
夏の特別な体験
いつもの一日を、特別な一日にする

1〜3日の講習を23講座ラインアップ。

この夏は特別な体験をしてみましょう。

2017夏期講習

SUMMER COURSE 2017
染色、レザークラフトの短期23講座［申し込み受付中］



高田馬場教室 講習時間 10:30～16:00

布
の
染
色

参考作品

01 古琉球帯
紅型染／坂本 道枝

開催日：7/25火・26水・27木

受講料：15,120円
教材費：27,000円

［持参するもの］
○並巾張手○張手用ロープ○紅型用すり込刷毛0,5号1号1,5号各3本（お持
ちのすり込み刷毛）○青花ペン○鹿毛刷毛5寸○紬伸子50本
●筆記用具●エプロン●タオル

02 可愛い花の黒の日傘
しぼり染／岩崎 香 

開催日：7/27木・8/24木

受講料：11,880円 
教材費：9,720円

［持参するもの］
○青花ペン○カタン糸20番
●裁縫道具一式（はさみ/指ぬき/まち針）
●木綿針（3の2）●ものさし●家庭用ゴム手
袋●筆記用具●エプロン●タオル

中級

中級中級

初級

初級 04 若竹色地「バラ柄の付下げ」I
友禅染／藤木 紀一郎

開催日： 7/31月・8/1火

受講料：11,880円
教材費：29,160円

［持参するもの］
○彩色筆小4本○すり込平刷毛4号3本
○骨書筆●にぎり鋏●筆記用具
●エプロン●タオル

05 シルクスクリーンで帯を染める シルクスクリーンで帯を染める

藍染 

せんしょく倶楽部／ 影山 のり子 せんしょく倶楽部／ 影山 のり子

埼玉県伝統工芸士／新島 大吾

開催日：8/3木・4金

受講料：11,880円 
教材費： 24,840円
［持参するもの］
○スキージ○彩色筆（5本～10本）
●筆記用具●エプロン●タオル
●お持ちの方は友禅伸子

開催日：8/5土・6日

受講料：11,880円 
教材費： 24,840円
［持参するもの］
○スキージ○彩色筆（5本～10本）
●筆記用具●エプロン●タオル
●お持ちの方は友禅伸子

開催日：7/29土

受講料：8,640円 
教材費： 3,240円
［持参するもの］
○糊ベラ8㎝●家庭用ゴム手袋
●汚れてもよい服装●筆記用具
●エプロン●タオル

03

06

若竹色地の先染めに、バラのモ
チーフを配したカジュアルな付下
げを製作します。（*ご希望で、事
前に糸目糊を置いておく事が出来
ます。※3,000円）

可愛いチューリップの花が一つ
の植木鉢の中から四方に向かっ
て咲いている様子を丸い円の中
に入れてみました。技法はやさし
い、巻き上げと鹿の子絞りです。
角 を々出す方法も勉強の一つか
と思います。

古琉球、染地型の紬地帯を3日間
で染めます。「扇面色紙短冊柄文
様」 柄を染め上げます。本格的な
紅型の帯を作ってみwませんか。

シルクスクリーンで帯柄の位置に防
染助剤を入れた顔料の金を置き、
20分程度蒸します。蒸すことで防
染力が出るので彩色をする。講習
では白地のままですが、後日地色を
染める事も出来ます。大人可愛い
手毬柄を染めましょう。

シルクスクリーンで帯柄の位置
に防染助剤を入れた顔料の金
を置き、20分程度蒸します。蒸
すことで防染力が出るので彩色
をする。講習では白地のままで
すが、後日地色を染める事も出
来ます。大人可愛い手毬柄を
染めましょう。

武州中島紺屋から新島先生に来
ていただき、本格的な藍染めを体
験できます。Tシャツを型染めしま
す。店頭で好きな材料をお買い求
め頂き自由に染めていただけます。

初級



2017 SEIWA Summer Course

革
工
芸

 H21×W35×D13

H14×W20

H23×W32×D12

H20

H55×W180

初級

13 インド藍（ブドウ糖建て）
草木染／山崎 和樹

開催日：8/25金

受講料：6,480円
教材費：6,480円

［持参するもの］
●厚手家庭用ゴム手袋●木綿手袋●汚れて
もよい服装●筆記用具●エプロン●タオル

14 染分け「花模様付下げ」Ⅱ
友禅染／藤木 紀一郎 

開催日：8/28月・29火

受講料：11,880円 
教材費：29,160円 

［持参するもの］
○彩色筆小6本○ロウ筆大○骨書筆
●にぎり鋏●筆記用具●エプロン●タオル

中級中級

中級

初級

16

17 『 Nelly（ネリー） 』
オリジナルバッグ／谷 秀一

開催日：8/1火・2水

受講料： 11,880円
教材費：25,920円
［持参するもの］
○のりベラ○目打○ローラー○ハサミ
○カッター●方眼定規●使い捨てライター
●筆記用具●エプロン

15 創作人形～ストリートミュージシャン～
染めものアラカルト／桜井 敦史 

開催日：8/8火・9水

受講料：11,880円
教材費：11,880円

［持参するもの］
○ナイロン面相筆小○ナイロン彩色筆小
○カッター●先曲ピンセット●筆記用具
●エプロン●タオル

18 浮き彫り染～蝶がとまる一輪挿し～　
レザーアート／森 悦子

開催日：8/3木

受講料：6,480円
教材費：6,480円

［持参するもの］
○ハサミ○彩色筆小4本○ハトメ抜10号15
号30号40号（お手持ちの大、中、小でもかま
いません。）●ウール切れ端（磨く為）●筆記
用具●エプロン●タオル

初級

今回は麻のストールを染めます。インド
藍に、水、ブドウ糖、消石灰を加え加熱
し藍建て（還元）して染めます。ブドウ
糖は、ブドウ、バナナ、リンゴなどに多く含
まれこの還元力を使うので家庭でも安
全に藍染めができる方法です。
また、藍染（藍建て、植物染料など）の
講義も行います。

白地とこげ茶地を染め分け、利用範囲
の広い素敵な付下げを作ります。
花模様の配色はお好きな色に変えるこ
とが出来ます。
（*ご希望で、事前に糸目糊を置いておく事が出来ま

す。※3,000円）

シボ入りのメタリック革を使用した少し
大ぶりの手提げトートです。作るのが簡
単なT字マチ技法ながら、荷物の整理
がしやすい3層構造を実現しました。

『 Dorothy（ドロシー） 』
オリジナルバッグ／谷 秀一 

開催日：7/31月

受講料： 6,480円
教材費：28,080円
［持参するもの］
○のりベラ○目打○ローラー○ハサミ
○カッター
●方眼定規●使い捨てライター
●筆記用具●エプロン

欧州製ニシキ蛇革を贅沢に使ったコロ
ンと可愛い印象のバッグです。
表面にウールの特殊加工を施してある
のでウロコが苦手な方も大丈夫です。

創作でユニークな人形を作ります。ワイ
ヤーで作った骨格に布テープで肉付き
し粘土で顔や手の細かい表情を作りま
す。ジャケットは自由に染めて、ポーズも
自由に変える事が出来ます。人形の重
心を大切に考え安定感を出します。場
面を想像しながら楽しく自分だけの人
形を作りましょう。

厚革にハトメ抜きで穴を開け、硬化剤で
形付けします。蝶は浮き彫り染によりモデ
ラで彫った後アルコール染料で染色し
ます。



H36×W50

ストール H30×W120

H36×W50

中級 中級

07 泥染め～泥を使って型染め
染色とパターンソーイング／布澤 晴恵

開催日：8/9水

受講料：6,480円
染料代：1,620円 ※教材費別途

［持参するもの］
○スキージ又はのりベラ●ハサミ●家庭用
ゴム手袋●筆記用具●エプロン●タオル

初級初級

開催日：8/10木

受講料：6,480円 
染料代：1,080円 ※教材費別途

［持参するもの］
●家庭用ゴム手袋●筆記用具●エプロン●
タオル●汚れてもよい服装

09  紺屋藍染め
染めものアラカルト／桜井 敦史

初級初級 10 お絵かきストール（糊染め）
そめ・いろアートスタジオ／すずき あき

開催日：8/18金

受講料：6,480円
教材費：2,700円

［持参するもの］
○白節違刷毛66ミリ○すり込み平刷毛8号
○青花ペン●筆記用具●エプロン●タオル

12  額絵「蒼い月影」
友禅染／廣嶋 儀徳 

開催日：8/23水・24木

受講料：11,880円
教材費：5,400円※額なし

［持参するもの］
○彩色筆中2～3本○白節違刷毛66ミリ2本
○NTカッターD400●筆記用具●エプロン
●タオル  

11 ローケツ染額「晩秋の森」 
そめ・いろアートスタジオ／すずき あき

開催日：8/21月・22火

受講料：11,880円
教材費：5,400円※額なし

［持参するもの］
○白節違刷毛66ミリ○すり込刷毛6号
○すり込み平刷毛8号○ロー筆中
○彩色筆中○青花ペン
●ハサミ●筆記用具●エプロン●タオル

開催日：8/9水

受講料：6,480円 
教材費：1,080円

［持参するもの］
●A4サイズ以上のスケッチブック●色鉛筆
●鉛筆2B・HB●ルーペ●30㎝定規
●筆記用

08 夏の花をデザイン
染色の為のデザイン／すずき あき

奄美大島のテーチ木（染料）と泥（媒
染）を使って本場の泥染めが体験でき
ます。簡単な絞りや板締めの他に今回
は泥を使った型染めも体験できます。型
はご用意してありますが店頭で購入し
て頂いてもOKです。染める物は当日店
頭で購入した物を染めます。

日本の伝統的な、小紋型や創作型を
使って藍染めします。糊を使いフリーハ
ンドで模様や字を描いても良い感じ!!天
然の材料で作られた糊なので体にも環
境にもやさしいです。絞りの技術もお伝
えします。楽しく染めて遊びましょう。

染料の中に糊を入れ絵具状にし絵を
描くようにストールを染めます。（キアラ
染）初心者の入門講座です。

合成型紙をカットして、ステンシルをしま
す。ファブリエを使い背景を染めて、うさ
ぎと月を染めていきます。

昨年に引き続き、ロウ濃淡の高度な技
術を学びます。ロウ濃淡とまきロウで
幻想的な雰囲気を生みだし、こくのある
色合いに仕上げます。

自分のデザインで作品を創りたくとも、そ
の方法がわからない方の為にスケッチ
でモノを観察し、そこからデザイン化して
いく基礎を学びます。今年はゆりを選び
ました。香りまでもデザインにとり入れま
しょう。

参考作品

参考作品



高田馬場教室 講習時間 10:30～16:00

革
工
芸

H22×W32×D5

H10×W12

H24×W35×D8

初級

初級

中級

初級19 二本手バッグ
レザークラフト／山﨑 昌子 

開催日：8/4金・5土

受講料：11,880円
教材費：18,360円

［持参するもの］
○カッター○ハサミ○のりベラ○銀ペン
●定規●筆記用具●エプロン

開催日：8/7月

受講料：6,480円
教材費：2,700円

［持参するもの］
○ハサミ○目打○すり込み平刷毛6号2本
●筆記用具●エプロン●タオル

20 革の花レザー工芸
革の花 ／中川 節子

21 生革でブローチ「トンボ（オニヤンマ・秋アカネ）」 REFRAIN 
暮らしの中の革工芸／畑中 静子 革andアルファ／佐竹 朝子

22

開催日：8/8火

受講料：6,480円
教材費：3,780円

［持参するもの］
○彩色筆2～3本○面相筆2本
○ハサミ○カッター○目打
●定規●筆記用具●エプロン●タオル

開催日：8/17木・18金

受講料：11,880円
教材費：17,280円

［持参するもの］
○ハトメ抜き8号○1本平目打6ミリ・12ミリ
○革用コンパス○のりベラ○両面テープ3㎜
○革包丁またはカッター○目打○ハサミ
●ものさし●三角定規●筆記用具●エプロン

23 シンプルサイフ 
革作家／三浦 国重

開催日：8/23水

受講料：6,480円
教材費：3,240円

［持参するもの］
○カッター○ハサミ○目打○ひしきり
○菱目打ち6ミリ2本・4本●ヤットコ
●筆記用具

A4サイズが入る、手ひもが少し長めの
バッグです。前のデザイン部分がその日
の気分によって、全然違ったデザインに
入れかえられます。デザイン部分の裏は
マジックテープを使います。

素材はハード生革を使用して、トン
ボのブローチを製作します。

前面はヌーバックのモスグリーン、後胴
とショルダーひもはグレー革を使いシッ
クな斜め掛けのショルダーバッグを作り
ます。幾何学模様をパンチングと差し革
で表現してみました。

手間のかかるサイフをシンプルに簡単
に作る事が出来ます。小さなサイズです
が、カード入れ小銭入れもあり、この形
を覚えて頂くと用途に合わせてデザイン
の幅も広がります。

中級

髪止めとバラの花をイメージした一寸と
大きめなコサージュです。洋服に合わせ
て、自由な色に染める事が出来ます。



2017 SEIWA 夏期講習 受講申込書 受付　　　　　　　　月　　　　　　　日

講座名 クラス 受講日

フリガナ 生年月日

氏 名

大・昭 　  年   月   日

住所 〒 電話

受講料

　　　　　　　　　

材料費　　　

　　　　　

合計　

　　　　　　　　

※切り取るか、コピーしてお使いください。

■ お申し込みは 6月1日（木）より受付けます。

■ 表記金額は全て、消費税が含まれています。

■ お電話でご予約ください。
 ○お名前 ○お電話番号 ○ご住所 ○受講されるクラスの番号 ○講座名

をお知らせください。

 お電話でご予約後、[受講申込書]に明記の上、一週間以内にFAXまたは

郵便でお送りください。 店頭、現金書留でご入金される場合は受講申込書

を添えてご入金ください。

■ 各講座とも定員になり次第、締め切ります。

■ 受講を中止される場合はお早めにご連絡ください。
 但し、ご入金後の返金はいたしかねます。

 （後日材料をお渡しいたします。※お渡しする材料には染料、薬品、図案、型紙等

は含まれません。）

受講申込みのご案内 お支払い

ACCESS /お問い合わせ

高田馬場駅早稲田口より徒歩3分

株式会社 誠和  高田馬場教室  
10:00-18:00 ／ 日・祝日定休
161-8552 東京都新宿区下落合1-1-1

Tel.03-3364-2113 Fax.03-3364-2115

□青樹会

円 円円

青樹会会員の方は材料費が20％ offになりますので、会員
カードをご提示ください。※割引ができない講座もあります。

2017 SEIWA Summer Course

セブン
イレブン

■  受講料、材料費をあわせて、
 SEIWA各店、現金書留、郵便振替、銀行振込で一週間以内にお支払いく

ださい。

 【銀行振込】
  □三菱東京UFJ銀行 高田馬場支店 [普通] 4225359　
  □三井住友銀行 目白支店 [普通] 6312944

 【郵便振込】
  □00180-1-63929 株式会社誠和
  ※振込み手数料はお客様のご負担となります。 

  ※振込の口座名がお申込される方の名前と異なる場合は、必ずお電話でお

知らせください。


