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手
紙
絵手紙愛好者のみなさん 
　　　　　　初夏の大崎へいざ出陣 ！！ 

第４回

その１  豪華講師陣による「絵手紙夏の陣 特別教室」を開催
「みて楽しむ」イベント、絵手紙フェスティバルに対して、夏の陣は「学んで楽し
む」イベントを目指し、豪華講師陣による「15」の教室を開催。（要事前申込）
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東日本銀行

（１F くすりの福太郎）

その２週単位で入れ替わる６つの展覧会をご堪能ください。

① 二希の会展  ー研究会その後ー
　2018年５月24日(木)～29日(火) 

② 絵手紙ポストカード集 発売記念原画展
　2018年５月31日(木)～６月５日(火)

③ 大きな紙にかいてみまし展
　2018年６月７日(木)～12日(火)

④ 金子愛子 絵手紙集② 出版記念展
 　2018年６月７日(木)～12日(火)

⑤ 第６回 絵手紙塾 阿の会 個個彩彩展
　2018年６月14日(木)～19日(火)

⑥ 第２回 清水比庵展
　2018年６月21日(木)～26日(火)

絵手紙 夏の陣　講座の紹介
講座の申込方法についてはパンフレットの裏面をご覧下さい。
座席は指定となりました。座席番号は受講票にてお知らせいた
します。
※講座により申込締切日が異なりますのでご注意ください。

・５月28日～６月５日までの講座　  締切　５月15日(必着)
・６月11日～18日までの講座      締切　５月25日(必着)
・６月25日～７月３日までの講座　  締切　６月10日(必着)

「旅の絵手紙」 ～旅も絵手紙も楽しんでいこう～

海外、国内、様々な地へ「旅の絵手紙ツア
ー」を企画しているのとやちえこさん。
旅先で描いたものを紹介しながら、スケ
ッチのポイントをお話しします。授業の
中で実際に鉛筆で描いていただく簡単
な実技もございます。

日時：５月28日(月)　13～15時
受講料：1500円　

①ハガキ 3枚(種類は何でも可)　②鉛筆
③ハガキを手に持って描くための台紙(画板など)

持ち物

木版画で楽しむ絵手紙
木版画には、描く・彫る・摺るという３つ
の楽しさがあります。摺った後にハガキ
をはがす時のドキドキ感は格別です。当
日はシンプルな絵手紙を選び、版木の表
と裏を使う２色刷りに挑戦します。
２回目の方も大歓迎です。

（講師：玉田英子）

（講師：のとやちえこ）

日時：５月29日(火)　13～15時30分
受講料：1500円＋材料費500円　

①ティッシュペーパー　②新聞紙　③彩色筆　④顔彩　⑤パレット　⑥筆洗
⑦彫刻刀(講師お勧めはpowergripの三角刀1.5mm、丸刀3mm、丸刀4.5mm)
⑧鉛筆(HBまたは2B)　⑨ボールペン(赤)　⑩セロテープ　⑪ハサミ　⑫落款
⑬割り箸(1本)

持ち物

絵手紙＋アイデア＝楽しく
絵手紙講師の皆さんは、毎月の教室のカ
リキュラムを何にしようかと悩まれること
もあると思います。
そんな皆さんのお力になれればと楽し
いアイデアを紹介させていただきます。

日時：５月31日(木)　11～13時
受講料：1500円＋材料費100円　

①画仙紙ハガキ ６枚　②ティッシュペーパー　③下敷き　④新聞紙１枚
⑤線かき筆　⑥彩色筆　⑦顔彩　⑧パレット　⑨墨　⑩硯　⑪筆洗
⑫のり(種類は指定なし)　⑬両面テープ(1cm幅)　⑭はさみ　⑮落款　
⑯朱肉(赤)

持ち物

（講師：岡本サヨ子）

消しゴムはんこでオリジナルTシャツを作ろう

モコモコペンや漂白剤を使って、世界に
一つだけのデザインTシャツを作りませ
んか。

日時：５月31日(木)　14～16時
受講料：1500円＋材料費500円　

①消しゴム版(ハガキサイズ) 　②デザインカッター　③三角刀(小)
④トレーシングペーパー　⑤スタンプインク（黒）　⑥鉛筆(2B)　
⑦Tシャツ１～２枚※綿。少し化繊が入っていてもよい、古いものでもよい
⑧雑巾　⑨ティッシュペーパー　⑩新聞紙2日分　⑪カッターマット　⑫メモ帳

持ち物

（講師：江口春畝）

簡単!  紙版画・花や昆虫で暑中見舞いを
 
原画をかき、カッターで切り抜き原刻を作って、
釣鐘墨で乾拓をとり、ハガキに貼ります。言葉を
入れて絵手紙にします。
今回は花や昆虫に挑戦いたします。

日時：６月４日(月)　13～15時
受講料：1500円　

（講師：徳勝弘江）

①画仙紙ハガキ２枚　②半紙 １枚　③ 線かき筆　④硯　⑤墨　
⑥油性ペン(名前を記入する程度の太さ)　⑦カッターナイフ　⑧カッターマット
⑨木工用ボンド　⑩ヤマト糊　⑪はさみ　⑫ 拓本墨(つりがね墨)
⑬新聞紙１枚

持ち物

マイカップ・ハガキの上で大変身！

絵の彩色の仕方はいろいろです。
今回は美しい色の砂を使っての表現で
す。いつもの絵手紙とは一味違った仕上
がりをご一緒に楽しんでみませんか。

日時：６月５日(火)　13～15時
受講料：1500円＋材料費300円　

①ハガキ(信濃) ３枚　②ティッシュペーパー　③新聞紙１枚
④筆ペン　⑤パレット　⑥ウエットティッシュ　

持ち物

（講師：脇 妙子）

古くて小さき俑に親しみをこめて

古い時代の俑を見ていると、素朴でイキ
イキしています。話しかけて近づいてみ
ましょう。見て感じたら、手も動きます。
鉛筆と墨色で楽しみましょう。

日時：６月11日(月)　13～15時
受講料：1500円

①画仙紙ハガキ 5枚　②半紙１枚　③ティッシュペーパー　④下敷き
⑤線かき筆　⑥彩色筆　⑦顔彩　⑧パレット　⑨墨　⑩硯　⑪筆洗
⑫鉛筆(2B～４B)　⑬新聞紙１枚

持ち物

（講師：金子洋子）

夢を彫りこむ彩玉ボード アンティークな作品に

絵、文字、瓦當などを彫り、メタル箔を貼
り、みがきをかけアンティークな作品に
仕上げます。

日時：６月14日(木)　13～15時
受講料：1500円＋材料費500円　

（講師：本田和郷）

①彩玉ボード(ハガキサイズ6mm厚)　②使い捨て歯ブラシ　③新聞紙１枚
④彫刻刀・三角刀（良く切れるもの）
※講座当日のみ講師推奨の彫刻刀を販売します。

持ち物



絵手紙 夏の陣　講座の申込方法
　大崎ウエストギャラリーで配布の講座申込ハガキ（お手持ちのハガキ
も可）、またはFAXに(1)お名前(フリガナ)・(2)郵便番号(3)ご住所・(4)電話
番号・(5)講座名と開催日(午前・午後開催の講座はご希望の時間帯)をご
記入の上、申込期間内に下記住所までご送付願います。
※講座により締切日が異なりますのでご注意ください。
　ハガキまたはFAX１枚につき１講座・１名様でお申し込みください。
　応募者多数の際は、抽選となります。抽選結果は、申込者全員にはがき
にてご案内いたします。
　定員に達しない講座は、申込期間終了後も、お電話(絵手紙株式会社 
03-3490-3097)にて空状況をご確認の上お申し込みいただけます。受講
料と材料費は、当日、現金にてお支払いください。
　キャンセル料は発生いたしませんが、講座当日、前日のキャンセルは、資
料等をご準備いただく講師のかたのご都合もありますので、キャンセルの
際は、できるだけお早めに大崎ウエストギャラリーまでご連絡ください。

<申込・問合せ先>
〒141-0032　東京都品川区大崎3-6-7 パークハイツ大崎3F 
大崎ウエストギャラリー「講座申込」係 　　FAX　03-3490-3358　

お名前

ご住所

電話番号

フリガナ

講座名

開講日
（複数回のものは初回開講日をご記入ください）

　　月　　日　　　時～

受講希望者のお名前・ご住所・電話番号、講座名、開催日をご記入ください。

ー郵便番号 □□□　□□□□

（アパート・
マンション名）

おひとり様、何講座でもお申し込みいただけますが、ハガキ１枚につき、
１名様、１講座でお申し込みをお願いします。
複数講座をお申し込みいただく際はコピーしてお使いください。

絵手紙 夏の陣 講座申込

墨の風景スケッチ(彩色と墨絵)

プロジェクターに写る風景を見ながら、
外でかいている気分を味わうように墨
でかいてみましょう。
半紙やハガキに色をつけたり、墨一色
もありです。

日時：６月15日(金)　13～15時
受講料：1500円

（講師：中井桂子）

①画仙紙ハガキ 10枚(普段使っているもの)　②  半紙 ５枚　③ 特大信濃 １枚
④ティッシュペーパー　⑤ 下敷き　⑥新聞紙　⑦ 線かき筆　⑧ 彩色筆　
⑨ 顔彩　⑩ パレット　⑪ 墨　⑫ 硯　⑬ 筆洗(水入れ)　⑭雑巾

持ち物

いろいろな筆の線を見つけよう

モチーフも、筆の動きも、かき慣れた自
分の世界を離れて、新しい筆の動きを
発見しましょう。

日時：６月18日(月)　
　　   ①11～13時または②14時～16時　

受講料：1500円＋材料費250円

（講師：絵手紙塾 阿の会）

①ティッシュペーパー　② 下敷き　③新聞紙１枚　④ 線かき筆　⑤墨　
⑥ 硯　⑦ 筆洗(水入れ)　⑧小皿２枚　⑨スポイト

持ち物

※ご希望の時間をお選びください。

がくさんの絵手紙人のためのけしゴム印教室

絵手紙の紙の大きさに合わせて、自分で彫っ
た30mm角の落款や小さな一文字印をつくり
ませんか。季節に合わせた言葉印で風情が加
わります。

日時：６月25日(月)　13～15時30分
受講料：1500円＋材料費100円

（講師：小野寺がく）

①カッターナイフ(消しゴムを切る時に使用します)　②朱肉(印泥ではないもの)
③コピー用紙２～３枚(試し押しに使用)　④消しゴム版(ハガキサイズ)
⑤カッターマット　⑥鉛筆またはシャープペン　⑦ティッシュペーパー
⑧厚紙(カレンダーの裏地のような厚い白い紙)　⑨新聞紙１枚

持ち物

ここはおさえたい  色墨の使い方イロハ

墨作り職人が教える「墨の使い方」
彩煙墨を使った絵手紙の楽しみ方や技
法などを実演を交えながらお話しいたし
ます。

日時：６月26日(火)　11～13時
受講料：1500円＋材料費1000円

（講師：堀池雅夫）

①ティッシュペーパー　②下敷き　③新聞紙　④線かき筆　⑤彩色筆
⑥墨　⑦硯　⑧筆洗　⑨雑巾　⑩スポイト　
⑪水墨画用の筆をお持ちの方は持参して下さい。

持ち物

手作りジャバラの絵手紙入れ
（講師：三原智恵子）

①新聞紙　②線かき筆　③彩色筆　④顔彩　⑤パレット　⑥墨　⑦硯
⑧筆洗　⑨雑巾　⑩両面テープ(1cm幅)　⑪はさみ　
⑫モチーフ(置物・花など)

持ち物

日時：６月29日(金)　13～15時
受講料：1500円＋材料費200円

ご自分の絵を表紙にハガキを入れるジ
ャバラの作り方をお教えいたします。
プレゼントにもぴったりです。

垂らし込みで楽しく遊ぼう パート④
大胆に自由奔放に水、絵の具、ダーマトグラフ
のコラボレーション。一瞬の色のマジックを楽
しみましょう。野菜のカットにも挑戦！
※前回パート①、②、③を受けていない方でも受講可能です。

日時：７月２日(月)　13～15時
受講料：1500円

（講師：原 まり）

① ヴィファール水彩紙(中目) 10枚 　② ダーマトグラフ 12色　③ 彩色筆
④ 顔彩　⑤ ピグマペン(0.5～0.8位) ※言葉入れに使用　⑥ティッシュペーパー
⑦ 筆洗 ※色を使うので２～３個に仕切られているもの。なければ紙コップでもよい 　⑧ 雑巾
⑨パレット　⑩新聞紙　⑪白ボールペン(太字　シグノUM-153)　
⑫野菜２個(モチーフとして)　⑬キウイフルーツ１個

持ち物

竹筆でもっと自由に遊びましょう
購入したり自分で作った竹筆を持っているだ
けではもったいない。コツを覚えればすぐに
楽しめます。竹筆がない方には貸出筆もご用
意しています。
初めての方でもお気軽にご参加ください。

日時：７月３日(火)　13～15時
受講料：1500円

（講師：森千景）

① 半紙 10枚　②ティッシュペーパー　③下敷き　④線かき筆　⑤彩色筆
⑥顔彩　⑦パレット　⑧筆洗　⑨雑巾　⑩墨汁　⑪新聞紙　
⑫竹筆又は葛筆(お持ちの方)　⑬土佐和紙(大)※ギャラリーでも販売しています

持ち物

さまざまな角度からスポットを当てた絵手紙の「アイデア集」
絵手紙の彩色、線、墨色、ことば、スケッチ、展示方法など、多岐にわたってご
紹介する１冊です。絵手紙のヒントにぜひお役立てください
各 1,728 円(税込)　お得な３冊セット 4,728 円(税込)もあります。

絵手紙 夏の陣　講座の紹介
講座の申込方法についてはパンフレットの裏面をご覧下さい。
座席は指定となりました。座席番号は受講票にてお知らせいた
します。
※講座により申込締切日が異なりますのでご注意ください。

・５月28日～６月５日までの講座　  締切　５月15日(必着)
・６月11日～18日までの講座      締切　５月25日(必着)
・６月25日～７月３日までの講座　  締切　６月10日(必着)


