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絵手紙 冬の陣　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。
受講生の持ち物について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。

・2月1日～10日までの講座　  締切　1月20日(必着)
・2月15日～25日までの講座　締切　1月31日(必着)

さまざまな筆記具を使って
　　　　　　　　 楽しむ絵手紙
カラーペーパー、クラフト紙などいろいろな紙
にさまざまな筆記具（ダーマトグラフ、クーピ
ー、カラーペン）などでバリエーションを楽しみ
ながら描いていただきます。

日時：２月１日(水)　13～15時
受講料：1500円　材料費100円

（講師：原 まり）

「一閑張り」～そのメカニズムと解説・実演・実習～

一閑張りで一番大事なことは「下地処理」と「引
張り強度」です。
限られた時間の中で、一閑張りの全行程をお
伝えし、その大事な部分、メカニズムを解説、
実演、実習していただきます。

日時：２月２日(木)　13～15時
受講料：1500円　材料費1000円

（講師：宮脇泰彦）

やさしい墨彩画教室 Part ③

墨は生きものです。
美しさを求めて濃墨と紙の白とのコントラス
ト、淡墨の作り方など、墨をいつくしみながら
さまざまな墨表現を楽しんでいただきます。

日時：２月３日(金)　13～15時
受講料：1500円　

（講師：清野章子）

お教室に役立つ絵手紙お雛様
巡り来る季節、親しいかたへのプレゼン
トに、お教室でも役立つ変わりダネ絵手
紙はいかがですか。今回は季節にあわ
せてお雛様を作りますが、応用すれば絵
手紙に立体感を出す参考になります。

日時：２月７日(火)　11～13時
受講料：1500円　材料費200円

（講師：斎藤サダ）

スチレンボードを彫って
                                楽しく押そう
図案をスチレンボードにカーボン紙で写し、デ
ザインカッターで彫っていく . . . 。
消しゴムはんことは違った素朴な味わいがあ
り、大きい作品を作るのにも適しています。

日時：２月７日(火)　14～16時
受講料：1500円　材料費250円

（講師：江口春畝）

簡単！  紙版画

瓦當や画像磚の原画をかき、カッターで切り
凹凸を作って乾拓でとります。
今回は巻紙に挑戦していただきます。

日時：２月８日(水)　13～15時
受講料：1500円　

（講師：徳勝弘江）

今日だけ左利きになってみましょう

竹ペンは描き方によって、筆の線とはまった
く違った味のある線がかけます。
竹ペンや筆を使って、きき手とは逆の手でか
いてみることで、思いがけない線や字がかけ
るかもしれませんよ！
※竹ペンはギャラリーでも販売しています。

日時：２月４日(土)　11～13時
受講料：1500円　材料費200円

（講師：林 典子）

良い年を願って百福文字を
    　　　　　　学んでみませんか
古くから「福」という漢字を百種類の字体で書
いた掛け軸などを家に飾っておくと、特別な福
がもたらされるといい伝えられてきました。 
2017年が良い年になるように、みなさんで「百
福」をかいてみませんか。

日時：２月10日(金)　11～13時
受講料：1500円　材料費100円

（講師：阪本里美）

オリジナルな紙拓本の元本を
　　　　　　 反古ハガキで作ろう
反古はがきを活かして、絵柄を描いて凹凸が
でるように仕立てていきます。
暑さ、寒さのお見舞いや、日常のお便りに活用
の場は盛りだくさんです。

日時：２月10日(金)　14～16時
受講料：1500円　材料費150円

（講師：脇 妙子）

楽しいスケッチ教室

美しいと感じた風景をスケッチするに
はどうしたらよいか？
場所の切り取り方、どこからかき始めれ
ばよいのか . . . などのポイントを解説し
ながら、後半ではスライドに映し出され
た風景を実際にかいていただきます。

日時：２月９日(木)　13～15時
受講料：1500円　材料費100円

（講師：菅千代子）

ほ ご

2017年２月１日(水)～10日(金)日時 10:30～17:30
※最終日16時まで 冬の陣開催期間中 (2/1～10、2/15～25) は

絵手紙教材 (書籍と一部商品除く )が
なんと‼ 23%引き

冬の陣開催期間中 (2/1～10、2/15～25) は
絵手紙教材 (書籍と一部商品除く )が

なんと‼ 23%引き

山路智恵 絵手紙展

2020年東京オリンピック・パラリンピックを応援する気持ちで、畳大の大
きな和紙に「東京百景」をかいています。人とのふれあいや四季の風を感
じながら出会った東京。これからも絵手紙で東京の魅力を再発見しなが
ら、歩き続けます。皆さまのお越しをお待ちしております。 （山路智恵）



絵手紙 冬の陣　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はがき（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 冬の陣 講座申込

ボンドとゴム印で作る
   　　　　　　楽しい工作絵手紙
ボンドで絵と字を描くと、ボンドの部分が浮き
上がり面白い表現ができます。
消しゴム印とコラボしておしゃれな絵手紙は
いかがですか。

日時：２月17日(金)　11～13時
受講料：1500円　材料費300円

（講師：高津紅林）

彩玉ボードと皮のコラボ

彩玉ボードを筋彫りした上に濡れた
皮をのせ、押し込み、皮を反転すると
浮き彫りになります。最後に染液で皮
を染めて味わい深い作品ができあが
ります。

日時：２月17日(金)　14～16時
受講料：1500円　材料費500円

（講師：本田和郷）

葛筆を作ってみませんか
夏の陣では竹筆作りに挑戦していただき
ましたが、今回は葛筆を作る時のポイン
トなどを解説していただきます。参加され
た方にはお持ち帰り用の葛の木を２本用
意しています。
ご自宅で挑戦してみてください。

日時：２月18日(土)　13～15時
受講料：1500円　材料費200円

（講師：鈴木啓子）

孫からみた清水比庵 (講演会)

短歌、書画に親しみ、歌・書・画三位一体の
芸術として独自の境地を開いた清水比庵。
ギャラリーでの展を記念して、お孫さんであ
る固氏に清水比庵とはどのような人物だっ
たかを語っていただきます。

日時：２月15日(水)　13～15時
受講料：1500円

（講師：清水 固）

墨を楽しむ

墨作り職人が伝える、「墨ってこんなに面白い
！」をテーマに墨の誕生から作り方までの話、
彩煙墨の使い方、絵手紙での楽しみ方などを
実技を交えてお話します。

（夏の陣で開催された講座と同じ内容です）

日時：２月22日(水)　11～13時 
受講料：1500円　材料費700円

（講師：堀池雅夫）

墨を点・線・面で楽しむ

絵、字は点、線、面の組み合わせです。互いが影響
し合って作品が作られます。
楽しくわかりやすく解説し、絵手紙をかく時にい
かしていただきたいと思います。
※以前に「墨を楽しむ」講座受講した方対象

日時：２月22日(水)　14～16時
受講料：1500円　材料費300円

（講師：堀池雅夫）

がくさんの初級・中級けしごむ印講座
「全紙大」の大きさで、絵手紙を描く方が、
増えているようです。半切には、20ｍｍ。
全紙大には、30ｍｍの落款があいます。
また、絵手紙に合う柔らかな文体になる
コツもあります。初心者のかたでも作るこ
とができるように楽しく指導します。

日時：２月24日(金)　11～13時
受講料：1500円　

（講師：小野寺がく）

視る力、筆の力 清水比庵展で学ぼう！
ギャラリーでの清水比庵展の開催に
合わせて、ただ視るだけではなく、比
庵さんが大切にしている心は何か？
比庵さんは何を伝えたいのかを考え
てみます。自分の心に響く画や書を見
つけて折帖に描きとめます。美術展を
みる時の参考にもなります。

日時：２月20日(月)　13～15時 
受講料：1500円　材料費500円

（講師：絵手紙塾 阿の会）

クラフトお祝い絵手紙

ちょっとひと手間かけて、手作りカード
に絵手紙を添えてみませんか。
贈って楽しく、いただいてうれしいお
祝い絵手紙です。

日時：２月25日(土)　11～13時
受講料：1500円　材料費200円

（講師：岡本サヨ子）

 かんたん‼ アート表装で
                                    手まり作り
あら不思議‼　ビックリ?　色紙の上に
切って、貼って . . . 、
素敵な表装作品のできあがりです。
ご自宅に飾ったり、親しい方へプレゼン
トするのにいかがですか。

日時：２月25日(土)　14～16時
受講料：1500円　材料費500円

（講師：須賀紅翠）

 割り箸で太く細く描いてみよう

日々の生活に絵手紙を取り入れてい
る橘川芳恵さん。普段なかなかかくこ
とのないお魚類を、割り箸を使ってみ
なさんでかいてみませんか。

日時：２月24日(金)　14～16時
受講料：1500円　材料費250円

（講師：橘川芳恵）

～ 比庵に学ぶ ～清水比庵展
2017年２月15日(水)～25日(土)日時 10:30～17:30

※最終日16時まで

短歌、書画に親しみ、歌・書・画三
位一体の芸術として独自の境地を
開いた清水比庵。お孫さんである
固氏のご協力により貴重な作品
40～50点を展示いたします。


