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明けましておめでとうございます♪
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
明るい話題の少ない近頃ですが、日々の暮らしの中でささやかな幸せを感じながら生きて
いくことが出来る人は、明るい未来をつくることができると思います。ワクータは忙しい
皆さまにホッと心が和むひと時を過ごして頂けますことを願っております。
ワクータでは今年もさまざまな作品展やワークショップを企画して、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。

■ワクータの古今の器展

１月１１日（金）～３月３０日（土）

変わり映えしない日々の食卓も、器が変わると新鮮になりますね♪
和や洋の器、現代のものやアンティークの器、焼き物・ガラス・漆器などさまざまな器を、ワクータの眼で集めました。
毎日の食卓に使っていただけるものが中心ですので、ごゆっくりお楽しみ下さい。２０～５０％OFFは早い者勝ちです。

古伊万里の変り鉢や五彩の
蓋付き茶碗などの和のアン
ティークな器です。

和にも洋にも使える花びらの
ようなお皿。21.5ｃｍの使い
やすい大きさです。

萩茶碗や漆塗りの器～いろ
いろな場面に使えます。

清水や金閣寺・高尾など京都の
景色を描いた可愛らしい小皿

■一足早い春を楽しむティーセミナー ～「早春のお茶会」へのご招待♪ ～

イギリスのＷｏｏｄ＆Ｓｏｎｓ社の
ケーキ皿と日本のNikkoのカッ
プがぴったりモーニングセット

参加募集中！

「春は名のみの～♪」～外はまだ冬ですが、ワクータで一足早い春のアフタヌーンティーパーティは いかがですか？
美味しいサンドイッチやケーキとともに、５，６種類の美味しい紅茶を堪能していただきます♪
素敵な先生に紅茶にまつわるお話しや 美味しい紅茶の楽しみ方を教えていただきます。
◆開催日

2月 9日（土）

午後２時～４時半

◆参加費
◆講師

￥３，5００ （美味しいおみやげ付きです♪）
大川 えみ子さん・本庄 則男さん （美味しいお紅茶の「アンテ」）

■お花を楽しむワークショップ

～「クリスマスローズの愛し方♪」

～

参加募集中！

寒い冬に可憐な花を咲かせるクリスマスローズは、今人気のお花です。
クリスマスローズの魅力や育て方・増やし方のコツなどを聞かせていただきましょう。
◆開催日
◆参加費
◆講師

3月 15日（金） 午後1時～3時半
￥２，０００ （美味しいお茶ケーキ付き♪）
武広 千恵子さん

＜講師プロフィール＞
・６年前に 母から黒いクリスマスローズの鉢植えをもらったことからクリスマスローズの魅力にはまる。
・まったくの園芸初心者からスタートし、家で４０鉢ほどのガーデンハイブリッドを中心に育成。
・昨年から 交配もはじめ 今年ちび苗の 里親募集中。

■ 春を楽しむワークショップ

「

草木染

～桜を染めましょう♪～

」

参加募集中！

ワクータの山桜で草木染を楽しみましょう。桜はほんのりと優しい桜色に染まります。
春の色をスカーフやテーブルセンターなどに染めましょう。
糸を染めて織ったり編んでみるのも素敵ですね♪
◆開催日
◆参加費

3月22日（金） 午後１時～４時
￥２，5００ （美味しいお茶ケーキ付き♪）

＊材料はお持ちいただいても大丈夫です。スカーフ生地はご用意します（約\1000）

◆講師

後藤

敏子さん

＜講師プロフィール＞ ・園芸療法を学ぶ。
・NPO法人日本園芸療法研修会のベルガーデン「水曜クラブ」（泉区）でボランティア活動中。

☆ランチのご予約受付けます！（電話・メールにて）
日替わり気ままランチは手作りにこだわったヘルシーランチです。
ご予算や日時なども ご要望にお応えいたしますので、お問合せ下さいませ。

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

日替わり気ままランチ
ビーフカレーランチ
飲み物（コーヒーor紅茶）
ミニケーキ
（裏面もご覧下さい）

前回の藍染め風景

￥９００
￥８００
￥２００
￥２００

ワークショップ

参加募集中！

ワークショップのHP（過去開催分も掲載）はこちら

【 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
１月1５日（火）・30日（水）、２月４日（月）・２０日（水）、３月４日（月）、１９日（火）
◆時間
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 １月1５日 Spaghetti con le Vongole （あさりのスパゲッティ）
１月３０日 Gnocchi alla Sorrentina
（ニョッキのソレント風）
２月 ４日 Farfalle alla Panna, Prosciutto e Funghi （ファルファッレ、きのことハムのクリームソース）
２月２０日 Fantasie di Pizza （色々なトッピングのピザ）
３月 ４日 Tagliatelle al Salmone e Panna （手打ち生パスタ、鮭のクリームソース）

＜講師プロフィール＞ ・ボローニャ大学卒業。
・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

３月１９日 Fusilli con Ragù alla Bolognese （フジッリ、ボローニャ風ミートソース）
◆講師

Diego Cofone (ディエゴ コフォーネ）さん

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。
1～3月は課題曲「Misty」～素敵なジャズのスタンダードナンバー～難しいので先月に引き続き教えていただきます♪
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

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。

【 タイルアート教室 】

レッスン風景

～ 世界に一つの ミニテーブルを作りましょう

～

黒御影石のタイルで作る４５ｃｍ角のミニテーブルです。 お部屋のコーナーや屋外のティテーブル
としてとても便利に使って頂けます♪ ２回で完成予定です。
◆開催日
１月１８日（金） 午後１時～４時 ＊2回目日時は後日決定
◆参加費
￥８，０００（２回分材料費・お茶･ケーキ付き）
◆講 師
田中 和子
＜講師プロフィール＞ ・インテリアコーディネーター ・ 建築士 ・ waku-taオーナー
・暮らしにタイルやモザイクアートのコーディネートを実践し、たのしんでいます。

【 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。
１月はみんな大好きさつま芋のシフォン、２月はココアとクルミのシフォン、３月は桜のシフォンケーキです。
＊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

１月２６日（土）、２月23日（土）、３月３０日（土） 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～

】

豊かな香りの桜シフォンケーキ♪

～ 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

