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41号

2014年クリスマス号

大人も子供も、一年で一番ワクワクするクリスマスシーズンですね♪
この一年も無事に過ごすことができたことを感謝しつつ、クリスマスの時を待ち望みます。
８回目になるワクータのクリスマス～大きなツリーや木のサンタさん、吉家さんの愛らしい
ウッドクラフト等々すっかりクリスマス一色です♪クリスマス雑貨やアンティーク食器や雑貨
のクリスマスセール（30~50％off）も！ どうぞお誘いあわせてお出掛けくださいませ。
★ 渡邊 智子さん ♬ Happy Christmas from Eg Blooms at Waku-ta ♬
１１月２５・２６・２８・２９日
バレエ「くるみ割り人形」からイメージしたクリスマスのフラワーアレンジ作品展です♪

11：00～17：00

＊智子さんのワークショップ
11月28日（金）13:30～15:30

クリスマスリース

11月29日（土）

クリスマスのテーブルアレンジ

・参加費

〃

￥６，０００

(お茶・ケーキ付き）

・講師

渡邊

智子

＜プロフィール＞ ・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。
「スペインの踊り」

クリスマスリース

■吉家武久さん

「くるみ割り人形」

・横浜、鎌倉を中心に「Tomoko Watanabe Floral Design Class」を展開。

テーブルアレンジ

「夢溢れ心温まるウッドクラフト展」

１１月１８日（火）～１２月２７日（土）

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♪

いろんな動物たち満載の
大きな「ノアの方舟」

小さな「ノアの方舟」と
「CHRISTMAS」の文字

「ノアの方舟」と「羊とチャペル」

【レッツ ビギン ジャズピアノ ♪ 】

壁掛けの小さな「ノアの方舟」
～屋根の鳩がオリーブの葉 「キャンドルのリース」
をくわえています

「ドッグ ハウス」～ワンちゃん一家の
素敵なおうちです

～ ちょっとお洒落なジャズピアノ 始めませんか♪ ～

募集中！

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♪
あなたの眠っているピアノと手を目覚めさせませんか？
10～１２月の課題曲「Moon River」、その他にお好きな曲を教えていただきます♪
◆ 開催日

１２月６日（土）

◆ 参加費

￥４，5００/回

◆ 講師

立花

＜プロフィール＞

午後2時～4時
（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。

【 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せんか♪
◆開催日

ソーイングカフェ
ニット

◆参加費
◆持ち物
◆講師
＜プロフィール＞

カフェ

１１月17日(月)、12月15日(月)

午前１０時～１２時

11月21日(金)、12月19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。

【

♪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
◆講 師

１１月２６日（水）、１２月１７日（水） 午前１０時半～１２時半
￥２，８００（お茶ケーキ付き）
◆持ち物
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。

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。
金は本金を使います。本金 ５ｍｍ×５ｍｍで５００円（別途）
◆開催日

１２月 １2日（金）・１９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

＜プロフィール＞

【

やさしい食育♪

】

～

明恵さん

◆定員

午後1時～１６時３０分
6

名

・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！

ユネスコ無形文化遺産に登録された日本古来からの「和食」は、実際のところ 私達の食卓に頻繁にあがるとは言えないよ
うな気がします。今、何故 「和食」が注目されているのでしょうか。
[やさしい食育]では、手作りの味噌をはじめ、伝統的な発酵食品、ミキプルーンやプロテインなどの優れた健康食品を効率
よく使用した健康ランチを提供し、自分でも簡単に作れる献立や使い易い手作り調味料の作り方などもご紹介しておりま
す。私と、わたしの家族が食の改善により 取り戻した健康を、体験を通した学びとしてお伝えしていけると嬉しいです。
◆開催日
１２月2５日(木) 午前１０時１５分 ～ 午後１時１５分
◆参加費

￥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

＜プロフィール＞

・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。

【 お正月飾り♪ 】

～

和にも洋にもしっくり合うお正月飾りを作りましょう

～

募集中！

松や季節感のある花材を使い、オリジナリティあふれる「和モダン」のお正月飾りで新年をお祝いしましょう。
当日はプラスアルファの素材も用意しますので、自分だけの素敵な飾りを作ってみてはいかがでしょうか。
◆開催日

１２月2０日（土）

◆参加費

￥３，５００（材料費・お茶ケーキ付きです♪）

午後１時30分～３時30分

◆講師

玉木

ゆう子さん

◆持ち物

クラフトバサミ（ワイヤーが切れる物）、持ち帰り用紙袋

＜プロフィール＞・ 園芸、造園、フラワーアレンジメント等、植物に関わる仕事をするかたわら、実母と義母の介護も経験。グループリビング・ルピナス経営。
・ 園芸療法を学び、植物を通じて社会に役立つ活動を模索中。グリーンアドバイザー、日本園芸療法研修会正会員。

【 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」～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、「I`ve Got You Under My Skin」♪
◆ 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

￥４，０００/回

◆ 講師
＜プロフィール＞

立花

（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。

【 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！

ヘルシーで、アレンジ自由なシフォンケーキは子供から大人までみんな大好き♪11月はコロコロのサツマイモがいっぱい
入ったサツマイモシフォン、12月はリッチなマロンシフォンのクスマスケーキ♪ひとり１台ずつお持ち帰りできます♪
◆ 開催日と参加費
・１１月２２日（土）午前９時３０分～１２時
・１2月20日（土）
◆講 師

【書道教室

～こころ豊かに～

田中

】

〃
和子

サツマイモ

シフォン

￥３，０００（材料費・お茶･ケーキ付き）

マロンのデコレーション・シフォン

￥３，５００（

〃

）

（ワクータオーナー）

～ 心静かに筆を持つと時間がゆっくり過ぎます～

募集中！

「手書き」～それも筆で書くってちょっと素敵ですね。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。
大人はかなや細字を中心に基礎から始めます。子どもは年齢にあわせ硬筆や毛筆で、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～二人で￥５，０００）
◆講 師
田中 聖香 （日本教育書道連盟 漢字教授・ワクータオーナー）

【 タイル教室 】

～ 世界に一つのタイル作品を作りましょう ～

募集中！

タイルは大きさもさまざま、磁器タイルやガラスタイル・大理石タイル・アンティークタイル・海岸の陶器や石など、素材もさまざまです。
お好きなタイルで鍋敷きやテーブル・ミラーフレーム・フォトフレーム・表札など、オリジナルの作品を作りましょう♪
詳細はお問合せください。随時開催します。
◆講師 田中 和子（インテリアコーディネーター・２級建築士・ワクータオーナー）
ビーチチャイナのミラーフレーム

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／ＪＷ-ＣＡＤ／Sketchupを “短期間に個人指導で”
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

学べます。

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

