定期継続講座：編み物教室
マテリアルショップ

大木洋子 手編みフリーレッスン
■9月11日(火)･14日(金)・24日(月・祝振)

各ワークショップはご予約制です。

①午前10時～午後1時 ②午後2時～5時

※ご予約は開催前日の午後5時までとさせていただきます。
※各ワークショップともお申し込み人数が定員に達し次第、予約受付を終了させていただきます。

「編みものをやってみたい」という初心者の方から、経験者の方まで
お好きなものを編むフリーレッスンです。編みものの楽しさを味わって
ください。

お問い合わせ・ご予約 電話03（3462）3324<直通>

講師：大木洋子
参加費：1,080円
定員：各回8名

★くわしくはスタッフまでおたずねください。また、店頭にて作品見本を展示しております。

定期継続講座：毎月開催のワークショップです。ご自身のレベルに合わせて学ぶことができます。
マテリアルショップ

ラ・メルヘンテープでつくる
きらきらバッグ＆小物

■9月5日(水)･22日(土)
①午前11時～午後1時 ②午後2時～4時
光沢があるラ・メルヘンテープを使って、バッグや小物をつくってみ
ませんか？棒針編み・ネット編み・結びの技法でお好きな物をつくれま
す。※初回の方は、店頭サンプルよりお選びください。

～
月2回
第1水曜日
土・日に1日

講師：松崎悦子 定員：9月5日(水) 各回定員10名
参加費：1,080円
9月22日(土)各回定員8名
※材料は別途マテリアルショップにてお求めください。
お色は当日先着順にてお選びいただきます。

◆持ち物
作品によって異なる為、スタッフまでお問い合わせください。

マテリアルショップ

デコパッチ体験教室

マテリアルショップ

①午前11時～午後1時 ②午後2時～4時

それぞれ最終受付時間は終了30分前まで

講師：原村香緒里
参加費：540円+材料費

■9月7日(金)

～

すずきりえこ 好きな毛糸で編物を
基礎から学べるワークショップ
月2回
第1木曜日 ■9月25日(火)
①午前10時30分～午後12時30分 ②午後2時～4時
第3水曜日

※材料は別途マテリアルショップにて

講師：すずきりえこ ※編み図製作の場合別料金1,620円～をいただきま
参加費：2,160円 す。編み図の難易度によって料金が異なります、予
めご了承下さい。
定員：各回6名
◆持ち物 クラフトハサミ、編針、編み図など編み物に必要なもの。

お求めください。
※かぎ針または棒針も当日お求め
いただけます。

※使用する毛糸はお好きなものをお持ちください。
当日サンイデー店頭でご購入いただくことも可能です。

◆持ち物 かぎ針または棒針

※今月は第５土曜日に開催

サニーサイド きむらななえ：ワイヤークロッシェの教室です
【はじめてさんのカンタン！ワイヤークロッシェ】

■9月2日(日) 午前10時30分～午後12時30分
さっと首にかけるだけで装えるラリエッ
トをつくります。7/0号針で大胆に編みま
しょう！※完成作品サイズ：約75㎝

第2日曜日

ハワイアンキルトが初めての方にも分かりやすく説明をさせていただきますので、安
心してご参加いただけるレッスンです。たくさんの色に触れ合いながら、楽しくハワイ
アンキルトを体験してみませんか？
講師：キルト＊マルシェ 柳川真奈子
参加費：2,900円 ※初めての方は材料費として別途3,450円
いただきます。
定員：8名
◆持ち物 裁縫道具 糸切りばさみ、布用はさみ

■9月2日(日) 午後1時30分～3時30分
かぎ針編みの技法で、ワイヤーを編んでアクセサリーをつくる「ワ
イヤークロッシェ」。著書『ワイヤークロッシェのアクセサリー』
(文化出版局)掲載作品をベースに、くさり編みから徐々にステップ
アップ。
参加費：5,940円から
定員：8名

マクラメジュエリー
第2水曜日 ■9月18日(火)

ヨーロッパ伝統のクラシックレース、タティングレース。糸の美しさが織りなす繊細
さが魅力のレースは、近年とても人気です。一目ひとめ結んでつくるこのレースを、基
礎から手ほどきします。初心者さんには基礎の基礎から、習熟してきた方にはご自身の
テクニックに合わせて、丁寧に指導します。
※お申し込みの際、タティング
レースの経験（まったくはじめ
て・すこしチャレンジしたことが
あるなど）をお伝えください

午後1時30分～3時30分

第3火曜日

※作品②～③はブレスレッ
トのキットです。2本分の
ひもが入っていますが、当
日チャームが付いているブ
レスレット1点のみおつく
りいただきます。

◆持ち物 タティングシャトル、糸切りばさみ、
レース針（8号程度）※初回の方は不要

基本の5ステッチから学ぶ
スモッキング刺繍
第3水曜日 ■9月20日(木)

講師：マクラメ＊アレグノット
工藤すみ子
参加費：初回の方…4,444円
2回目以降の方…2,500円+キット代
定員：8名
◆持ち物

午後1時30分～5時

※ご予約時に何回目のご受講かお申しつけください。
※書籍をテキストに進めますが、掲載作品だけでは
なく、レシピがついたオリジナルのものも制作いた
します。
※ワイヤーや材料の販売もいたします。
またワイヤーの値段が上下しますので、参加費が変
更になる場合がございます。あらかじめご了承くだ
さいませ。

第2木曜日

布クロスでつくる

イタリアンカルトナージュ

～

イタリアンカルトナージュ
革で仕上げる回転式カードケース14枚用
（お花の革タッセル付き）

■9月13日(木) 午前10時30分～午後1時
カルトナージュの本場イタリアで学び、イタリア直輸入のカルト
ナージュ材料専門店「カルタフィオッコ」を主宰する川村千春さん
による、イタリアンカルトナージュの基礎を学ぶワークショップで
す。
参加費：5,610円
定員：8名
◆持ち物 カッター、紙用はさみ、50㎝長金属定
規、幅広のはけ、ボンド、ボンドを薄めて入れる容
器、モデラー、のり付け用チラシ、のり拭き用ミニ
タオル

サンイデー限定デザインの新作です。
手芸をするときに必要なお道具の収納をシリーズ
で揃えてみました。

■9月13日(木) 午後2時～4時
丈夫で一生ものの革を使用して、ちょっと本格的な仕立て
の革のカードケースとお花のタッセルをカルトナージュの手
法を応用して作ってみましょう。

①定規ケース30cm用または60cm用
②携帯用裁縫箱
③はさみ・目打ちなどの携帯用収納ケース
初回はご予約の際に①･②･③から、つくりたい作品
をお選びいただき、２回目からは先生と相談の上その
都度お好きなものをおつくりいただきます。

参加費：6,264円
定員：8名
◆持ち物 定規、目打ち、カッター、モデ
ラー、ボンド、合皮用ボンド、
のりベラ ※定規以外は、当日教室にてご購
入いただけます。

※日時・メニューは変更・中止になる場合もございます。あらかじめご了承ください。
【難易度の目安】各ワークショップには難易度の表記があります。ご自分の実力にあったワークショップをお選びいただけます。
難易度：★…はじめてさんでも大丈夫！基本の「き」から学べます。

難易度：★★★…中級（ある程度の経験のある方対象です。）

はさみ

※その他の道具について、
初回の方にはお貸し出しいたします。

木枠で織る手織り教室
【都合により終了いたしました。】

【講座詳細】
簡単なものからスタートし、徐々にステップアッ
プしていく連続ワークショップになります。初回ご
参加の月は必ず「クロッシェボールのピアス（イヤ
リング）」を受講してください。

カルタフィオッコ 川村千春：カルトナージュの教室です

マクラメの技法をアクセサリーづくりを通して習得するワークショップです。初心者
コースから上級者コースまで、少しずつステップアップしながら、マクラメを楽しみま
しょう。※初回ご参加の方はお申し込みの際、おつくりいただく作品を①～③からお選びください。
※2回目以降ご参加の方はスキルに合わせ、キットからお好きなものを選び、おつくりいただきます。

ビーズマット、工具類（平ペンチ、ニッパー、丸ペンチ）
※工具類はお貸出いたします。
※書籍とかぎ針は事前にご用意ください。

※めがねが必要な方は忘れずにお持ちください。
※必要な道工具はお貸出しいたします。

第2水曜日

布用ハサミ

タティングレースを楽しもう

午前10時30分～午後12時30分

◆持ち物 かぎ針（3/0、5/0、7/0号）、レース針2号、
◆持ち物 なし ※かぎ針7/0号使用。

講師：歌川智子
※「おりりん」は貸し出しいたします。
参加費：初回の方 3,888円
ご希望の方は、2,366円でご購入も
いただけますので、お問い合わせ
2回目以降の方
ください。
3,240円+キット代
定員：8名
◆持ち物 麻ひもの繊維落ちが気になる方はエプロン、

※初心者用のお道具セット
(チャコペン・指抜き・ハワイアンキルト用針セット)を1,800円で別途
販売いたします。ご希望の方はご予約時、販売員にお申し付けください。

午後1時30分～3時30分

午前10時30分～午後12時30分

※表示価格は本体価格に消費税額を加えた「お支払い総額（税込価格）」となっております。

～
第4木曜日

スモッキングとは、生地を寄せてひだをつくり、そのひだをすくいながら、独得の亀甲
木枠で楽しむ手織り教室です。手軽な織り機でキリム織りやタペストリー、テーブルク
模様を刺繍するヨーロッパの伝統技法です。見た目は難しく思われがちですが、基本をマ ロス、またはマフラーなど長いものも織れ、簡単なものから難易度の高いものまで幅広い
スターすれば、刺繍が初めての方でも、きっとできる様になりますので、お楽しみいただ 織りがこれ一台で楽しめます。Ichi.coの教室がはじめての方は小さなマット（別途材料費540円か
ら）をつくっていただきます。
ければと思います。
講師：ichi.co 朝長伊智子 ※時間内に完成しないものも
講師：手づくり日和 藤江雪絵
あります。予めご了承下さい。
参加費：4,320円+キット代
※受講されるレッスン･選ばれる
参加費：3,780円
定員：5名
材料等によって金額が異なります。
定員：8名
◆持ち物 ものさし(30㎝ほど)･糸切りばさみ
織り機:(写真と同タイプの織り機・織幅26㎝以上)
◆持ち物 フランス刺繍針7号（3～4本）、
※同タイプの織り機をお持ちでない方は、織り機をご購入いただきます。
スレダー、糸切りバサミ
申し込み時にお申し出ください。…4,510円(45㎝×33㎝織幅26.5㎝)

～

サニーサイドのワイヤークロッシェ

引き抜き編みのラリエット

参加費：6,372円
定員：8名

カンタン輪織り機おりりんを使って、デニムテープを織り込む可愛いポーチをつくり
ましょう。織り機はレンタルしますので、手軽にご参加ください。連続受講できる方に
は、本格的なバッグづくりもお教えします。

第4火曜日

初心者から熟練者までご参加いただけるフリー編み物教室。小物やセーターなどお好
きなものを楽しく編みましょう。サイズ直しやオリジナル作品などのご相談も承ります。
また、この編み方が解らないという方など、1回限りのレッスンも大歓迎です。

編み物のフリーレッスンです。お客さまのお好みのものをおつくりいただけます。
どうぞお気軽にご参加ください。

おりりんレッスン

第1金曜日 ■9月12日(水)

午前10時30分～午後12時30分

■9月19日(水)

お求めください。
※かぎ針または棒針も当日お求め
いただけます。

マジックペン、糸切りばさみ

ハワイアンキルトを楽しむための基礎講座
「プルメリアのリバースキルト・タペストリー」

※高校生以上対象

※材料は別途マテリアルショップにて

◆持ち物 かぎ針または棒針

①午前10時30分～午後1時 ②午後2時～4時30分

定員：各回20名
◆持ち物 メンディングテープ、水性ボールペン0.5ｍｍ、

エプロン

講師：飯田富美子
参加費：1,080円
定員：各回8名

お求めください。
※かぎ針または棒針も当日お求め
いただけます。

伊藤直孝 編み物フリーレッスン
■9月6日(木)･19日(水)

※初回の方は材料費として
別途3,693円頂戴します。

※材料は別途マテリアルショップにて
お求めください。
定員：各回４名 ※当日随時受付可

な種類の色や素材が揃う「パピー」の毛糸で、お好きな作品をつくりあげてみましょう。
初心者の方もお気軽にご参加ください。

※材料は別途マテリアルショップにて

マテリアルショップ

講師：伊藤直孝
参加費：1,080円
定員：各回6名

～

パピー毛糸を使った

マテリアルショップ

飯田富美子 手編みフリーレッスン
月3回
月2回
第2火曜日 ■9月3日(月)･17日(月･祝)
第1･3月曜日
①午前10時30分～午後1時 ②午後2時～4時30分
第2金曜日
国産毛糸メーカー「パピー」の毛糸を使って、編み物をお教えするレッスンです。豊富
第4月曜日

◆持ち物 かぎ針または棒針

加賀のゆびぬき

加賀のゆびぬきとは、かつて金沢の加賀友禅のお針子さんたちが、繊細な生地を痛め
ないように、残り糸や洗い張りの抜き糸などを使ってつくっていたものです。そのデザ
インの多様さ、美しさは実用品としてのみならず、最近はアクセサリーやコレクション
アイテムとしても人気です。
講師：石井康子
参加費：3,240円

うすい紙をちぎって貼るだけ!フランス生まれのデコレーションツール
「デコパッチ」を体験してみませんか？

講師：斉藤ようこ
参加費：3,780円
定員：12名

金沢の伝承

月2回
■9月21日(金)・23日(日) ※23日は①の午前中のみ
第3金曜日
①午前10時30分～午後12時30分 ②午後1時30分～3時30分 第4日曜日

①午前10時30分～午後1時30分 ②午後2時30分～5時30分

■9月12日(水)

月2回
第2･4金曜日

パッチワークの技法を基礎から学べる教室です。ご自身の習熟度に合わせて、講師オ
リジナルの作品の中からお好きなものをおつくりいただけます。手芸が初めての方も、
材料、用具の選び方、使い方から講師と相談して作品をつくれますので、お気軽にご参
加ください。
講師：マテリアルショップ
若林久江
※材料は別途マテリアルショップにて
参加費：1,080円
お求めください。
定員：各回6名
◆持ち物 裁縫道具
マテリアルショップ

■9月16日(日)

◆持ち物

パッチワークフリーレッスン

■9月14日(金)･28(金)

～

【お申し込みの際のご注意事項】
※状況により、急きょ「サンイデー渋谷 ワークショップ」を中止とさせていただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。
※参加費は、開催日当日ワークショップ開始前に頂戴いたします。
※前日・当日キャンセルの場合はお客さまに全額ご負担いただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
※スケジュールおよび作品の仕様は都合により変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
※スケジュールは追加される場合もございます。くわしくは売場係員におたずねください。

[営業時間のご案内]9月は休まず営業いたします。
【月～土】午前10時～午後9時【日・祝休日】午前10時～午後8時

西武渋谷店

郵便番号150-8330 東京都渋谷区宇田川町21-1 電話03（3462）0111大代表

申し込み時にお申し出ください。…4,510円(45㎝×33㎝織幅26.5㎝)

国産毛糸メーカー「パピー」の毛糸を使って、編み物をお教えするレッスンです。豊富
な種類の色や素材が揃う「パピー」の毛糸で、お好きな作品をつくりあげてみましょう。

きなものを楽しく編みましょう。サイズ直しやオリジナル作品などのご相談も承ります。

～

