カフェギャラリー waku-ta（ワクータ）

港南区芹が谷5-51-22（バス停平戸下車すぐ）

通信第39号

2014年盛夏号
■ ワクータの「古布展♪」

～ 眠っている着物が甦ります♪～

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

９月１６日～１０月１１日（土）

日本の伝統衣装である「着物」は、絹や麻、木綿などの日本の気候に合った天然繊維を原料とし、紬や絣・繻子・綸子・
縮緬・縮・紗・絽・絞り・友禅など、素晴らしい伝統技術で季節に応じて丁寧に織られ、染められています。
いまではほとんど忘れ去られ、箪笥の中に眠っているだけの着物を、今の暮らしの中に何とか甦らせたくて、
ワクータの「古布の会」では服やバッグ・小物、タピストリーやマットなど、身の周りや暮らしの中に生かし、
楽しんでいます。その何ともいえない心地よさの一端を是非皆様にご紹介したいと思います。
即売コーナーもあります♪

麻や絹の絣から夏のブラウス

絞りの羽織からチュニック

【レッツ ビギン ジャズピアノ ♪ 】

ばらのパッチワークのバッグ

留袖からクッションとテディベア

繻子の羽織からコート
絞りのスカーフやポシェット

パッチワークのキルト

Ｎew 募集中！

～ ちょっとお洒落なジャズピアノ 始めませんか♪ ～

難しい２段の楽譜とにらめっこ･･･ではなく、コードによる演奏の方法で自由にお好きな曲を弾きましょう♪
基本的には個人レッスンですが、数人のグループでのレッスンになりますので、
他の方のレッスンも聴いて頂けます。グループで楽しく学ぶとより身に付きますよ♪
７～９月の課題曲「When You Wish Upon A Star
その他にお好きな曲を教えていただきます♪

星に願いを」♪

◆ 開催日

7月16日（水）、８月２０日（水）、９月１７日（水）

◆ 参加費

￥４，5００/回

◆ 講師

立花

午後１時半～３時半

（お茶・ケーキ付き）

保子さん（立花音楽教室）

＜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。

【 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～ 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

ソーイング

7月28日(月)、8月25日(月)、9月29日(月)

ニット

7月25日(金)、8月29日(金)、6月26日(金)

午前１０時～１２時
〃

￥２，０００（お茶ケーキ付きです♪）

◆持ち物

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。

◆講師

ソーイング

＜プロフィール＞

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。

【

♪ギターを弾こう♪

】

～初めてのギター・久しぶりのギター～

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、
一緒に簡単なメロディー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
◆参加費
◆持ち物
◆講 師

７月２３日（水）、８月２７（水）、９月２４（水） 午前１０時半～１２時半
￥２，８００（お茶ケーキ付き）
ギター
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。

草木染のスカーフ♪

】

～藍の生葉で染めましょう♪

～

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。親子でもどうぞ～！
◆開催日

7月２４日（木）

◆参加費

￥２，5００

午後１時～3時

（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

＜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。

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
【金継ぎ教室 ♪ 】

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

～ 日本の素敵な伝統

募集中！

エコな技を覚えましょう～

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

9月 25日（水）・30日（火）

◆参加費
◆講師

￥6，０００（２回分、材料費・お茶ケーキ付きです♪）
大藪 明恵さん
◆定員
6 名

＜プロフィール＞

【

やさしい食育♪

】

～

１4時30分～１６時３０分

・やぶざくら工房 染色・織物・陶芸のワークショップ

人を良くすると書いて「食」

～

を主宰。

募集中！

飽食の世の中に暮らす私達は、いつでもどこでも 食べたい物を食べたいだけ食べられる状況にあります。また一方では、
身体に良いと言われる物には敏感で、○○が流行れば、こぞって買いに走ります。これって、本当に良いのでしょうか⁈
この風土に生きる日本人。私達日本人が本当に必要な食とは？ 美味しい健康ランチを食べて、一緒に楽しく学びませんか？
7月は夏休み特別講座～親子で学ぶアレルギー「まごわやさしい」です♪
◆開催日

7月31日(木)、:9月25(木)

◆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)
2回目以降は￥２，０００（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

小学生以上のお子さんは￥５００（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。

＜プロフィール＞

【 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。
９月はプリザーブドフラワーとドライフルーツで作る秋のアレンジメント～キャンドルスタンドです♪
◆開催日

９月１2日（金）

◆参加費
◆講師

￥４，５００（材料費・お茶ケーキ付きです♪）
渡邊 智子さん
◆持ち物
花バサミ、持ち帰り用袋、タオル

午後１時～３時

＜プロフィール＞ ・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。
９月のアレンジイメージ

【 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。
７～９月の課題曲は、映画「追憶」の主題歌「The Way We Were」♪ 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

◆ 参加費

￥４，０００/回

◆ 講師

立花

＜プロフィール＞

【 シフォンケーキ教室 】

or 第１木曜日

午後１時半～３時半

（お茶・ケーキ付き）

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。

～ 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。
７月は爽やかなレモンシフォン、８月はブルーベリーシフォン、９月はかぼちゃシフォンケーキです♪
◆ 開催日

7月22日（火）、8月23（土）、9月2日（火）

◆ 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

