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日差しがすっかり夏ですね♪
夏の暑さを乗り切る知恵を辿ってみると、「住まい」の中や「食」にもいろいろとありますね。
今年、私は「衣」に注目しています。日本の夏の着物～麻や木綿や絹の自然素材はさらっと肌に気持
ちいいですね。古い単衣の小さな絣の着物を解き、シンプルなブラウスやスカートや小物にリメイクす
ると、爽やかな風が吹きぬけるような気持ちよい服になります。
ワクータの新商品～「和の服」をお楽しみくださいませ。

■苔鉢・苔玉作品展

7月2日（火）～8月3日（土）

山野草で作る小さな自然の景色。散歩や花屋の店先で見つけた草や花。１つの鉢や苔玉の中で毎年季節が巡って来ます。
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＊自然を楽しむワークショップ ＜世界に一つの寄植え苔鉢と苔玉を作りましょう＞
◆開催日
◆参加費

募集中！

７月１３日（土） 午後１時半～４時
￥３，５００ （苔･苗・土含む、ケーキお茶付♪）
* お手持ちの鉢や植えたい植物があればお持ちください。ない方はご用意いたします（鉢別途）。

◆講師

明石 則子さん

＜講師プロフィール＞

・ニットデザイナーとして35年活躍
・逗子の豊かな自然のなかで、陶芸や苔鉢を自由に楽しんでいます。
前回の生徒作品

【手作りワークショップ

布ぞうり♪ 】

募集中！

柔 ら かい ニ ッ ト 生 地 で 布 ぞ う り を 作 り ま し ょ う 。
涼しくて履き心地のとても気持ちよい、自分サイズの布ぞうりは手放せないものになることでしょう。
◆開催日 ７月1２日（金） ９時半～１３時
◆参加費 ￥３，５００（材料含む、ランチ付き）
◆講 師
村上 敏子さん
＜講師プロフィール＞ ・布ぞうり工房『禅蔵』のメンバーとして現在も市ノ瀬先生のご指導を受け
「 履きたくなる 作りたくなる 贈りたくなる布ぞうり」を勉強中

【 手作りワークショップ

手織りの夏マフラー ♪】

募集中！

夏を思いっきりイメージしながら、涼しげなマフラーを織りましょう。
重宝でおしゃれな夏マフラー～気の向くままにいろいろな糸やリボンを織り込み、楽しんで作ってください♪
◆開催日

７月 ２６日（金） 午後１時～４時

◆参加費
◆講師

￥３，５００（材料費含む、お茶ケーキ付き）
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衝撃を受け魅了される。
・「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。

【手作りワークショップ

かぎ針編みのケータイケース♪ 】

募集中！

麻糸でケータイケースを編んでみませんか？ 持ち手には木ビーズのアクセント～♪
青、ピンク、生成りの３色からお好きな色でどうぞ。親子の参加も歓迎です。
◆開催日
８月２日（金） ９時半～１３時
◆参加費
￥２，３００ （材料含む、ランチ付き）
◆持ち物他 ５号かぎ針（無い方はご用意します）
◆講師

木曽綾子さん

＜講師プロフィール＞・9歳から編み始める。Natural & Cuteなニット小物が素敵です。

☆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
【手作りワークショップ

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

藍の生葉で染める草木染め♪ 】

募集中！

藍の緑の葉で染めて空気にさらすと、緑色から明るく澄んだきれいな空色に変わりります！
不思議です~♪ 簡単な絞り染めも楽しんで頂けます。
◆開催日
◆参加費

8月 30（金） 午前10時～12時
￥２，5００ （お茶ケーキ付きです♪）

＊染めたい布を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（\800～）

◆講師

後藤 敏子さん
＜講師プロフィール＞ ・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。

【 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

募集中！

～

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

＜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

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？
◆開催日とメニュー
７月10日（水） Panzerotti alla napoletana ナポリの包み揚げピッツア
７月２３日（火） Trofie al pesto genovese ジェノヴァ風バジルペースト、手打ちショートパスタ
８月７日（水） Melanzane alla parmigiana なすとチーズのラザニア 南イタリア風
８月２７日（火） Zucchine ripiene di nonna ズッキーニの詰め物 オーブン焼き
９月１１日（水） Tortelloni di zucca
かぼちゃペーストを包んだ帽子型の手打ちパスタ
９月２４日（火） Olive ripiene all'ascolana オリーブの肉詰めのフライ
◆時間
◆参加費
◆講師

11：00 ～ １4：00
￥４,８００／毎回（材料費、レッスン代含む）

◆定員

８名

～

募集中！

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。
７～９月は課題曲「「I Can`t Give You Anything But Love」～ちょっとスインギーな楽しい曲です♪
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水曜日 or 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。

【 タイルアート教室 】

募集中！

～ タイルのテーブルを作りましょう ～

お部屋のコーナーやお庭に・・・存在感のある大理石タイルのテーブルです♪ 黒か白を選べます。全２回で完成予定です。

◆開催日

7月27日（土）・8月２6日（月）・9月30日（月）

午後1時～4時

（各２回目は後ほど決めます）

◆参加費
◆講 師

２回分￥8，０００（材料費＊・お茶･ケーキ付き）
田中 和子

＊脚は別途となります

＜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 ～

季節に合わせた素材で簡単に作れるシフォンケーキはカロリーも低く、子供から大人までみんな大好き♪
７月は爽やかレモンシフォン、８月はブルーベリーたっぷりシフォン、９月は香りよいバナナシフォンケーキです。
◆開催日 ７月３０日（火）、８月２８日（水）、９月２７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） ＊ひとり１台ずつお持ち帰りいただきます♪
◆講 師
田中 和子 （ワクータオーナー）

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

