
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17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。

2022夏期講習
SUMMER COURSE 2022

染色、レザークラフトの短期17講座［申し込み受付中］



中級01 「波に魚」文様　
 紅型染 ／ 坂本 道枝

開催日：7/25月・26火・27水
受講料：15,400円　教材費：4,400円 ※額なし

［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）
●筆記用具●エプロン●タオル

02 基本のデザイン-果物
染色の為のデザイン ／ すずき あき

開催日：7/27水
受講料：6,600円 
教材費 ：1,100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

中級04 ダン紅型おかめ工房
紅型作家・一級表具技能士 ／ 山本 加代子 

開催日： 8/3水・4木
受講料：13,200円　教材費：17,600円 
※箱・掛軸表装代込み

［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

05 藍染

みんなで楽しく〝アイデア絞り〟 

埼玉県伝統工芸士 ／ 新島 大吾

染めもの工房 ／ 森尾 真理子

開催日：8/5金
受講料：8,800円 
教材費： 3,300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

開催日：8/2火
受講料：6,600 　染料代：1,100円
※教材費別途

［持参するもの］
○彩色筆中○青花ペン●スポイト●筆記用具●エプロン●タオル

03

おかめ工房オリジナルの型紙を使い、生麻地の
ミニ掛け軸を染めます。見本用生地は糊置きか
ら水元まで行います。糊置きしてある朝顔柄のミ
ニ掛け軸は色挿しのみ行います。ミニ掛け軸生
地の水元はご自宅で行っていただきます。表装
仕立てはおかめ工房にて行います。

物の見方を養うスケッチから始
めデザイン化していく基本的な
方法を学びます。自分のデザイ
ンが出来るようになると技術が
生かされます。まず基本をしっ
かり知ることでデザインの仕方
に親しんで下さい。

白地型で元気の良い、魚、波、
花の文様を紬生地に染めます。
額に入れたり、バッグに仕立てた
り、自由に楽しめます。

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。半袖Tシャツ
を型染めします。（Tシャツはサイズ約身巾50×
身丈57）追加で店頭の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。

板やザルなど身近な道具と電子
レンジを使って思い思いの染色
を楽しみます。絹、木綿の染料を
用意してますので当日お好きな
素材をお店で購入しての染めと
なります。染料のお話や板締め
絞りの説明をまじえながら、いろい
ろなアイデアを出し合ってユニー
クな染色を楽しみましょう。※染
める物は当日店頭で購入した物
を染めます。

初級

初級

初級

H45×W36

H100×W20

高田馬場教室 講習時間 10:30～16:00

布
の
染
色



初級

初級

初級

中級中級

06 柿渋と墨の手描き染
染色とパターンソーイング ／ 布澤 晴恵

開催日：8/8月
受講料：6,600円
染料代：1,100円
※教材費別途

［持参するもの］
○彩色筆中●硬めの平刷毛5㎝前後
●家庭用ゴム手袋（厚手Lサイズ）
●筆記用具●エプロン●タオル

開催日：8/17水・18木
受講料：11,000円 
教材費：5,500円

［持参するもの］
○水刷毛3㎝○すり込刷毛6号
○ロー筆中○青花ペン●鉛筆2B
●筆記用具●エプロン●タオル

08 ローケツ染タペストリー「引き潮」
そめ・いろアートスタジオ／ すずき あき

09 手雲絞り応用小紋
せんしょく倶楽部 ／ 影山 のり子 

開催日：8/20土・21日
受講料：11,000円
教材費：33,000円

［持参するもの］
●厚手家庭用ゴム手袋●軍手
●2日目に汗をかくので着替えを持参
●筆記用具●エプロン●タオル

10 墨流し染の帯揚げ
染色工芸師 ／ 髙橋 孝之

開催日：8/24水
受講料：11,000円
教材費：6,600円

［持参するもの］
●筆記用具●エプロン●タオル

開催日：8/10水
受講料：6,600円 
教材費： 1,650円

［持参するもの］
○すり込刷毛6号○青花ペン
●ハサミ●カッター●定規
●筆記用具●エプロン●タオル

07 アートなトートバッグ　
ファブリエ・アート ／ すずき あき  

柿渋と墨を筆や平刷毛
を使って、大胆に手描き
します。布だけでなく革に
も染める事が出来ます。
※染める物は当日店頭
で購入した物で楽しん
で下さい。

潮が引く時に描く波の形をデ
ザイン化し様々なロウケツ技
法を使って仕上げます。色を
変えながら、きれいにぼかして
いくテクニックも学んで下さい。
タペストリーにしても額に入れ
ても楽しめます。

夏ですが手雲絞りの応用で着
物を染めます。初めから小紋柄
に染まっている生地を使うため
全員が違う柄に染まります。ご自
分だけの柄を染められる楽しい
講座です。

日本古来よりある、染色技法の墨流し染めで帯揚げを制作します。染料を水の上にのせ
て特殊な櫛や柄棒で柄を作ります。水面の模様を布に写し取り、乾燥させて仕上げます。

ステンシル、スタンプ、マスキング、刷
毛引きなどファブリエの基本技法を
沢山盛り込んでモノクロのモダンな
トートバッグを仕上げます。壁に掛け
てインテリアにしても楽しめます。

H35×W36×D10

H75×W36



2022 SEIWA Summer Course

中級11 本友禅染めによる「タペストリー」
友禅染 ／ 藤木 紀一郎 

開催日：8/25木・26金
受講料： 11,000円　教材費：7,700円 
 
［持参するもの］
○彩色筆小5本●にぎり鋏●筆記用具●エプロン●タオル

中級

中級13 『Ms・Dulles』（ミズ・ダレス）
オリジナルバッグ ／ 谷 秀一

開催日：8/8月
受講料：6,600円
教材費：24,200円

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

縮緬の生地に図案通りに糸目糊置
きをしてから先染めで地色を染めた
あと、各人自由な配色で色挿しを行
います。染め上がった布は「染額」か
「タペストリー」または「バッグ」など
に仕立てて利用できます。とても楽し
い作品作りです。初心者も是非どう
ぞ!
※仕上げの金加工も学習しましょう

（金加工は9月のレギュラー教室に
来ていただくようになります。）

12 紺屋藍染
染めものアラカルト ／ 桜井 敦史

開催日：8/30火
受講料：6,600円　染料代：1,100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

小紋型等を使い糊で藍染め糸
やひもを使って絞り染め、基本
的なことから個人指導をいたし
ます。初めての方から経験者の
方もこの講習会で色々なことを
体験して頂ければ幸いです。
※染める物は当日店頭で購入
した物を染めます。

お洒落なグレージュ色の2wayバッグです。金属製ボスト
ン枠を使ったミシン仕立てが学べます。
ドクターバッグを使ってみたかった方は是非この期会にご
参加下さい。

14 革のろうけつ染
レザーアート研究会  ／ まつだ みちこ 

開催日：8/19金
※10時スタート

受講料：11,000円
教材費： 8,800円※額なし
［持参するもの］
○特選ロー筆中○刷り込み刷毛2号2~3本○刷り込み刷毛8~12号どれか●筆記用具●エプロン

コーンを使って線を描き、染色はぼかし
技法を使って、薄い花弁が透けて見える
幻想的な雰囲気に染めていきます。蝋の
お話、コーンの使い方、ぼかしの染め方、
ひびの入らない蝋の置き方が学べます。

H20×W25

H100×W36

　表記金額は全て、税込み金額です。

H17×W24×D14

革
工
芸



15 手縫いコインケース
革作家 ／ 三浦 国重  

開催日：8/24水
受講料： 6,600円
教材費：5,500円
［持参するもの］
○目打ち●ハサミ
●ヤットコ（小さなペンチ）●筆記用具

初級

初心者向けのお手軽なコバ仕上げです。カバンの隅に入れておい
て、いざというときに役立つ便利なコインケース、カードも入ります。穴
が空いた状態ですぐに縫い始められます

初級

初級

16 1日で縫い上げる革のクラッチポーチ
手縫い革教室講師 ／ 逢坂 綾

開催日：8/26金
受講料：11,000円
教材費：11,000円

［持参するもの］
●筆記用具●エプロン

17 革漉き機講習   
オリジナルバッグ／ 谷 秀一

開催日：8/29月
受講料：7,700円

［持参するもの］
●筆記用具●エプロン

表裏を張り合わせた革を使い、自分だけのクラッチポーチを手縫いで作っ
て見ませんか?サイズは22,5×11×4㎝でお道具入れやコスメポーチにぴった
りの大きさです。取り外しの出来るチェーンを付ければパーティー用のポー
チとしても使えます。
初めから縫い針を指す穴が空いているので初めての方でも簡単に縫うこと
が出来ます。

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。
もちろん皆様それぞれ個別の質問にも、できる限りお答えします。

　表記金額は全て、税込み金額です。

H10×W7

高田馬場教室 講習時間 10:30～16:00

革
工
芸



2022 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（月）より受付けます。

■ 表記金額は全て税込み金額です。

■ 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 
10:00-17:00 ／  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。

2022 SEIWA Summer Course


