
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20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。

2018夏期講習

SUMMER COURSE 2018
染色、レザークラフトの短期20講座［申し込み受付中］



H100×W36

H80×W90

初級

初級01 名古屋帯「糸目糊置き」
友禅染／藤木 紀一郎

開催日：7/23月・24火

受講料：11,880円
教材費：22,680円

［持参するもの］
○彩色筆小3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

02 泥染めと藍染めと型染め
染色とパターンソーイング／布澤 晴恵 

開催日：7/25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

中級

初級

04 藍染 
埼玉県伝統工芸士／新島 大吾 

開催日： 8/4土

受講料：8,640円
教材費：2,160円

［持参するもの］
○糊ベラ8cm●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

05  「ダンマルの効果」と「箔置き」

紅型額絵

友禅染／ 藤木 紀一郎

紅型染 ／坂本 道枝

開催日：8/6月・7火

受講料：11,880円 
教材費： 12,960円
［持参するもの］
○彩色筆小3本○すり込刷毛15号・12号各1本○ロウ筆小○すり込平刷毛5号2本
●にぎり鋏●筆記用具●エプロン●タオル

開催日：

7/31火・8/1水・8/2木

受講料：15,120円 
教材費： 8,640円
［持参するもの］
○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●筆記用具●エプロン
●タオル

03

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。

夏期講習の定番となっている泥
染めの講習会です。奄美のテー
チ木（染料）と泥（媒染）を使っ
た泥染めと相性の良い藍染め
が体 験と泥を使った型 染めも
体験できます。型は用意してあり
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。

友禅染めの一番基本となる〈糸
目糊置き〉を学習しながら更紗
調模様の利用範囲の広い紬名
古屋帯を作ります。難しい色差し
がありませんので、初心者でも大
丈夫です。
※地色、柄の配色は自由に変え
られます。

薄い透け感のある上田紬を使用して、ダンマルゴムとボカシ染めで流水をモチー
フにしたタペストリーを染めます。銀箔も効果的に使用しますので「箔置きの学
習」もできます。

古琉球紅型、染地型 「あやめ、ぼ
たん、蝶」文様を額絵にしましたが、
ご自分でアレンジして作品を仕上
げられるようにしてあります。

初級

高田馬場教室 講習時間 10:30～16:00

布
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中級

H42×W36H15×W15

中級 中級

中級

06 友禅染で描く小さな布絵
そめ・いろアートスタジオ／すずき あき

開催日：8/8水

受講料：6,480円
教材費：1,620円 

［持参するもの］
○すり込刷毛8号○ロウ筆小
○すり込み平刷毛6号
○青花ペン●筆記用具
●エプロン●タオル

初級

開催日：8/20月・8/21火

受講料：11,880円 
教材費：6,480円

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

08 ローケツ染額「秋の音」
そめ・いろアートスタジオ／すずきあき

初級09 デザインを楽しむー夏の花
染色の為のデザイン／すずき あき

開催日：8/22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●筆記用具

10 11シルクスクリーンでデブ猫柄襦袢 シルクスクリーンでデブ猫柄襦袢
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

開催日：8/23木・24金

受講料：11,880円
教材費：25,920円

［持参するもの］
○スキージ●軍手●薄手ゴム手袋
●筆記用具●エプロン●タオル

開催日：8/25土・26日

受講料：11,880円
教材費：25,920円

［持参するもの］
○スキージ●軍手●薄手ゴム手袋
●筆記用具●エプロン●タオル

開催日：8/9木・8/10金

受講料：11,880円 
教材費：4,320円※額なし

［持参するもの］
○彩色筆大1本中4本
○NTカッターD400●赤ボールペン
●筆記用具●エプロン●タオル

07 額絵「夏の星座」　
友禅染／廣嶋 儀徳

麻地に糸目友禅の技法を
使い絵を描きます。額に入
れても、洋服やバッグにアッ
プリケしてもアイデアで様々
な使い方ができます。（サイ
ズ15㎝×15㎝×4枚）

まきロウ技法を使い色づく秋の森を
立体的に表現します。ロウによる木
の幹の質感表現や奥行きを出すた
めぼかし方なども同時に学んで下さ
い。色は自由です。

技術があっても自分のデザイ
ンが思うようにできない。色彩
感覚や自分の感性を引き出
したいという方達の為にスケッ
チでモノを観察、理解し、それ
をデザイン化していく方法を
学びます。

夏なのでFカラーで火を使わずに浸
染をします。お一人に4枚の木枠を
お渡しします。デブ猫とパンダのシル
クスクリーン捺染を楽しんで下さい。

夏なのでFカラーで火を使わずに浸
染をします。お一人に4枚の木枠を
お渡しします。デブ猫とパンダのシル
クスクリーン捺染を楽しんで下さい。

夏の星座の白鳥座と琴座を、
銀箔も使い友禅とステンシルで
表現します。

H70×W44
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H50×W180

12 紺屋藍染「糊染と絞り」
染めものアラカルト／桜井 敦史

開催日：8/28火

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

中級

中級

15 

16 ショルダーバッグ 
レザークラフト／山﨑 昌子  

開催日：8/6月

受講料： 6,480円
教材費：16,200円
［持参するもの］
○カッター○ハサミ○のりベラ
●使い捨てライター●定規
●筆記用具●エプロン

14 絹のストール桔梗色（赤紫色）に染める
草木染 ／山崎 和樹

開催日：8/31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

初級

初級

白糊を色々な粘度に作り分け、型置き、筒描き、フリーハンドなどの技法を
使いオリジナルなデザインを藍染めします。絞りの技法もお教えします。

13 紺屋藍染「糊染と絞り」
染めものアラカルト／桜井 敦史

開催日：8/29水

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

初級

白糊を色々な粘度に作り分け、型置き、筒描き、フリーハンドなどの技法を
使いオリジナルなデザインを藍染めします。絞りの技法もお教えします。

カラーボタン、カシメを使い、革の色と
反対色のファスナー、タッセルを付け
て個性的なショルダーバッグを1日で
仕上げます。

『 グレイス（Grace） 』  
オリジナルバッグ／谷 秀一 

開催日：7/26木・7/27金

受講料：11,880円
教材費：30,240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

上質な牛革を使い、シンプルなデザイン
に仕上げたガマグチトートバッグです。
サイドポケットにはA4サイズが入ります。

水にインド藍、ブドウ糖、消石灰を加
え加熱、ブドウ糖の還元力で藍建て
して縹色（青色）に染色。コチニー
ルの明礬媒染（赤色）で重ね染めし
て、桔梗色に染色します。ブドウ糖建
ては、家庭でも安全に藍染ができる
方法です。また、藍の発酵建て、コチ
ニール染めの講義も行います。

 H23×W32×D14

H20×W30×D6

革
工
芸



H14×W20

H15×W24×D12

初級

初級

初級17 『 トリニティー（Trinity） 』
オリジナルバッグ／谷 秀一

開催日：8/7火

受講料：6,480円
教材費：22,680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

開催日：8/10金

受講料：6,480円
教材費：3,780円

［持参するもの］
○彩色筆中○ハサミ○目打ち
●先細ヤットコかピンセット●筆記用具
●エプロン●タオル

18 スイングネックレス
レザーアート ／森 悦子

19 生革でブローチ  

シンプルトートバッグ  

暮らしの中の革工芸／畑中 静子

革作家／三浦 国重
20

開催日：8/27月

受講料：6,480円
教材費：3,780円

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

開催日：8/29水

受講料：6,480円
教材費： 8,640円

［持参するもの］
○カッター○ハサミ○菱目打ち6ミリ2本・4本
●ヤットコ（小さな先細ペンチ）●筆記用具

特殊な漉き方でキルト風加工をし、花弁
モチーフをあしらいました。内縫い技法の
基本要素が全て詰まった形です。
初心の方～中級の方まで楽しんで
いただけると思います。

大輪で真紅のダリアは華やかで優雅な佇まいが何とも素敵です。花言葉には
「感謝、華麗、優雅」などの言葉が用いられています。今回はその真紅のダリ
アをブローチに制作いたします。また、大きさ色の変化により多様なアクセサリー
に表現できるものを楽しみます。

シンプルなカタチで、後からいろいろと応用できるデザインです。持ち手に
一工夫あり、しっかりしていながら、やさしい握り具合になっています。

中級

胸もとで揺れるネックレス
です。花芯のドイツビーズ
がポイントで個性的な黒
い花はどんな、ウェアーに
もフィットする事でしょう。

高田馬場教室 講習時間 10:30～16:00

革
工
芸



2018 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４日（月）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。

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。

2018 SEIWA Summer Course


