カフェギャラリー waku-ta（ワクータ）

港南区芹が谷5-51-22（バス停平戸下車すぐ）

通信第31号

2012年クリスマス号

営業日： 火・水・金・土 11：30～17：00
Tel/Fax ： ０４５－８２１－６３９３
ホームページ：http://waku-ta.com/
Eメール：cafegallery@waku-ta.com

いよいよクリスマスシーズン到来～♪
ワクータは吉家武久さんの心温まり夢あふれるウッドクラフトやほのぼのした木のサンタ
さん、大小さまざまなツリー、タピストリーなどなど・・・クリスマス一色です♪
また、さまざまな「暮らし楽しむ」作品展やワークショップを企画しています。
新企画「BUONO！美味しいイタリア語♪」～とても楽しみ！ 人気の大島さやかさんの
ビーズアクセサリーも再登場、アンティーク雑貨も取り揃えて皆さまのお越しをお待ちし
ています。どうぞお誘いあわせてお出掛けくださいませ。

■渡邊 智子クリスマスリース展「Happy Christmas from Eg Blooms 」 11月20・21・23・24日 11:30～17:00
鎌倉山で１０年ほど開催の「Happy Christmas from Eg Bloom」、横浜・芹が谷での初めての開催です。
今年のテーマは生誕２００年の「グリム童話」～それぞれのお話を花で表現しました。どうぞクリスマスのひと時をお楽しみ下さい。

ヘンデルとグレーテル

赤ずきん

白雪姫リース

ハメルーンの笛吹き男

白雪姫

★「Berry berryなクリスマスリース」作りのワークショップ♪

募集中！

プリザーブドフラワーなどで作る直径約20cmのリースです。 ＜プロフィール＞
◆開催日
11月23日（祝・金） 午後1時半～3時半
・1962年生まれ。ムサフラワーコーディネータースクールプロコース終了。
◆参加費
◆講師

￥６，０００（お茶ケーキ付きです♪）
渡邊智子 AIFD

展

・鎌倉、横浜を中心に「Tomoko Watanabe Floral Design Class」を展開。
色の組み合わせ、小物使いに定評がある。

イメージ写真

■第2回 ki・a・na

・1995年AIFD(American Institute of Floral Designers)メンバーとなる。

～ナチュラルかわいい冬の贈り物～

11月27・28・30日・12月1日 10:00～16:00

手づくり好きのママ友3人組ki・a・na(Kyoko・Aya・Naomi)が1年半ぶりに登場。ソーイング仲間 Mari・Rieも加わり、あったかHappyな
ハンドメイドグッズをクリスマスムードたっぷりに提案します。どうぞ手にとってゆっくりとご覧ください(販売もしています)。
※Close Timeあり→11/27・28 12:30～13:30、11/30 10:00～13:30

Aya (編みもの)…9歳から編み始め、
今に至る。Natural & Cute かつ ほっこ
りと味わい深い彼女ならではの作風。

Kyoko (こども服)…高校時代から Naomi (雑貨)…幼い頃憧れた刺繍
愛用のミシン、育児中に手作り熱が が手作りの原点。ひと手間かけたフェ
再燃。自然な可愛らしさが持ち味。 ミニンな仕上がりです。

★「ミトンのChristmasオーナメント」手編みワークショップ♪

Mari (こども服)…ki・a・na展のきっか Rie (こども服)…姉妹お揃いから
けを作ったソーイングマニア。ポップで 始まった服づくり。子供のおしゃれ
心を満たすナチュラルスタイル。
ハイセンスなMariコレクション♪

募集中！

ほっこり可愛らしい毛糸のミトンのオーナメントです。２色のセット、窓辺に、ツリーに・・・お楽しみください！
◆開催日
11月 30日（金） 10時～１３時
◆参加費

￥２，０００（材料費・ランチ付きです♪）

◆講師
◆定員

木曽 あやこさん
５ 名
◆持ち物

５号かぎ針（無い方はお知らせください）

☆作品展開催時のランチのご予約受付けます！（電話・メールにて）
季節のワンプレートランチ ￥８００

飲み物（珈琲・紅茶） ￥１００

ケーキセット ￥７００

ワークショップその他のお申込み・お問合せは ワクータ店頭 または 電話・メールにて

（裏面もご覧下さい）

ワークショップ

ワークショップのHP（過去開催分も掲載）はこちら

参加募集中！

【 BUONO！美味しいイタリア語 ♪】

～

やさしいイタリア語とイタリア家庭料理

～

Ｎｅｗ！

初心者もOKの旅行でもすぐ使える簡単なイタリア語会話のレッスンのあと、パスタやピッツァなどイタリア
の気さくな家庭料理をみんなで作ってランチを楽しむコースです。時にはカンツォーネも…♪
素敵なネイティブのイタリア人の先生と一緒に楽しいひとときを過ごしてみませんか？
◆開催日
１２月５日（水）、１２月１９日（水） 11：00 ～ １3：30
◆参加費
￥４,８００／毎回（材料費、レッスン代含む）
◆定員
８名
◆メニュー
１２月 ５日 Spaghetti alla Carbonara (スパゲッティ アッラ カルボナーラ）
１２月１９日 Penne all'Amatriciana(ペンネ アッラ アマトリチャーナ）
Diego Cofone (ディエゴ コフォーネ）さん

◆講師

＜講師プロフィール＞ ・ボローニャ大学コミュニケーション科学科卒業。ベネトングループ主催アーティストレジデンス、EU経営ボローニャ料理学校
FOMAL勤務を経て、サウンドデザイナー、イタリア語教師として日本とイタリアを拠点に活動。
・美味しいものと音楽を愛する陽気な３３歳。

【 レッツ

トライ

ジャズヴォーカル ♪ 】

～

素敵なジャズヴォーカルに挑戦

～

「ジャズのスタンダードナンバーからポップスまで」～ 素敵な先生とリズムにのって楽しく歌いましょう♪
和気あいあいのグループレッスンなので、楽しみながらレパートリーが増えていきます。
10～12月は課題曲「Misty」～素敵なジャズのスタンダードナンバーです♪
その他に各自のお好きな曲を教えていただきます♪

◆開催日

毎月第１木曜日 or 第２水曜日

◆参加費

￥４，０００/回 （お茶・ケーキ付き）

◆講師

午後１時半～３時半
レッスン風景

立花 保子さん（立花音楽教室 http://www2.gol.com/users/ongaku/index.html）

＜講師プロフィール＞

・ホテルニューオータニやベイシェラトンで永年演奏。その他東京・横浜のホテルやライブ店にて多数ライブ出演中
・ご自宅で音楽教室主宰。横浜NHKカルチャー＜やさしいジャズピアノ＞講師。

【クリスマスタピストリー ♪ 】

～ 手織りの可愛らしいクリスマスツリーです ～
その時その時の感性を大切にしながら自由に織っていく手織りのタピストリーです♪
ふわふわの毛糸で織る暖かいクリスマスツリー、心まで温かくなる世界に一つの手作りを
ご一緒に楽しみませんか？
◆開催日
１2月１1日（火） 午後１時～４時
◆参加費
￥３，５００（材料費・お茶･ケーキ付き）
◆講 師
鈴木 保子さん
＜講師プロフィール＞ ・数年前SAORIの手織りと出会い、自己表現の手段としての織りに魅了される。

前回の生徒作品

・「今、この時」の感性で織り込みながら、自由と奥深さを日々楽しんでいます。

【 シフォンケーキ教室 】

～ ヘルシー ＆ しっとり・ふわふわのシフォンケーキです ～

シフォンケーキはカロリーも低く、家庭に常備の材料で作れます。種類も豊かですから、飽きることなくその時々に
楽しんで頂けます。子供から大人までみんな大好きな、しっとり・ふわふわのシフォンケーキがご自分で作れます。
１１月は秋の味覚マロンのシフォンケーキ、１２月はクリスマスのチョコレートシフォンです。
＊ひとり１台ずつお持ち帰りいただきます♪

◆開催日
◆参加費
◆講 師

１１月２６日（月） １２月１７日（月） 午後１時～４時
￥３，０００/毎回 （材料費・お茶･ケーキ付き）
田中 和子 （ワクータオーナー）

【書道教室 ～こころ豊かに～

】

抹茶あずきシフォンケーキ♪

～ 心静かに筆を持つと時間がゆっくり過ぎます… ～

今はメールが普通の世の中ですが、「手書き」～それも筆で書くってちょっと素敵ですね。
来年の年賀状は毛筆で…を目指しませんか？ 大人はかなや細字を中心に基礎から始めます。
筆で字を書いていると、知らず知らずの内に集中力が養われ、素直な気持ちになります。
子どもは年齢にあわせ硬筆と毛筆で、競書（級や段がつきます）に出品します。
◆開催日 大人 第２・３ 月 or 木曜日午前１０時～１２時
子供 第２・３ 月 or 木曜日の午後3時半～５時半
◆参加費 月２回 ￥３，０００ （兄弟割引いたします）
◆講 師
田中 聖香 （日本教育書道連盟 漢字教授）

waku-taパソコン教室

参加募集中！

詳細はパソコン教室HPでご覧ください

ホームページ作成・SEO対策／Flash／jwcad／Sketchupを “短期間に個人指導で” 学べます。
予約開催のパソコン教室です。こんな事教えてくれるの？ ・・・一度ご相談ください。

waku-taリフォーム相談

参加募集中！

戸建て・マンションのリフォームを考えているけれど、どうすればいいの？ こんなことできるの？
でしたいが・・・？ 健康に良いリフォームは？ ・・・なんでもお気軽に相談ください。

自分でできることは自分

