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36号

2013年クリスマス号

いよいよクリスマスシーズンです～♪
ワクータは渡邊智子さんの夢がひろがる素敵なクリスマスアレンジメントや、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、
手作りタピストリーなどなど・・・クリスマス一色です♪
また、「暮らしを楽しむ」さまざまな手作りワークショップを企画しています。
皆さま、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 “The Tale of Peter Rabbit”

１１月１９・２０・２２・２３日

鎌倉山で１０年以上開催され、ワクータで３回目の作品展「♬ Happy Christmas from Eg Blooms at Waku-ta ♬」
今年のテーマは「ピーター・ラビットのお話」～ビアクトリス・ポターが初めて手紙にうさぎのイラストを書いてから120年になるそうです。
登場人物をイメージしたリース、アレンジメントにクリスマスのテイストを加えてお届けいたします♪

「ピーターラビットのお話」より

「ガーデン」

★同時開催ワークショップ

僕もお待ちしています♪

「パイが２つあったお話」より

「あひるのジマイマのお話」より

“ クリスマス スウィーツをプリザーブドフラワーで♪”

募集中！

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ります。
あなただけのオリジナルスウィーツを完成してくださいね。直径１０ｃｍです。
◆開催日
◆参加費
◆定員

11月23日（祝・土） 午後1時半～3時半
￥5，０００（材料費・お茶ケーキ付きです♪）ケースに入れてお持ち帰りできます。
６名

＜講師プロフィール＞

◆講師

渡邊智子 AIFD

・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)メンバーとなる。
・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。

■吉家 武久さんの夢溢れ心温まるウッドクラフト展

イメージ写真

１１月１９日～１２月２５日

大人も子供もワクワクするクリスマスシーズンに、ほのぼのとした夢あふれる手作りのウッドクラフトをお楽しみ下さい♪
クリスマスツリーの楽しいアドベントカレンダーやさまざまな動物がいっぱいのノアの方舟、可愛らしいクリスマスリース
やオーナメントなどなど…。見ているだけで心が温まる素敵なウッドクラフトです。クリスマスのプレゼントにもぴったり♪
＜作家プロフィール＞ ・ウッドクラフトの制作と展示

【クリスマスタピストリー ♪ 】

・山梨鳴沢村にギャラリー開設

～ 手織りの可愛らしいクリスマスツリーです ～

募集中！

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
１1月２９日（金） 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。
昨年の生徒作品

・「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。

【山葡萄のブローチ♪ 】

～ 使うほどに味わい深くなるブローチを作りましょう～

募集中！

山葡萄の皮で作るブローチはとても軽くて、これからの季節のセーターやコートに向いてます。
使うほどに色が変化し、味わい深くなる山葡萄のブローチは、世界で一つの宝物になります♪
クリスマスプレゼントにいかがですか？
◆開催日

1２月

◆参加費

￥４，０００（材料費・お茶ケーキ付きです♪）

3日（火）

◆講師

吉川

由美子さん

１３時～１５時
◆定員

6

名

＜講師プロフィール＞ ・真木ラタンアートスクール、笹山昌子教室で学ぶ ・毎年東京で作品展開催

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

参加募集中！

【 ミニ盆栽のお正月飾り」♪

ワークショップのHP（過去開催分も掲載）はこちら

募集中！

～枡で作るミニ盆栽で新年を迎えませんか～

玄関やお部屋のコーナー、テーブルの上で楽しめる、可愛らしい升に入った苔のお正月飾りを作りましょう！
新年を祝う清々しさが漂いますね♪ 枡飾りと苔玉２種類を作ります。
◆開催日
1２月 11日（水） １３時～１５時
◆参加費
￥3，5００（苔苗土含む・枡別途・お茶ケーキ付きです♪）
◆講師

明石

◆定員

6

則子

名

＜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。

【金継ぎ教室 ♪ 】

～ 日本の素敵な伝統

エコな技を覚えましょう～

募集中！

お気に入りだったのに欠けたり、割れてしまったお茶碗やお皿・・・捨てられずに、食器棚のすみに眠っていませんか？
金継ぎは日本の伝統的な修理方法、まさにエコなワザです。１日目は、割れを接着したり、欠けた部分の土台を作ります。
２日目は、新漆（かぶれない漆です）を塗り、金を蒔きます。金は本金を使います。本金 ５ｍｍ×５ｍｍで５００円（別途）
◆開催日

1２月 ６日（金）・１３日（金）

◆参加費

￥6，０００（２回分、材料費・お茶ケーキ付きです♪）

◆講師

大藪

明恵さん

＜講師プロフィール＞

◆定員

１３時～１５時
6

名

・やぶざくら工房 染色・織物・陶芸のワークショップ を主宰。

【 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みんなで作ってランチを楽しむコースです♪ とても美味しいですよ～！
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
◆参加費

１１月３０日（土）、１２月7日（土）、１２月１8日（水） 10：00 ～ １4：00
￥４,８００／毎回（材料費、レッスン代含む）
◆定員
６名

◆メニュー １１月３０日

Lasagne alla Bolognese

ボローニャ風ラザニア

１２月 ７日

＜講師プロフィール＞
ボローニャ大学卒業。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

Pesce bianco alla pancetta con cipolle e arance Zuppa di lenticchie
白身魚のソテー、オレンジ風味のソース、レンズ豆のスープ
１２月１８日 Risotto ai frutti di mare Tiramisu
海の幸のリゾット、 ティラミス
（予告）
１月１１日（土）
玉ねぎとチーズのスープ、熱々オーブン焼き
１月２８日（火）
ロマーニャ地方風 手焼きピアディーナ（イタリアのピタパン）
◆講師

ジャズヴォーカル ♪ 】

Diego Cofone (ディエゴ コフォーネ）さん

～

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、デｲズニー映画「ピノキオ」の中の名曲「When You Wish Upon A Star」（星に願いを）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水曜日 or 第１木曜日
午後１時半～３時半
◆参加費
◆講師

￥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 】

～ 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、ヘルシーです。種類も豊かですから、飽きることなくその時々に楽しめます。
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。
１２月はクリスマスのチョコレートシフォン～デコレーションすればクリスマスケーキの完成です♪
◆開催日

１２月２４日（火）

午後１時～４時

◆参加費

￥４，０００（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～

】

＊ひとり１台ずつお持ち帰りいただきます♪

～ 心静かに筆を持つと時間がゆっくり過ぎます… ～

近頃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・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 （親子・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

