／とじ針／かぎ針(4/0 号程度) 
 



表示の金額はすべて消費税を含んでおります。 

ヘアピンレースで作るビーズ編み込みブローチ 講師：湯山 裕美 

 

開催日：11/15(木),12/6(木) 

13:00～15:30 

受講料 3,000 円 

材料費 3,300 円(キット、ビーズ通し針) 
※楽習フォーラムのキットを使用します。手配の

都合上、募集は 10 月末で締め切ります。 

ヘアピンレースとはＵ字型の器具に糸をかけながらブレー

ドを編む、かぎ編みレースの 1種です。 

この講座では器具の持ち方、糸のかけ方などヘアピンレース

の基礎を学びながら、アンティーク風のビーズを贅沢に編み

こんだブローチを作ります。 

持参品：レース針 2号／あればヘアピン器具(クリップ式) 貸与可 
 

アークニット製図体験講座 講師：小林 紀美子 

 

開催日：10/29(月),11/26(月) 

10:30～15:30 (休憩 60 分) 

受講料 5,000 円(用紙・テキスト代込)

アークニットとは円や扇形の形を自由に好きなところに配置し、な

おかつ編み易いように考えられた製図技法のことです。 

アークニット創始者である小林先生にアークニットの製図の基本

と作品デザインへの活用方法を学びます。 

持参品：30cm 定規／1/2 又は 1/4 縮尺定規／大型コンパス／ゲージメジャー／筆記用具／あればアークニ

ット教科書（希望者は会場にて購入頂けます。1冊 2,916 円。申込み時にお申し出ください。） 
※ご自分のゲージで製図をご希望の方は 15cm 角程度に編んだ編みゲージをご持参ください。

 

アイリッシュ・クロッシェ・レースでヒイラギモチーフ 講師：木島 典子 

 

開催日： 

11/6(火),11/13(火),11/27(火) 

10:30～12:00 

受講料 3,000 円(1 個分の材料費を含む) 

かぎ針で編むレースの 1種であるアイリッシュ・クロッシェ

は草花を立体的に編んだモチーフが特徴です。 

この講座ではパディングコード(芯糸)を編みくるむ、アイリ

ッシュ・クロッシェに特有の技術を学びます。 

持参品：レース針 2号または 4号（かぎ針 2/0 号でも可) 貸与可 
 

バイアス編み体験・ニット帽 講師：長塚 悦子 

 

開催日：10/13(土),11/10(土) 

10:30～15:30 (休憩 60 分) 

受講料 5,000 円(テキスト代込) 

バイアス編みは、一点からぐるりと立体に編み進め、とじ・はぎをする

ことなく一着を完成させる、まさに革命的な編み物です。ごろつかず、

非常に薄くしなやかな仕上がりとなります。 

バイアス編みの素晴らしさを体験できる帽子の 1日講座です。 

持参品：玉付き 2本棒針 8 号程度／編み出し糸／目数リング 2個／ハサミ／とじ針／筆記用具／毛糸リッ

チモア・バカラエポック(又は同等の糸)1.5 玉 ※毛糸は会場にて購入頂けます。(1,500 円程度) 
 

ボビンレース体験・リボンのペンダント講座 講師：高橋 真紀 

 

開催日： 

10/27(土),12/8(月) 

10:30～12:30 

受講料 3,000 円 

材料費 500 円程度 

定員 各回 3 名 

レース好きな方々にとっては憧れのレースのひとつ、ボビンレース。 

ボビンレースは力がいらず、手加減やコツも少ないので現地では子供からお年

寄りまで親しんでいる、どなたにも取り組み易いレースです。 

今回の講座ではお道具は全てお貸しいたしますので手ぶらでご受講いただけ

ます。また、もしもお道具をお持ちであればぜひご持参ください。お道具に合

わせた指導をいたします。 

持参品：糸きりハサミ／紙切りハサミ／筆記用具／あればラジオペンチ(貸与可) 

※ピロー、ボビン 16 本程度、ピンなどのボビンレース道具をお持ちの方はご持参ください。 
 

 

お申し込み方法 
1) (仮予約) WEB 上の申込専用フォームまたはメール・FAX・お電話にて【希望する講座名】【希望日】【お名前】【メールアドレス】

【連絡先電話番号】【その他必要事項（希望の色、教科書購入希望など）】をお知らせください。 

2) (本予約) 各講座に記載の受講料を下記口座へお振込ください。※材料費は当日集金します。振り込まないでください。 

【ゆうちょ銀行からの場合】記号 10140 番号 79032561 受取人カスミガオカギゲイガクイン 

【他金融機関からの場合】ゆうちょ銀行 店番 018 普通預金 店名〇一八店 口座番号 7903256 口座名義人 霞ヶ丘技芸学院

※受講料の入金をもって予約完了となります。お振込頂きました代金はご返金できません。 

※ご欠席の場合は事前に必ずご連絡ください。変更可能の日にちがある講座につきましては変更も承ります。 

3) とくにご連絡事項がない限り確認・連絡などこちらからお知らせは致しません。当日忘れずにお越しください。 
 

講座当日について 
・全ての講座の会場は霞ヶ丘技芸学院です。開始 15 分前から受付いたします。 

・材料費の記載がある講座は集金いたしますので現金をご準備ください。また、昼をはさむ講座は昼食をご持参ください。 

・当日の急な連絡は必ずお電話でお願いいたします。 
 

 各講座の詳細はホームページに掲載しております。ご参照ください。 

霞ヶ丘技芸学院 [昭和 24 年設立レース・編物の専門学院] 

住所： 〒108-0073 東京都港区三田 5-10-13  

  TEL&Fax： 03-3451-4777 WEB： http://kasumigaoka.org/ 

手作り品バザー開催します！ 
10 月 20 日(土)11：00～15：00 

ぜひご来場ください。 

会場 霞ヶ丘技芸学院 


