霞ケ丘技芸学院の１day レッスン
お申し込み・お問い合わせ TEL＆FAX
e-mail
学院長
講師：広瀬

０３-３４５１-４７７７

kouza@kasumigaoka .org

広瀬光治のブラッシュアップ講座 vol.１～かぎ針編みの縁編み～
光治

１１/２４（金）
１２/２２（金）
日にちはお選び下さい
（１/１２（金）予備日）

作品作りの仕上げに縁編みは大切なポ
イントです。今回は、少々デザイン的な
縁編みの提案と割り出し、縁の考え方も
講習します。

10：30～15：30
（休憩１時間有）
受講料：各６，０００円

＊１day レッスンです。
＊定員１５名
＊持参品：中細～並太毛糸４色、かぎ針、

（税込、テキスト代込） とじ針、はさみ

岩谷 みえ エレナ先生の虹色レース”ニャンドゥティ“１day レッスン
講師：岩谷 みえ エレナ

１１/１５（水）
13：30～16：00

受講料：６,０００円

パラグアイ生まれの虹色レース”ニャン
ドゥティ“を体験してみませんか？ニャ
ンドゥティ作家の岩谷先生が直接ご指
導いたします。
＊エレナ先生をお招きしての特別講習

（税込、材料費込） です。

ストレッチ編みでマフラー
講師：小林

紀美子

１０/２３（月）
10：30～15：30
（休憩１時間有）

１day レッスン
専用のストレッチ針で編むストレッチ
編み。今回は、初めての方にも編みやす
い”ピケ模様“のマフラーを作ります。

受講料：６，０００円
＊持参品：ストレッチ C 針（当日販売も
（税込、材料費込） ございます。）

機械編みで花のブローチ
講師：重田

裕子

１０/２７（金）
13：30～15：30

１day レッスン

手編み機を使って編地を編み、花のブロ
ーチに仕上げます。
＊1 輪の花を作ります。
＊かぎ針編みが出来る方
受講料：３，５００円
＊持参品：レース針２号、とじ針、はさ
（税込、材料費込） み

”かがり“ペンダント
講師：佐藤

悦子

湯山 裕美

１１/

２（木）

１～２回講座
ニードルの技法と流行のタッセルを使

１１/１６（木）
13：00～16：00

ったシルク系のペンダントです。

受講料：各３，０００円
教材費：２，５００円
＊完成までは２回です。
（税込） ＊持参品：ぬい針、はさみ

ヘアピン・レースで作る葉っぱのモチーフ
講師：有泉

佳子

１day レッスン

１１/ ７（火）
１１/１４（火）

「ヘアピンレースのブレードとモチー
フ」の著者、有泉佳子が直接ご指導いた

１１/２８（火）
日にちはお選び下さい
14：00～15：30

します。ヘアピン器の扱いを覚えましょ
う。
＊持参品：ヘアピン器具４㎝幅、レース

受講料：各３，０００円 針２号、とじ針、はさみ
（税込、材料費込） （貸し出しもいたします。）

かぎ針編みで作る犬の小物入れ
講師：木島

典子

１１/ ７（火）
１１/１４（火）
１１/２８（火）
日にちはお選び下さい

２０１８年干支の戌（犬）の小物入れ
をかぎ針で作ります。アレンジをしてお
正月飾りにも出来ます。

11：00～12：30
受講料：各３，０００円
(税込、材料費込)

パソコンで編物製図
講師：髙橋

真紀

１１/１８（土）
10：30～12：30
16：00～18：00
時間はお選び下さい

１day レッスン

＊かぎ針５～７号くらいを使用、とじ
針、はさみ（貸し出しもいたします。）

１day レッスン
無料の CAD ソフト JWCAD を利用し
て、パソコンで編物製図を描く講座で
す。

受講料：各３，０００円 ＊ノートパソコン持参。
（税込） ＊基本的な入力操作ができる方。
その他、[特許技法]バイアス編み（第１土曜日）も予定しております。こちらはお問い合わせ下さい。
また、常設講座内でも体験学習や見学を常時受け付けております。
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霞ケ丘技芸学院主催

バザーのお知らせ
日にち：２０１７年１０月２８日（土）
時

間：１１：００～１５：００

場

所：霞ケ丘技芸学院（裏面に地図などあります）

学院長広瀬光治のニットや、学院生徒によるニット・レースの手作りの
作品、日常使いの品物から、こだわりのアクセサリーなどなど。
どうぞ皆様お誘い合わせの上、お越しください。お待ちしております。

今回だけの 1day レッスンのご案内
盛本知子先生の初めてのタッチングレース
講師：盛本

知子

１０/１９（木）
１１/１６（木）
日にちはお選び下さい
10：30～１２：30

NHK すてきにハンドメイドでおなじみ
の盛本先生の講座です。
タッチングレースのシャトルの使い方、
糸の巻き方、結び目の作り方などを学べ

受講料：各 3，5００円
(税込、用具、材料費込)

ます。
＊タッチングレースが初めての方対象
＊定員５名

[特許技法]バイアス編のマフラー
講師：長塚

悦子

１day レッスン

１day レッスン

１１/４（土）
10：30～１５：３０
（１時間休憩有）
受講料：５，０００円

バイアス編の技法を取り入れたマフラ
ーです。この技法で編みだすことが出来
れば、ベストにも挑戦できます。
（ベストへの変更も可）

（税込）
材料は持ち込み可。
販売も致します。

＊持参品：棒針７号または８号、
ハマナカフーガ２玉（または同等くらい
の糸）

お申し込み・お問い合わせ TEL＆FAX０３-３４５１-４７７７
e-mail
kouza@kasumigaoka .org

霞ケ丘技芸学院講座のご案内
講座名

内容

曜日

各種レース、編物、

火

手芸を個々のレベ
ルに合わせて学べ
レース・編物

るコース。
（毛糸・レ

手芸コース

ース編物技能検定試

時間

木

講師

10：30～12：30

有泉 佳子

13：30～15：30

木島 典子

18：00～20：00

佐藤 悦子

週2回

（夜間木のみ）

湯山 裕美

（一日２コマ）

髙橋 真紀

7,560 円／月

土

験受験指導あり）

講習料（税込）
週１回
6,480 円／月

遠藤 ヨネ子

木→ビーズ手芸、土→ボビンレース専科有（時間、講習料はお問い合わせ下さい。）
＊通常コース以外にも、６回更新の短期コースもあります。
（21,600 円／6 回）
第１・３金

10：15～15：15

広瀬光治

第２月（６回）

10：30～15：30

32,400 円/6 ヵ月

直接指導クラス

第２水（１０回） 10：30～15：30

30,000 円/6 ヵ月

機械編み専門コース（月２回）

広瀬光治の
ニット工房

自由に作品を作

第１・３月

10：30～12：30

るサロン風のクラ

（１０回）

13：30～15：30

ス。
ストレッチ編

広瀬 光治

18：00～20：00
第４月又は水

10：30～15：30

（本科・講師科）
特別講座

7,560 円／月

重田 裕子

43,200 円/6 ヵ月

小林 紀美子

32,400 円/6 ヵ月

バイアス編

第１土

10：30～15：30

長塚 悦子

32,400 円/6 ヵ月

地域レース研究

第３水

13：30～15：30

中川 千惠子

10,800 円/3 カ月

タッチングレース

第３木

10：30～12：30

盛本 知子

10,800 円/3 カ月

有泉レース講座

第１水又は第２土

10：30～15：30

有泉 佳子

32,400 円/6 ヵ月

＊別途、新入時のみ入学金 6,500（税込）有。受講料は３ヵ月前納です。
＊その他、期間限定の特別講座や、一日講座も不定期で開催しています。
２０１７/１０/１０現在
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電車 南北線・三田線「白金高輪駅」２番口
徒歩６分
ＪＲ「田町駅」西口徒歩１４分
京急線・浅草線「泉岳寺駅」A３口徒歩１
４分
バス 田８７系・東９８系「三田５丁目」徒歩３
分
反９４系・反９６系・品９７系「魚籃坂下」
徒歩３分
都０６系「古川橋」徒歩３分

