
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18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。

2019夏期講習

SUMMER COURSE 2019
染色、レザークラフトの短期18講座［申し込み受付中］



中級01 更紗柄本友禅名古屋帯
友禅染 ／ 藤木 紀一郎

開催日：7/22月・23火

受講料：11,000円
教材費：23,000円

［持参するもの］
○彩色筆小4本○鹿毛刷毛5寸
●にぎり鋏●筆記用具●エプロン
●タオル

02 おかめ工房モダン紅型  
型染め・紅型作家 ／ 山本 加代子

開催日：7/24水

受講料：6,000円 
染料代：8,000円

［持参するもの］
○すり込刷毛0,5号1号各5本 1,5号3本
●筆記用具●エプロン●タオル

中級

中級

04 泥染と藍染の泥の型染め
染色とパターンソーイング ／ 布澤 晴恵 

開催日： 7/26金

受講料：6,000円
染料代：1,500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

05 紅型ストール

絹ストールを萌葱色に染める

紅型染 ／ 坂本 道枝

草木染 ／ 山崎和樹

開催日：7/30火・31水・8/1木

受講料：14,000円 
教材費： 6,000円
［持参するもの］
○紅型用すり込刷毛0,5号1号1,5号2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

開催日：

7/25木

受講料：6,000円 
教材費：6,000円
［持参するもの］
●厚手家庭用ゴム手袋●薄手木綿手袋
●汚れてもよい服装●筆記用具
●エプロン●タオル

03

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
い藍染めが体験できます。また泥
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。

おかめ工房オリジナルの型紙を
使い、糊置きのデモンストレーショ
ンをいたします。麻帯地を使い、
金魚柄、2柄を色挿しから水元
まで行います。テーブルセンター、
タペストリー、額絵としてお使いい
ただけます。ご希望の方はうちわ
の仕立てをお受けします。※仕
立代別（うちわ立て、箱付き4500
円税別）

三種類（？）の「白」を使い分け
て、紬地でどんな着物にも組み
合わせの出来る便利な更紗文
様本友禅染の名古屋帯を作りま
す。※配色の変更も自由に出来
ます。
※事前に「糸目糊置き加工」を
しておく事も出来ます。（加工代
別途３０００円）

白地型、花唐草文様-白地のすっきりした、
牡丹の文様を使ったストールを染めます。
牡丹花柄の色、配置は変更できます。

インド藍をブドウ糖で還元建てして浅
縹色に染色、黄蘗（キハダ）で重ね染
めして萌葱色に染めます。インド藍の
還元糖建てや黄蘗染めについて詳し
くご説明もおこないます。

初級初級

H36×W100

H50×W150

H50×W180

高田馬場教室 講習時間 10:30～16:00

布
の
染
色



初級中級

中級

中級

06 ローケツ染で描く静物画 
そめ・いろアートスタジオ／すずき あき

開催日：8/5月・6火

受講料：11,000円
教材費：3,000円

○すり込刷毛6号
○すり込み平刷毛6号
○ロー筆中○彩色筆小
○金巻刷毛8号（25㎜）
○青花ペン●カッター
●筆記用具●エプロン●タオル

開催日：8/19月

受講料：6,000円 
教材費：3,000円

［持参するもの］
○すり込刷毛6号2本○彩色筆小
○青花ペン●カッターナイフ●定規
●筆記用具●エプロン●タオル

08 ファブリエでカラフルTシャツ
ファブリエ・アート ／ すずき あき

初級 09 紬地「蝶」のタペストリー
友禅染 ／ 藤木 紀一郎

開催日：8/20火・21水

受講料：11,000円
教材費：12,000円

［持参するもの］
○鹿毛刷毛5寸○彩色筆小3本
○すり込差し刷毛
○すり込平刷毛5号3本●にぎり鋏
●筆記用具●エプロン●タオル

10 シルクスクリーンで石畳柄着物を染める
せんしょく倶楽部 ／ 影山 のり子

開催日：8/22木・23金

受講料：11,000円
教材費：30,000円

［持参するもの］
○スキージ○ナイロン筆○青花ペン●筆記用具●エプロン●タオル

開催日：8/8木

受講料：8,000円 
教材費： 3,500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

07  藍染
埼玉県伝統工芸士 ／ 新島 大吾  

ローケツ染技法で果物の
静物画を描きます。レモン
や洋梨はまきロウで、ぶどう
はロウの濃淡で仕上げま
す。刷毛引きによる、せき出
し方法も一緒に学んで下
さい。

直線や四角、三角などテープを
自由にカットしてTシャツに貼り
ファブリエで様々な色を重ね染め
してから、テープをはがすと白い
柄が現れます。鮮やかな色やシッ
クな色など自分の好みの色で仕
上げましょう。

蝶の舞う民芸調のタペストリーを
友禅染で作ります。配色の変更
は自由です。仕上げにファブリエ
を使って面白さを出します。（初
心者でも大丈夫です。）
※事前に「糸目糊置き加工」を
しておく事も出来ます。（加工代
別途2000円）

シルクスクリーンで好きなように石畳を組み合わせて柄を置きます。
防染助剤入りの染料なので遠方の方は2日目に地染めまで終わらせて完成します。

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。七分袖Tシャツ
を型染めします。（TシャツはFサ
イズ約身巾53×身丈60）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。

H150×W75

H25×W30
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中級11 シルクスクリーンで石畳柄着物を染める
せんしょく倶楽部 ／ 影山 のり子

開催日：8/24土・25日

受講料： 11,000円
染料代：30,000円 
 
［持参するもの］
○スキージ○ナイロン筆○青花ペン
●筆記用具●エプロン●タオル

中級14

15 真鍮金具を磨きます! 
革作家 ／ 三浦 国重  

開催日：8/7水

受講料： 6,000円
教材費：6,000円
［持参するもの］
●筆記用具

13 夏野菜デザイン-私のゴーヤ
染色の為のデザイン ／ すずき あき

開催日：8/23金

受講料：6,000円
教材費：1,000円

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

初級

初級

シルクスクリーンで好きなように
石畳を組み合わせて柄を置き
ます。防染助剤入りの染料な
ので遠方の方は2日目に地染
めまで終わらせて完成します。

12 紺屋藍染
染めものアラカルト ／ 桜井 敦史

開催日：8/28水

受講料：6,000円
染料代：1,000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

紺屋藍を使った、しぼりとボカシです。濃、中、淡を用意して、ボカシ染めをし
ます。型紙も用意してありますので、藍の型染めにもチャレンジ出来ます。

経年変化を楽しめる真鍮金具、その魅力をさらに引き出すためにひ
と手間加えます。今回はシンプルなバックルを使い、基本的な2つの
仕上げを紹介します。
※ベルトの部分は付きません。バックルだけの加工です。
※加工に使う工具類は材料代に含まれています。

メッシュポケットショルダー
レザークラフト ／ 山﨑 昌子 

開催日：7/25木・26金

受講料：11,000円
教材費：7,000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

軽くて使いやすく、ファスナーを開けたら
仕切りがあり、携帯やサイフなどが入りま
す。お財布代わりに使ってもOK!黒革
に白革を編み込んでメッシュにします。
メッシュ部分の柄はアレンジできます。

デザインを学ぶと物の見方や感じ方
が変わります。夏を代表するゴーヤを
スケッチしながら良く観察しゴーヤ特
有の面白いデコボコやカットした切
断面などの形を見いだしましょう。デ
ザインを学ぶ第1歩にして下さい。

H14×W25×D2

　表記金額は全て、税抜き金額です。

革
工
芸



初級

初級16 生革ブローチ「カーネーション」
暮らしの中の革工芸 ／ 畑中 静子

開催日：8/19月

受講料：6,000円
教材費：3,000円

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

17 『Juno（ジュノー）』  

革漉き機講習  

オリジナルバッグ ／ 谷 秀一

オリジナルバッグ／ 谷秀一
18

開催日：8/29木

受講料：6,000円
教材費：23,000円

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

開催日：8/30金

受講料：7,000円

［持参するもの］
●筆記用具●エプロン

生革を素材としてブローチを作ります。
可愛らしい赤のイメージがあるカーネーションですが
今回は新種で大人っぽい雰囲気をだしたカーネーションのお花です。

三角町が可愛い、斜め掛けもできるシンプルな巾着バッグです。
そしてなんと・・・リックサックにもなります!正面と背面と内部に
ファスナーポケットはあります。

革漉き機の基本的な使用法とメンテナンスに加え
バッグや小物を作る上で各パーツ類に施す革の漉き方
そして知っていると便利な必殺技までを実演しながらご説明します。

中級

H30×W27×D12

　表記金額は全て、税抜き金額です。

高田馬場教室 講習時間 10:30～16:00

革
工
芸



2019 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２７日（月）より受付けます。

■ 表記金額は全て税抜き金額です。

■ 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。

2019 SEIWA Summer Course


