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二度の大雪に驚いた横浜ですが、ようやく桜も咲き揃い日の光が眩しい春がやってきました ♪
新学期の４月です ♪ ワクータも新しいワークショップ ～ 「kianaソーイングカフェ＆ニットカフェ」
や岡野聡子さんの「ギターを弾こう ！」が始まります♪ また、１年半の間大好評の「Buono！ 美味しい
イタリア語」のディエゴさんがイタリアに帰国されることになり、残念ながら５月で最後となります。
昨秋に台風で涙を呑んだディエゴ夫妻のコンサートを今回ギターの岡野さんと共に開催して頂きます。
「暮らし楽しむワクータ」に、どうぞ皆さまお誘いあわせてお出掛けくださいませ。

■ 「ワクータのミニコンサート♪」 ～ クラシックギターとヴィオラと電子音楽のコラボ ～
ギターには、ピアノやバイオリンと同じようにクラシックの作品がたくさんあります。皆さんがご存じの「禁じられた遊び」を
はじめ、美しいメロディーの小品を集めました。岡野聡子さんにはこれからワクータでギターを教えていただきます。
KOUSAGI PROJECT (コウサギプロジェクト）は、遊び心はじける電子音楽のデュオ。時には甘く、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。
千絵さんとディコフォーネさんはイタリアに活動の拠点を移されますので日本で最後のコンサートになります。
どうぞ皆さまお誘いあわせ、初夏の午後のひと時をお楽しみください♪
◆開催日
◆参加費

５月１３日（火）午後１時半～３時半（ティータイム含む）＊雨天の時は１４日に延期
￥１，５００（お茶ケーキ付き）

＜ プロフィール ＞
吉田千絵（ヴィオラ） 桐朋学園大学卒業。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、管楽器他） パリ、オーストラリア、イタリアなどヨーロッパ各地で演奏活動や企画に携わる。
・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。
岡野聡子（ギター） ・上野学園大学ギター科にて、渡辺範彦氏（NHK”ギターを弾こう”講師）、に師事。高田元太郎氏に師事。
・第9回学生ギターコンクール3位入賞。
・アルトフィールド音楽教室、岡野聡子ギター教室講師。

■苔鉢・苔玉作品展

6月10日（火）～6月28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。

＊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

6月24日（火）

13:30 ～１６:００

募集中！

午後１時半～４時

◆参加費
￥３，５００ （苔･苗・土含む、お茶ケーキ付♪）
* 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
＜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。

【 kiana ソーイングカフェ&ニットカフェ 】～世界でたったひとつのものを縫う、編む 愉しみ～ Ｎew 募集中！
kianaメンバーが、あなたのソーイング、ニットの「困った」「なんとかしたい」「縫ってみたい」
「編んでみたい」をサポート、応援します！ 安心して手作りをはじめてみましょう♪
◆開催日
◆参加費
◆持ち物
◆講師
＜プロフィール＞

ソーイング
4月21日(月)、5月26日(月)、6月23日(月) 午前１０時～１２時
ニット
4月25日(金)、5月30日(金)、6月27日(金)
〃
￥２，０００（お茶ケーキ付きです♪）
作りたい作品の型紙や編み図、本、作りかけの作品などあればお持ちください。
ソーイング 宇野りえさん 、ニット 木曽あやこさん
・kiana・・・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。
・りえ ・・・・ 姉妹お揃いから始まった服づくり。子供のおしゃれ心を満たすナチュラルスタイル。
・あやこ・・・ 9歳から編み始める。Natural & Cuteなニット小物が素敵です。

イメージ写真

【

♪ギターを弾こう♪

】

～初めてのギター・久しぶりのギター～

Ｎew 募集中！

初心者の方から、丁寧にギターをご指導いたします。右手のタッチ、左手の構え方を学んだ後、
一緒に「さくら」を弾いてみましょう！ おうちでもギターが楽しめるようになります♪
◆開催日
4月２３日（水）、5月２8日（水）、6月２５日(水） 午前１０時半～１２時半
◆参加費
￥２，８００（お茶ケーキ付き）
◆持ち物
ギター、足台（お持ちでなければ用意します）
◆講 師
岡野 聡子さん（(http://tokotanguit.jugem.jp/ Okanosatoko の teatime blog)
＜プロフィール＞

・上野学園大学ギター科にて、渡辺範彦氏（NHK”ギターを弾こう”講師）、に師事。高田元太郎氏に師事。
・第9回学生ギターコンクール3位入賞。
・アルトフィールド音楽教室、岡野聡子ギター教室講師。

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！

ワークショップのHP（過去開催分も掲載）はこちら

【 フラワーアレンジメント♪ 】

～

暮らしの中でお花を楽しみましょう

～

募集中！

生花やプリザーブドフラワー、アートフラワーなどで季節やシーンに合わせてフラワーアレンジメントを楽しみましょう。
４月はイースターのカラフルなバスケットアレンジ、５月は母の日のアレンジ、６月はアートフラワーを使ったブルーリースです。
◆開催日
◆参加費

４月１６日（水）、５月９日、６月１１日（水）
￥４，５００（材料費・お茶ケーキ付きです♪）

◆講師

渡邊

やさしい食育♪

◆持ち物

花バサミ、持ち帰り用袋、タオル

・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。

母の日のアレンジ例

【

智子さん

午後１時～３時

】

～

人を良くすると書いて「食」

～

募集中！

食べ物は、身体を作り、心も満たします。食育は、新しい言葉ではなく、100年前は、子育て(躾)の
基本だったそうです。健康ランチを食べながら、今日から出来ることを一緒に学びませんか？
◆開催日

５月２２日(木)、６月１８日(水)

◆参加費

初参加の方は￥２，５００(レシピ本、教材費、ランチ、お茶、ケーキ付き)

午前１０時１５分

～

午後１時１５分

2回目以降は￥２，０００（教材費、ランチ、お茶、ケーキ付き)
◆講師

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。

【 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！

やさしいイタリア語会話を教えて頂き、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♪ 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？
残念ながらディエゴさんの帰国のため、今回で終わりになります。
◆開催日

下記参照

いづれも

午前１０時～午後２時

◆参加費
￥４,８００／毎回（材料費、レッスン代含む）
◆定員
６名
◆メニュー ４月９日（水） cannelloni ripieni di carne ソレント風手打ちカネロニ ベシャメルソースがけ
４月２２日(火） strozzapreti al sugo di polpo シチリア風手打ちパスタ、たことトマトとバジルソース
５月１９日（月）
melanzane ripiene なすの肉野菜詰め 熱々オーブン焼き
◆講師
Diego Cofone (ディエゴ コフォーネ）さん
・ ボローニャ大学卒業。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３４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。
４～６月は課題曲、「Lover Come Back To Me 」♪
◆ 開催日
◆ 参加費

その他に各自のお好きな曲を教えていただきます♪

毎月第１水曜日 or 第１木曜日
午後１時半～３時半
￥４，０００/回 （お茶・ケーキ付き）

◆ 講師

立花

保子さん（立花音楽教室）

・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 ～

募集中！

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。
４月はバナナシフォン、５月は甘夏シフォン、６月は紅茶ナッツシフォンケーキです♪
◆ 開催日

４月１９日（土）、５月１０(土）、６月14日（土）

◆ 参加費

￥３，０００

◆講 師

田中

和子

（材料費・お茶･ケーキ付き）

午後１時～４時

＊ひとり１台ずつお持ち帰りいただきます♪

（ワクータオーナー）

【書道教室 ～こころ豊かに～

】

～ 心静かに筆を持つと時間がゆっくり過ぎます～

募集中！

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 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

