
楽しい“手づくり”
はじめましょう！

1～3日の講習で制作する手づくり作品で

この夏をもっと楽しくしてみませんか？

1～3日でできる染色・レザークラフト・創花の41講座

夏期講習のご案内
  ［お申込み受付中］

2014 SEIWA Summer Course
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H72×W38

H42×W36

高田馬場教室 講習時間 10:30～16:00

1A 古琉球帯
紅型染／坂本 道枝

「流水花文様」～古琉球紅型「染地型」
の図案を使います。紅型らしい、青地の帯
を染めます。

講習日 ： 7/23水・24木・25金

受講料 ： 15,120円 教材費 ： 1,8360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1.5号 1号 各3本・0.5号 1本○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

1B 朝顔のゆかた
しぼり染／岩崎  香 

絞り染めの内容を豊富に含めた作品にし
ました。たとえば、絞り染めの中の鹿の子絞
り、まきあげ絞り、つまみ絞り、からみ縫い絞り
の四大基礎を入れた作品になっています。

講習日 ： 7/24木・8/21木

受講料 ： 11,880円  教材費 ： 11,880円

［持参するもの］
○青花ペン2本○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  

1C 泥染でローケツ染と絞り染
はじめての染色レッスン／布澤  晴恵 

奄美大島の泥を使って、本場の泥染めが
出来ます。今回はローケツ染めと絞り染め
で染め上げます。バッグに仕立てたい方に
は、仕立て方のアドバイスもいたします。

講習日 ： 7/28月

受講料 ： 6,480円 教材費 ：5,400円

［持参するもの］
○山馬平筆7号●ハサミ●45㎝位の丸棒●家
庭用ゴム手袋●筆記用具●エプロン●タオル

1D 干支のタペストリー&年賀状
手描き染／飯野  和子

来年の干支、羊を手描き染めします。
吉゙祥″の字の一部にもなっている羊は

群れて・・・和を大切にします。羊毛の柔
らかいタッチはスポンジを使い、曙の空
色はきり吹き染めで表現します。

講習日 ： 7/28月・29火

受講料 ： 11,880円 教材費 ： 6,480円

［持参するもの］
○面相筆○すり込刷毛0.5号1号1.5号●
鉄筆又は書けなくなったボールペン●筆記
用具●エプロン●タオル

1E 江戸型彫り
伝統工芸士／矢田  勇

型染め用または、インテリアとしても使える型
の彫り方を学べます。紗張りの方法もお教
えします。古典型紙をいろいろ見ることが出
来ます。

講習日 ： 7/29火・30水

受講料 ： 11,880円 教材費 ： 9,720円

［持参するもの］
○型彫刀(四ツ星)又はNTカッターD400○型彫
用ビニール板●よく見えるメガネ●筆記用具●
エプロン●タオル

1F ハンカチ&Tシャツ
手描きろうけつ作家／野 蒜

シンプルなデザインでロウケツ染め特有のヒ
ビ割れを気軽に楽しみましょう。ビニール袋
を使って、ムラのあるおもしろい仕上がりに。
初めて方でも気軽に楽しめます。色はお好
きに染められます。

講習日 ： 7/30水

受講料 ：6,480円 教材費 ： 3,240円

［持参するもの］
○ロー筆中●家庭用ゴム手袋●筆記用具
●エプロン●タオル

1G リバーシブル半巾帯
友禅染／藤木  紀一郎

‘ふし紬'を使用して、友禅模様と無地染の半巾
浴衣帯を作ります。図案は「雪輪」と「花火」の
二種類から選べます。柄の配色、地染め、自由
に出来ます。世界に一点、自分色のオリジナルを
染めましょう。初心者でも大丈夫です。

講習日 ： 7/31木・8/1金

受講料 ： 11,880円  教材費 ： 12,960円

［持参するもの］
○彩色筆小5本○面相筆小○すり込刷毛15号
○鹿毛刷毛5寸○染めぐり伸子(44㎝)25本位
●にぎり鋏●筆記用具●エプロン●タオル

1H 紺屋藍で楽しく染める!
染めものアラカルト／桜井  敦史

様 な々ボカシ、板締めなどの技法で自由に
染めて楽しみましょう。藍の濃淡の液を用意
して、色を体験します。染める物は当日、店
頭にてお好きな物をお選び下さい(材料代
500円～ 5,000円くらい)。

講習日 ： 7/31木

受講料 ： 6,480円 ※材料費別途

●家庭用ゴム手袋●筆記用具●汚れても良い
靴●エプロン●タオル

中級 初級

初級初級

初級初級

初級初級
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持参するものの欄で、○印のものはSEIWAで販売しております。●印のものは各自ご用意ください。

H45×W45

H60×W38H80×W36

H100 × W38

H180×W50

H100 × W38

2014 SEIWA Summer Course

1I 藍染
埼玉県伝統工芸士／新島 大吾

Tシャツの月と雲は型染めとムラ染めを合わ
せて染めた物です。目の粗いコットンショー
ルを濃淡の3色に染め上げます。余った時
間で当日、店頭で選んだストールやTシャツ
などを染めることが出来ます。

講習日 ： 8/2土

受講料 ： 10,800円  教材費 ： 7,560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

1J 更紗名古屋帯
更紗染／中野 保夫

先染めした素材に木版を押して蒸しをした
後、彩色していきます。基本的に更紗は根
気仕事です。今回は方型紋と蝶による市
松構成です。

講習日 ： 8/5火・6水

受講料 ： 11,880円 教材費 ： 25,920円

［持参するもの］
○面相筆・削用筆各数本○すり込刷毛0.5号1号
1.5号各数本●筆記用具●エプロン●タオル

1K 「グロリオーサ」
創作のり染／猪瀬  敏子・呉羽  陽子 

金通しの帯地に、グロリオーサの花をモ
チーフにしたタペストリーをのり型染めの技
法で、のり置きから制作します。

講習日 ： 8/5火・6水

受講料 ： 11,880円教材費 ： 6,480円

［持参するもの］
○紅型用すり込刷毛1号1.5号2号各2本 3号1本
○絹張伸子10本●筆記用具●エプロン●タオル

1L 「白い月」ローケツ染
そめ・いろアートスタジオ／すずき あき

遠近法による立体的な図案をロウの濃淡
技法や、ロウと併用できる化学糊を使いモノ
クロでモダンに仕上げます。1つ1つを手順
に従って進めるので、初めての方でも大丈
夫です。

講習日 ： 8/7木・8金

受講料 ：11,880円 教材費 ： 6,480円

［持参するもの］
○特選ロー筆中○金巻刷毛25㎜○すり込刷毛
8号○片羽すり込刷毛6号○彩色筆中○白筋違
刷毛85㎜●筆記用具●エプロン●タオル

1M 不思議の国のアリス
せんしょく倶楽部／ 影山のり子

初めに地色を染め、ハートの女王・チェシャ
猫・時計の柄をシルクスクリーンで抜染しま
す。見本の地色は黒ですが、他の色に染
める事も出来ます。柄の置き方で個性が出
ます。ご自分らしい作品を作りましょう。

講習日 ： 8/9土・10日

受講料 ： 11,880円  教材費 ： 14,040円

［持参するもの］
○ナイロン筆小○スキージ●筆記用具●エプ
ロン●タオル●着替え用Tシャツなど

1N 不思議の国のアリス
せんしょく倶楽部／ 影山のり子

初めに地色を染め、ハートの女王・チェシャ
猫・時計の柄をシルクスクリーンで抜染しま
す。見本の地色は黒ですが、他の色に染
める事も出来ます。柄の置き方で個性が出
ます。ご自分らしい作品を作りましょう。

講習日 ： 8/11月・12火

受講料 ： 11,880円  教材費 ： 14,040円

［持参するもの］
○ナイロン筆小○スキージ●筆記用具●エプ
ロン●タオル●着替え用Tシャツなど

1O 小風呂敷 
ローケツ染／磯田  洋子 

せき出しとボカシの繰り返しで牡丹の
花を染め上げます。額絵にしても良い
でしょう。

講習日 ： 8/18月・19火

受講料 ： 11,880円  教材費 ： 7,560円

［持参するもの］
○ロー筆6号又は8号○面相筆○すり込み
刷毛号●鉛筆2B又は3B●筆記用具●エ
プロン●タオル

1P 楊梅と五倍子で千歳茶を染める
草木染／山崎  和樹

千歳茶(せんさいちゃ)は常盤の松のような
濃く暗い緑(千歳緑)に茶味がらせた暗い
緑褐色です。楊梅をアルミ媒染とテツ媒染
で染め、五倍子のテツ媒染を重ね染めしま
す。江戸時代の染色方法を学びます。

講習日 ： 8/20水

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

初級 中級

中級 初級

初級

初級

初級

初級
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1S 「貝合せ」小風呂敷
染色工芸士／藤田  晴人

貝合わせの図案を使い、さくら、もみじ、牡丹
を染めます。金色を入れて、艶やかに仕上
げます。

講習日 ： 8/25月・26火

受講料 ： 11,880円  教材費 ： 7,560円

［持参するもの］
○白筋違刷毛85㎜○彩色筆中・小○面相筆中
○糊筒5号○模様伸子68㎝2本○すり込刷毛
片羽7号○すり込刷毛0.5号・1号●筆記用具●
エプロン●タオル

1T 染絵 「オオムラサキと白百合」
友禅染／廣嶋  儀徳

今回は百合とチョウチョを描き上げま
す。百合はマスキンググルーで描きオオ
ムラサキはステンシルで染めます。銀箔
を使って仕上げます。

講習日 ： 8/27水・28木

受講料 ： 11,880円 教材費 ： 4,320円

［持参するもの］
○白筋違刷毛85㎜○彩色筆中2本○すり込み
刷毛4号2本○NTカッターD400○青花ペン
●鉛筆B●筆記用具●エプロン●タオル  

H45×W45

H100×W10×3枚

H30×W45

H130×W90

1Q 「木目絞り」でエプロンを染めよう! 
染めもの工房／森尾  真理子 

絞り染めの技法の1つである、木目絞りでエ
プロンを染めます。絞り方の講習、そして出
来上がりの柄の表情をお楽しみ下さい。木
綿の染色は反応性染料を使います。はじ
めての方のご参加もお待ちしてます。

講習日 ： 8/21木・ 22金

受講料 ： 6,480円 教材費 ： 3,780円

［持参するもの］
●見えるメガネ●家庭用ゴム手袋大●筆記用
具●エプロン●タオル●軍手●糸切りハサミ

1R 文香 「 はなの香 」
江戸型彫・藍染作家／安斎  君予

「江戸型彫」 伝統工芸士の矢田勇さん
に師事。古典的な江戸型紙で手紙に添え
る雅な文香を作ります。小さく可憐な型を彫
り和紙に染め、きざんだ香木を挟み込んで
仕上げます。ほんのりした香を楽しみます。

講習日 ： 8/22金・23土

受講料 ： 11,880円  教材費 ： 5,400円

［持参するもの］
○すり込み刷毛1号2号2.5号各1本○型彫り用
マット○NTカッターD400●筆記用具●エプロ
ン●タオル

1U X'masを待つ
伝統工芸士／本田  早苗

10㎝巾の生麻を3枚使い、ちょっと早いクリ
スマス用のタペストリーを作ります。

講習日 ： 8/27水・28木

受講料 ： 11,880円 教材費 ： 4,320円

［持参するもの］
○彩色筆中・小各2本○面相筆中●筆記用具●
エプロン●タオル

1V 無線友禅で招福、暖簾
友禅染／藤木  紀一郎 

生麻を使用して、地色のボカシ染めに無線
友禅で松竹梅と幸せを招く「符咒模様」を
染めた暖簾を作ります。糸目糊を使用しな
い友禅染で、初心者の方でも出来ます。

講習日 ： 8/29金・ 30土

受講料 ： 11,880円 教材費 ： 9,720円

［持参するもの］
○彩色筆小3本○狸面相小○鹿毛刷毛5寸
○すり込平刷毛5号6号各2本○すり込刷毛20号
○ネクタイ伸子25本●筆記用具●エプロン●
タオル 

1W 個性発見 - デザイン講座
染色の為のデザイン講座 ／すずき  あき

デザインは物の形を良しとする事でなく自己表現です。同じ野菜を
それぞれが、どう感じ、どう理解し、何を発見するかで表現は皆違い
ます。デザインが苦手の方も、是非ご参加下さい。

講習日 ： 8/28木

受講料 ： 6,480円 教材費 ： 1,080円

［持参するもの］
●B4サイズのスケッチブック●色鉛筆●鉛筆2BまたはHB●30㎝定規
●筆記用具

高田馬場教室 講習時間 10:30～16:00

中級

中級

初級

初級

初級初級

初級
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持参するものの欄で、○印のものはSEIWAで販売しております。●印のものは各自ご用意ください。

H30×W31×D5
H24×W42×D18

H33×W30×D3

H22×W32×D7

H20×W30

H42×W30

1X 『Bomdona』
オリジナルバッグ／谷  秀一  

メタリックサーモンピンクの牛革トートバッグ
です。前ポケット部分は可愛い大玉の口金
で作りました。普通溝とは違う、丸溝口金の
扱い方を是非学んで下さい。背面にもファ
スナーポケットがあります。

講習日 ： 7/28月

受講料 ： 6,480円 
教材費 ： 23,760円 

［持参するもの］
○カッター○のりベラ○ハサミ○目打
●方眼定規●使い捨てライター
●筆記用具●エプロン

1Y トートバッグ
ジジ・ファブリカ／佐々木  健友

普段使いにぴったりサイズのトートバッグをつ
くりましょう。革はシボのあるキップヌメを使い、
床面の毛羽立ちが少なく締まりがいい素材
を使用しますので、手触りの良いナチュラル
感あふれる仕上がりです。本体の底は革を
吊り上げ、ボリューム感を持たせました。持ち
手は肩がけもOKで気軽に使えます。

講習日 ： 7/29火

受講料 ： 6,480円  
教材費 ： 16,200円

［持参するもの］
○菱目打5㎜4本・2本○ひしきり○のりベラ
●定規(30㎝以上)●筆記用具●エプロン

1Z 2WAYショルダー
陽・夢色の世界／ 伊藤  陽子

小花の色の差し方が少し違い、色を染め
たところにランダムに小花の図柄を入れて
いきます。今回は革を染めるのみです。色々
な物に利用できます。

講習日 ： 7/30水

受講料 ： 6,480円 
教材費 ： 14,040円

［持参するもの］
○ハトメ抜8号○丸レース針○ボカシ筆大・中・小
○すり込刷毛5号3号2号○目打○ハサミ
○カッター○両面テープ12㎜5㎜3㎜
●マジック黒太●筆記用具●エプロン●タオル

1aA ライラック
創作ローケツ染／林  栄子　

小花の色の差し方が少し違い、色を染め
たところにランダムに小花の図柄を入れて
いきます。今回は革を染めるのみです。色々
な物に利用できます。

講習日 ： 8/4月 ※10時スタートです。

受講料 ： 6,480円 
教材費 ： 4,320円 ※染色のみ

［持参するもの］
○特選ロー筆中○彩色筆中10本
○白筋違刷毛85㎜○鉄筆
●筆記用具●エプロン●タオル

1aB 『 BLOOM 』
革andアルファ／佐竹  朝子

革に天然石や革ひも、レース等で刺繍をし
ます。ブーケをイメージした図柄はお出かけ
を楽しくします。マイブランドを目指して、まず
は完成する喜びを味わってみませんか。

講習日 ： 8/6水・7木

受講料 ： 11,880円  
教材費 ： 21,600円

［持参するもの］
○革包丁またはカッター○ハトメ抜3号○のり
ベラ○目打○菱目打ち3本4㎜○革用コンパス
◯美錠抜9㎜○両面テープ3㎜●ビーズ針●も
のさし●三角定規●筆記用具●エプロン

1aC 2WAYバッグ
レザークラフト／山﨑  昌子

丸い抜きを使い、個性あるデザインを表
現します。ゴードにエナメル加工した革で
2WAYバッグを作り上げます。
(色:グリーン6名分／クロ3名分)

講習日 ： 8/8金・9土

受講料 ： 11,880円  
教材費 ： 14,040円

［持参するもの］
○革包丁○のりベラ○ハサミ
○銀ペン○目打
●定規●筆記用具●エプロン
●タオル  

2014 SEIWA Summer Course

中級

中級中級

中級 初級

初級
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H16×W27×D10

H30

H20×W6

H62

1aD 浮き彫り染「金魚」
レザーアート／森  悦子

エチオピアンシープにモデラで浮き彫りして
染色、手縫いで仕立てます。夏にふさわし
い題材「金魚」で、扇子入れを作ります。

講習日 ： 8/18月

受講料 ： 6,480円 
教材費 ： 2,160円

［持参するもの］
○モデラ○ハサミ○目打○彩色筆小
4~5本○菱目打ち4本4㎜○グルー21
●ウール布15㎝角●メリヤス布少々●
筆記用具●エプロン

1aE 金具を使わないネックレス
暮らしの中の革工芸 ／ 畑中  静子

ソフト生革をアルコール染料で亀甲調の模
様に染めます。今回は金具を使用しない方
法でネックレスを仕上げます。

講習日 ： 8/19火

受講料 ： 6,480円  
教材費 ： 4,320円

［持参するもの］
○金巻刷毛36㎜○彩色筆大2~3本○カッター
○ハサミ○目打●定規●筆記用具●エプロン
●タオル

1aF ミノムシケース
レザークラフト ／山﨑  昌子

初心者の方も、すぐ楽しめるカービングのデ
ザインです。1枚の革と1つのファスナーを使
い、手縫いで仕上げます。

講習日 ： 8/22金

受講料 ： 6,480円  
教材費 ： 2,160円

［持参するもの］
○刻印基本工具○のりベラ
○菱目打5㎜4本2本○ひしきり
○目打●定規●筆記用具
●エプロン

1aG 『 Harme 』 
 オリジナルバッグ ／ 谷  秀一

金具の取り出し方が印象的なソフトエナメ
ル型押し牛革のミニボストンです。上マチの
両サイドに隠しマグネを使ったポケットを配
置し、使い勝手も考えています。

講習日 ： 8/25月

受講料 ： 6,480円  
教材費 ： 21,600円

［持参するもの］
○カッター○のりベラ○ハサミ○目打
●方眼定規●使い捨てライター
●筆記用具●エプロン

1aH 野草の洋風アレンジ
クレイアート／天田  美子・石岡  道子(企画協力:松井輝子)  

春の野草(レンゲ・ホトケノザ)をシデコブシの
枝に添えて、洋風のアレンジで仕上げます。
ハイテクニックを伝授いたします。
※鉢が変わる場合があります。

講習日 ： 7/25金・26土

受講料 ： 6,480円 
教材費 ： 12,960円 

テキスト代： 3,240円

［持参するもの］
○ハサミ○ボンド
●絵筆数本●クレイ工具●ものさし
●筆記用具●エプロン●タオル

1aI 「キースロウ」
革の花レザー工芸／中川  節子

白革の白い部分をいかした、花弁の映える
ラン科の花を作ります。

講習日 ： 8/4月

受講料 ： 6,480円 
教材費 ： 2,160円 

※花器なし

○すり込み平刷毛6号2本○目打○ハサミ
●筆記用具●エプロン●タオル

高田馬場教室 講習時間 10:30～16:00

中級

初級

初級

初級

初級中級
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持参するものの欄で、○印のものはSEIWAで販売しております。●印のものは各自ご用意ください。

H22×W7×D9

H19×W26×D9 H22×w30×D4

H22×W30×D10H25×W32×D19

H19×W26×D9

2A のり流し染
のり染めと染色／酒井 那津子

のり流しで、花のモチーフを作ります。想定
外の模様を楽しんでみませんか？

講習日 ： 7/26土

受講料 ： 6,480円  
教材費 ： 9,180円

［持参するもの］
●家庭用ゴム手袋●エプロン
●タオル●筆記用具

2B 二本手バッグ
皮革工芸／木室 久美子

メタリック仕上げしたシュリンク革で、メッシュ
編みした革をご用意します。編み方もお教え
します。

講習日 ： 7/29火

受講料 ： 6,480円  
教材費 ： 7,560円

［持参するもの］
○革包丁○ハサミ○NTカッター
○曲尺○糊ベラ○銀ペン○両面
テープ3㎜巾・5㎜巾●筆記用具
●エプロン●タオル

2C 口金付ボストンバッグ（ショルダー付）
レザーメイク／和田 講二

ペーズリーの型押革を使い、36cmのカシ
メ留め口金使用のバッグです。前胴にマチ
付ポケット、後胴には、ファスナー付ポケット、
オープンポケットが付いています。

講習日 ： 8/1金・25月

＊どちらか一日

受講料 ：  6,480円 
教材費 ： 18,360円

［持参するもの］
○革包丁○ハサミ○NTカッター○曲
尺○糊ベラ○銀ペン○両面テープ3
㎜巾・5㎜巾●筆記用具●エプロン●
タオル

2D 口金付バッグ（ショルダー付）
レザーメイク／和田 講二

ペーズリーの型押し革を使い、24cmのカシメ
留め口金使用のバッグです。前胴にマチ付
ポケット、後胴には、ファスナー付ポケットが付
いています。底マチ巾も広く出来ています。

講習日 ： 8/2土・26火

＊どちらか一日

受講料 ：    6,480円 
教材費 ： 14,040円

［持参するもの］
○革包丁○ハサミ○NTカッター○曲
尺○糊ベラ○銀ペン○両面テープ3
㎜巾・5㎜巾●筆記用具●エプロン●
タオル

2E 黒ネコのコーナー止め
皮革工芸／木室 久美子

黒ネコのコーナー止めを1匹作ります。
仕上は、レザーライト又は、カシューで仕
上げます。

講習日 ： 8/28木

受講料 ： 6,480円 
教材費 ： 4,320円

［持参するもの］
○革包丁○ハサミ○NTカッター
○曲尺○NTドレッサー曲面
○糊ベラ○銀ペン○目打
●筆記用具●エプロン
●タオル

2F ライトショルダー
基本講座／吉野 裕三

マーブル染のショルダーバッグを作ります。
革は純白成牛とゴードを各1枚染めます。
残り時間はお手持ちの革をマーブル染め
にして楽しみましょう。

講習日 ： 7/31木・8/30土 

＊どちらか一日 

教材費 ：  9,180円

［持参するもの］
●家庭用ゴム手袋●エプロン
●タオル●筆記用具

横浜教室 講習時間 10:30～16:00

初級

初級

初級

初級

初級 初級
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2014 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 5月23日（金）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。

■ [お申込は]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(1A等) ○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。

■ [お支払いは]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。

■ 各講座とも定員になり次第、締め切ります。
 お早めにご予約ください。

■ 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 ACCESS /お問い合わせ

高田馬場駅早稲田口より徒歩3分

横浜駅西口より徒歩13分 バス浅間下 下車1分

誠和横浜教室
9:30-18:00 ／ 日・祝日・第3土曜定休
220-0072 横浜市西区浅間町1-19-3 

Tel.045-312-2121 Fax.045-312-2127

高田馬場教室 
9:30-18:00 ／ 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％o�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。

2014 SEIWA Summer Course


