カフェギャラリー waku-ta（ワクータ）

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

港南区芹が谷5-51-22（バス停平戸下車すぐ）

通信第33号

2013年初夏号
春です～♪

重いコートを脱ぎ捨て、身も心も軽やかになる季節ですね。
身の回りも要らないものを取り除き すっきり軽やかに暮らしたい…と、この頃になると
家の中の模様替えを思い立ち、ああしたいこうしたいとの思いがうずうずしてきます。
居心地良い住まいは、明日への元気を生み出します。ワクータではインテリアから家の内外の
リフォーム・新築まで、いろいろなご相談を承っております。
「暮らし楽しむ」ワクータへ、どうぞみなさまお誘いあわせてお出掛けくださいませ。

■ 「フラワーフェアリーたちに会いにきませんか？ 」
Tomoko Watanabe Floral Design Class 作品展

4月23・24・26・27日 11:30～17:00

今年の桜の妖精たちは慌てん 坊だったようですね。もう少し遅くワクータを訪れてくれれば他のフラワーフェアリーたちと美しいオーケストラを
奏でることができたのに残念です。
でも、Tomoko Watanabe Floral Design Classでフラワーデザインを楽しんでいる生徒さんがそれぞれのフラワーフェアリーを表現しました。
どうぞフラワーフェアリーたちに会いにきてくださいね。 作品の販売もいたしますのでどうぞよろしくお願いいたします。

■お花を楽しむワークショップ

「 アンティークグラスに活ける 母の日のフラワーアレンジメント♪ 」

2色で染められた素敵なミルフィーユのカーネーション(プリザーブドフラワー)を
アンティークのワイングラスに飾ります。母の日のギフトやテーブルフラワーにどうぞ♪
◆開催日
◆参加費
◆講師

4月 27日（土） 午後1時～4時
￥5，０００ （美味しいお茶ケーキ付き♪）
渡邊

智子さん

＜プロフィール＞
・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。1995年AIFD(American Institute of Floral Designers)メンバーに。
・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。

★ ワクータ・ミニコンサート「オカリナと世界の歌～♪」

参加募集中！

５０の手習いではじめたオカリナ～大きさで異なる音色が楽しめる素朴な土の楽器です♪
新緑の爽やかな風の中に響くオカリナの音色や歌声をお楽しみください♪
◆開催日
◆参加費
◆演奏

5月31日（金） 午後1時～3時 ＊雨天の場合は６月７日（金）に延期
￥1，０００ （美味しいお茶ケーキ付き♪）
大島 洋子さん（オカリナ）・平田 由比さん（ピアノと歌）

＜プロフィール＞ ・アンサンブルで演奏ボランティアを数年し、近頃はソロ演奏に挑戦中。（大島）
・４歳からピアノを始め、アメリカでピアノパフォーマンスを学び、地域のｸﾞﾙｰﾌﾟホームなどで
童謡を歌う活動をしている。（平田）

■手作りを楽しむワークショップ【木象嵌体験教室 ～♪】

～ 木象嵌のマイ・コースターを作りましょう

美しい木目の突き板（薄くスライスした板材）で作る象嵌のコースターです。樹種の違いで素敵な模様を作り
だします。マイ・コースターやプレゼントにいかがですか？ 全２回で完成です。
◆開催日
5月21日（火） 午後１時～４時 （２回目日程は後日決定）
◆参加費
￥３，5００（材料費・２回分お茶･ケーキ付き）
◆講 師
落合 勲さん
＜プロフィール＞ ・7年前から家具作りを始め、並行して学んできた木象嵌を家具や小物に入れています。
・この4月から、十日市場駅近くで木象嵌教室をはじめました。
・家具工房 「二輪草」（http://nirinso-kagu.com/）代表。（横浜市神奈川区六角橋6-14-4） イメージ写真

☆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）

￥９００
￥８００
￥２００
￥２００

～

ワークショップ

参加募集中！

【 BUONO！美味しいイタリア語 ♪】

ワークショップのHP（過去開催分も掲載）はこちら

～

やさしいイタリア語とイタリア家庭料理

～

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教えて頂きながらみんなで作って、ランチを楽しむコースです。とっても美味しいです～♪
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
４月10日（水）、６月１２日（水）、６月２5日（火）
◆時間
11：00 ～ １4：00
◆参加費
◆メニュー

◆講師

￥４,８００／毎回（材料費、レッスン代含む）
◆定員
８名
４月１０日 Lasagne alla Bolognese
ボローニャ風ラザニア
６月１２日 Crostata di verdure 季節野菜のタルト
６月２５日 Ravioli con formaggi e spinaci
チーズとほうれん草のラビオリ

＜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。

Diego Cofone (ディエゴ コフォーネ）さん

【感性の手織り教室♪】

～ 手織りのフォトフレーム作り

～

大切な思い出の写真やお好きなポストカードを飾るフォトフレームを手織りで作りましょう♪
思い出の布や糸で感性の赴くままに織れば、世界に一つのフレームの完成です！
初めての方でも簡単に楽しんで頂けます。
◆開催日

5 月 １7 日（金）

◆参加費
◆定員
◆講師

￥３，５００（材料費含む、お茶･ケーキ付き）
４名
鈴木 保子さん

午後１時～４時

＜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。

イメージ写真

・「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。

【 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。
4～6月は課題曲「The Girl from Ipanema」～素敵なボサノババージョンの「イパネマの娘」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
◆参加費
◆講師

毎月第１木曜日

午後１時半～３時半

￥４，０００/回 （お茶・ケーキ付き）
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。

【 シフォンケーキ教室 】

レッスン風景

～ 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。
４月は抹茶と桜のシフォン、５月はチャイティとクルミのシフォン、６月は爽やかなオレンジ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 ４月２２日（月）、５月２５日（土）、６月２８日（金） 午後１時～４時
◆参加費
￥３，０００/毎回 （材料費・お茶･ケーキ付き）
◆講 師

田中 和子 （ワクータオーナー）

【書道教室 ～こころ豊かに～

】

色と香りを楽しめる抹茶・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。
子どもは硬筆や毛筆で、競書（級や段がつきます）に出品します。４月から火曜日のクラスを増設しました。
◆開催日 大人 第２・３ 月・火・ 木曜日午前１０時～１２時
子供 第２・３ 月 ・火・ 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

