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35号

2013年秋号

待ちかねた秋がやってきました♪
ワクータはこの秋でオープン６周年を迎えます。ここまでこられたのもお引き立て下さった
皆さまのおかげと心より感謝しています。
この秋「暮らし楽しむ」ワクータはますますパワーアップ～！
さまざまなイベントやワークショップをご用意して、皆様の「暮らし楽しむ」をバックアッ
プいたします。 皆さまのお出掛けを心よりお待ちしております♪

■ ワクータ６周年記念イベント 「ちょっと変わった秋の即興ミニコンサート♪」 ～ヴィオラと電子音楽の出会い～
KOUSAGI PROJECT (コウサギプロジェクト）は、エキセントリックで遊び心はじける電子音楽のデュオ。
ヴィオラから流れる旋律は、色んな電子楽器の魔法によって自由自在に変化してゆきます。
時には甘く、時にはメランコリーに、時にはいたずらっぽく、時には激しく、クラシックからタンゴ、ポップス、
ダンスミュージックまでジャンルを超えた即興による音楽の旅を続けます。
◆開催日
１０月２６日（土）
PM２時～４時 （ティータイム含む）
◆参加費
￥１，５００（お茶ケーキ付き）
＜ KOUSAGI PROJECT プロフィール ＞HPはこちら
・2010年、遊び気分で始めた即興のセッションが元で、イタリア ボローニャにて結成。
・イタリア、ドイツ他でライブやラジオ・舞台・映画などで幅広い活動を続け、2012年活動拠点を日本に移す。
吉田千絵 ： ヴィオラ
桐朋学園大学卒業（ヴァイオリン専攻）。98年より渡伊、リヴォルノ国立音楽院にてヴィオラのディプロマを取得。
DiCOFONE(ディコフォーネ）：電子楽器、ヴォーカル、管楽器、ピアノ、パーカッション、etc.
パリ、オーストラリア、イタリア、マケドニアなどヨーロッパ各地で演奏活動や企画に携わる。

【

多肉植物と雑貨で作る箱庭♪

募集中！

】 ～ お部屋で楽しめるグリーン作り ～

ぷくぷくの多肉植物を固まる土を使って植えましょう。
お好きな雑貨と組み合わせて小さなお庭を作ってみませんか？
◆開催日
１０月２３日（水） 午後１時半～４時
◆参加費
◆講 師

￥３，５００ （材料含む、ケーキお茶付♪）
山本 藍美さん
・グリーンコーディネーター・エクステリアプランナー・ハンギングバスケットマスター他
・園芸店勤務。暮らしが豊かになる緑をご提案します。

【

やさしい食育

】

～

食育を学べば人生が変わる

～

募集中！

身体はナント、60兆個の細胞で出来ています。身体の細胞、血液の質を変えるのは、「食べ物」です。
便秘、肩こり、片頭痛、生理痛、うつ、アレルギーその他、身体の不調についても「食べ物」で変化を感じ取れます。
４回シリーズの食育のワークショップで、あなたも変わってみたいと思いませんか？ 実習付き（ランチで頂きます）。
◆開催日
◆参加費
◆講 師

１０月２９日（火） １０時～１３時 (２回目以降は後ほど決めます)
￥２，５００ / 回 （レシピ本、教材、材料費、ランチ、お茶付き)
新田 三樹さん

・日本食育協会 食育指導士

・JAZZボーカリスト

・赤ちゃんの時から酷いアトピーに苦しんでいた息子も「食育」で健康になりました。
同じように健康へのお悩みをお持ちの方に、是非「食育」をお伝えしたいと思っています。

【 手編みのこどもポンチョ作り♪ 】

「酵素たっぷりレンズ豆のサラダ」と
「大豆プロテインで作る素朴なおやつ五家宝」

募集中！

～ 寒くなるまでに完成しましょう！ ～

お好きな毛糸でこどものポンチョを編んでみませんか？ ぐるぐる編みつないでいくので、初心者でも大丈夫♪
手編みのあたたかさは、心まで温めてくれますね。 ２回で完成です。
◆開催日
１０月３０日（水） １０時～１３時 （２回目は後ほど決めます）
◆参加費
◆持ち物他
◆講師

￥３，０００ （２回分、ランチ付き）
８号かぎ針対応の毛糸とかぎ針
木曽綾子さん
・9歳から編み始める。Natural & Cuteなニット小物が素敵です。

★次回作品展予告 ♬ Happy Christmas from Eg Blooms at Waku-ta ♬
１１月１９・２０・２２・２３日
渡邊 智子クリスマスリース展 ～“The Tale of Peter Rabbit（ピーター・ラビットのお話し)”～
＊11月23日（土）13:30～15:30 “ クリスマススウィーツをプリザーブドフラワーで♪”のワークショップを開催します♪
カラーオアシスを型抜きしてスウィーツの土台を作ってプリザーブドフラワーで飾るスウィーツです。
・参加費
・講師

5000円(お茶・ケーキ付き）
渡邊

ケースに入れてお持ち帰りできます。直径10cm

智子 ・ムサ・フラワーコーディネーター・スクール卒業。AIFD(American Institute of Floral Designers)メンバー。
・横浜、鎌倉を中心に「Tomoko Watanabe Floral Design Class」を展開。

☆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

イメージスケッチ

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

￥９００
￥８００
￥２００
￥２００

（裏面もご覧下さい）

ワークショップ

参加募集中！

【 ki・a・na ソーイングカフェ in Waku-ta 】

ワークショップのHP（過去開催分も掲載）はこちら

募集中！

～世界でたった一着を 縫う愉しみ 着る悦び～

お子さんの服や自分の服を作ってみたいお母さん、縫ってはみたものの、難しくてなかなか…という洋裁初心者の皆さま。
ki・a・naによるソーイングアドバイスとランチのソーイングカフェです。
ご予約受付時に 作ってみたいアイテム、性別やサイズ、知りたいこと解決したいことを
お知らせください。子供さんとご一緒にでもどうぞ。
◆開催日
◆参加費

１1月８日（金）と１５日（金） １０時～１３時
￥１，５００/回 （ランチ付き）

◆講師

要予約

ki・a・na

＜プロフィール＞ ・子供服・雑貨・手編みなどの"ナチュラルかわいい"を手づくりする作家グループ。
・5人のメンバーのうち、特に服作りに長けた二人が今回ソーイングアドバイザーとして
あなたの服作りをサポートします。

【 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
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
１０月５日（土）
１０月２２日（火）
１１月１３日（水）
１１月３０日（土）

Fantasia di Pizza ２
色々なトッピングの手打ちピッツア
Gnocchi Porri e Gamberi 手打ちニョッキ 小エビとネギとプチトマトのソース
Arancini di riso alla Siciliana シチリア風 熱々ライスコロッケ
Lasagne alla Bolognese
ボローニャ風ラザニア

◆時間 １０時～１４時
◆参加費
￥４,８００／毎回（材料費、レッスン代含む）
◆講師

◆定員

６名

Diego Cofone (ディエゴ コフォーネ）さん
＜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

ジャズヴォーカル ♪ 】

～

素敵なジャズヴォーカルに挑戦

～

募集中！

「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月の課題曲は、デｲズニー映画「ピノキオ」の中の名曲「When You Wish Upon A Star」 を
レッスンして頂きます。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水曜日 or 木曜日

◆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）

＜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！

～雰囲気アップの ミラーフレーム作り ～

玄関や洗面所やトイレに・・・お好きなタイルでミラー額を作りましょう♪ 全２回で完成予定です。

◆開催日
◆参加費
◆講 師
イメージ作品

【 シフォンケーキ教室 】

１１月16日（土） 午後1時～4時 （２回目は後ほど決めます）
２回分￥7，０００（材料費・お茶･ケーキ付き）
田中 和子

＜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。

～ ヘルシー ＆ しっとり・ふわふわのシフォンケーキです ～

募集中！

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♪
１０月は「ほっこりさつまいもシフォン」、１１月は「香り高いマロンシフォン」です。
◆開催日 １０月２８日（月）、１１月２７日（水）
午後１時～４時
◆参加費
￥３，０００ / 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 （waku-taオーナー）

詳細はパソコン教室HPでご覧ください
参加募集中！
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パソコン教室

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

