平成 30 年度

筆の里工房

アートスクウェア教室新規受講生募集中！

【申込方法】筆の里工房へ電話、または直接受付までお申し込みください。
■受講料は初回までに全額お支払いください。
■「1 回 3,000 円」などの表記のものはその都度お支払いください。
■一度納入された受講料は返還しかねます。
■受講料の金額には入館料を含んでいます。( 中野水墨画教室・佐藤写経教室は除く）
【送
迎】土、日曜日開催の教室、美しい野の花友禅及び佐藤芙蓉写経教室を受講の方には、
広島電鉄熊野営業所バス停（横）から無料送迎を行っています。年間予約制と
なっていますので、受講申込の際にあわせてご予約ください。
【割
引】■賛助会員（筆の里 PAL）は、教室受講料、ミュージアムショップ商品、入館料、
レストラン飲食などの割引があります。（年会費 2,000 円ほか）

講師： 中野嘉之
〈日本画家・多摩美術大学名誉教授〉

中野嘉之水墨画教室

◆ 1 日目 １０：００〜１６：００
◆日程【木〜月曜日】
2 日目 １０：００〜１５：００
1 期 6/28（木）
、29（金）
◆受講料 2 日間で 10,000 円
、24（月･振休）
（一般・入館料別）２期 9/23（日･祝）
8,000 円（PAL会員）
※材料費実費（紙など）
◆定員 30 名
墨にこだわり、墨の表現を追求しているプロアーティストによる２日間連続の講座です。
「花や風景の描き方」といった描き方の教室ではなく、モチーフのデッサンから作品に仕上げる
までの水墨画のプロセスを墨の奥深い技法とともに学びます。墨や筆の使い方から指導するの
で、初心者でも大丈夫です。

初心者の水墨画

★

講師： 王海濱〈水墨画家〉

◆１３：３０〜１５：３０
◆受講料

◆日程【土曜日】

6 回 9,600 円（一般）

5/12、 6/9、 7/21、

6,000 円（PAL会員）

絵てがみに心をのせて ★
◆受講料

6 回 9,600 円（一般）

5/26、 6/23、 7/ 7、

6,000 円（PAL会員）

8/25、 9/29、10/20

※材料費実費（顔彩など）
◆定員 30 名

友人や家族に心のこもった絵てがみを届けませんか。初心者でも大丈夫。絵て
がみの画材のことや描き方を、絵てがみが大好きな講師が丁寧に指導します。

絵てがみ日記

★

講師： 上野裕子

〈筆の里工房・絵てがみインストラクター 2 級〉

◆１０：３０〜１２：３０
◆受講料

◆日程【金曜日】

6 回 9,600 円（一般）

5/25、 6/22、 7/20、

6,000 円（PAL会員）

8/24、 9/28、10/19

◆定員 20 名

色とりどり水彩画 ★

講師：栗林忠孝〈日本水彩画会会員〉

◆１３：３０〜１５：３０

◆日程【日曜日】

6 回 9,600 円（一般）

5/27、 6/24、 7/ 8、

6,000 円（PAL会員）

我が子の姿など、家族の日常を絵てがみ日記にして残してみませんか？うちわに
描いたり、野菜スタンプを使ったりといろいろな素材や技法を取り入れながら、
絵てがみのある生活を一緒に楽しみましょう。

たのしいイラスト ★

◆定員 30 名

講師： 小林つかさ〈イラストレーター〉

◆１０：３０〜１２：３０
◆受講料

◆日程【日曜日】

6 回 9,600 円（一般）

5/13、 6/3、 7/22、

6,000 円（PAL会員）

8/26、 9/30、10/21

※材料費実費（絵具など）

※材料費実費（ﾍﾟﾝ・紙など）

8/26、 9/9、10/7

◆定員 20 名

どなたでも親しめる美しい透明水彩で、色のハーモニーを楽しみます。水彩画
を基礎から学べる講座です。

気軽に楽しむ日本画 ★

講師：大庭孝文〈日本画家〉

◆１３：３０〜１６：００

◆日程【日曜日】

6 回 9,600 円（一般）

5/13、 6/3、 7/1、

6,000 円（PAL会員）

パステルやつけペンを使うと、見違えるほど本格的なイラストが描けていい気分！
絵を描くのが大好きという子どもから大人まで楽しめます。広島の専門学校でも
講師を務めるプロのイラストレーターが楽しく指導します。

教科書で学ぶ書道 ★

講師： 松田朗子〈優書会主宰〉

◆１０：３０〜１２：３０
◆受講料

6 回 9,600 円（一般）
6,000 円（PAL会員）

8/19、 9/9、10/7

※材料費実費（絵具など）

※材料費実費（紙など）

◆日程【日曜日】
5/27、 6/24、 7/22、
8/19、 9/30、10/21

◆定員 20 名

◆定員 20 名
広島市立大学大学院博士後期在籍中の若き作家が指導します。花や人物など
描きたいものにあわせて優しく指導するので、初心者でも大丈夫です。

★

講師： 松村卓志〈学芸課長〉

◆１３：３０〜１６：００
◆受講料

◆日程【土曜日】

※材料費実費（顔彩など）

水墨画に初めて挑戦する方のための講座です。蘭や梅などの花木をはじめ、身近
な動物、静物を描いて楽しめます。水墨画の描き方を基礎から丁寧に指導しま
す。色も使えますよ。気軽に始めてみませんか。

油絵探訪

講師： 向井利子〈絵てがみ文化人〉

◆１３：３０〜１５：３０

8/18、 9/8、10/13

◆定員 20 名

◆受講料

082-855-3010 まで

■★印のついている教室を親子（高校生以下の子どもと保護者）、きょうだい（高
校生以下の子ども）で一緒に受講の際には、受講料の総額から 1,200 円割引しま
す。ただし初回からの同時申し込みに限ります。
【そ の 他】■教室で使用する筆などの道具、材料は各自でご持参ください。
■3 月頃、受講生合同の「アートスクウェア教室作品展」を開催予定です。
■都合により、日程を変更することがあります。
■受講者が定員に満たない場合は開講しないことがあります。
■自己都合で欠席した場合の振替受講はできません。
■教室開催中及び送迎中のけがや事故等の保障については、筆の里工房の加入する
保険の範囲内とさせていただきます。

※材料費実費（紙など）

◆受講料

☎ お申込み・お問い合わせは

◆日程【土曜日】

6 回 9,600 円（一般）
6,000 円（PAL会員）
※材料費実費（ｷｬﾝﾊﾞｽなど）

4/21、 6 /2、 6 /30、
8/25、 9 /8、10/ 6

◆定員 20 名
油絵は専門家の描くものと思っていませんか？実は…初心者にぴったりの描画
法なのです。絵具を重ねられるので、失敗しても上から描き直すことができま
す。基礎から専門的な技法までしっかり指導します。

文部科学省の学習指導要領に基づき、小学 3 年国語科にある書写から、高等学校
の芸術科書道までを教科書で学びます。手本を真似して書くだけでない、書の学
び方を分かりやすく楽しく指導します。

はじめての「かな書」 ★

講師： 松本未穂〈主任学芸員〉

◆１０：３０〜１２：３０
◆受講料

6 回 9,600 円（一般）
6,000 円（PAL会員）
※材料費実費（紙など）

◆日程【土曜日】
5/12、 6/9、 7/ 7、
8/ 4、 9/1、10/13

◆定員 20 名
かな用のきれいな模様の入った加工紙に書くだけでわくわくしますよ。植村和堂
先生揮毫の色紙百人一首（筆の里工房所蔵）のテキストをもとに、かなの筆づか
いを一から指導します。

佐藤芙蓉写経教室

講師： 佐藤芙蓉〈毎日展審査会員〉

◆１０：００〜１６：００
◆日程【木〜日】
◆受講料 3 日間で 15,000 円
春期： 5/18（金）・19（土）・20（日）
（一般・入館料別）
秋期：10/25（木）・26（金）・27（土）
13,000 円（PAL会員）
※ 1 日のみの参加 5,000 円（入館料別）
※材料費実費（紙など）
◆定員 30 名
中尊寺の納経やＮＨＫなどで有名な写経の第一人者、植村和堂先生のテキスト
をもとに 3 日間連続の本格的な写経教室です。といっても、初心者でももちろん
参加できますよ。ゆったりとした写経の時間を一緒に過ごしましょう。

基本の実用書道

★

講師：

堀田佳風〈日展作家〉

◆１０：３０〜１２：３０
◆受講料

（初級）
初級
裏打ち表装入門

◆１０：００〜１２：３０
◆受講料

6,000 円（PAL会員）
※材料費実費（紙など）

◆定員 8 名

★

講師：

中級（土）４/７･４/２１･６/１６･６/３０･８/１８･９/１５･１０/２０

茶の湯を楽しむ

10/13

講師：

中級（木）４/５･５/３１･６/２１･ 7 / 5 ･８/１６･９/６･１０/４

大下登紀子〈上田宗箇流教授〉

◆１０：００〜１１：３０
◆受講料

6 回 12,000 円（一般）
9,000 円（PAL会員）

8/22、 9/26、10/17

荒谷大丘〈日展作家〉

◆１０：３０〜１２：３０

◆日程【土曜日】
5/12、6/9、 7 /14、
8/ 4、9/8、 10/13

※水屋料実費（菓子など）
◆定員 12 名
お抹茶をいただくときの作法は一度習っておきたい！実用に活かせる作法だけ
を短期間で習得できます。椅子でも受講できるので、正座が苦手な方も安心。
初心者対象。男性も気軽にご参加ください。

しあわせメイク

6,000 円（PAL会員）
※材料費実費（紙など）

◆受講料

4/26、 6/7、 7/12、

※1 回のみの参加 2,000 円
※材料費込

好きな言葉を、筆で書いて部屋に飾って楽しみませんか？はがきや色紙などの
小さな作品づくりから始めます。漢字仮名交じりの書を中心に、一字書も学び
ます。熊野町出身の書家が丁寧に指導します。

講師：

小笠原実穂〈カリグラフィーアーティスト〉

◆１０：３０〜１２：３０
6,000 円（PAL会員）
※材料費実費（絵具など）

◆日程【日曜日】
5/13 簡単メイク直し♡
7/ 8 眉で骨格が変わる！
9/ 9 ポイントメイクアップ
テクニック

◆定員 20 名
化粧筆を効果的に使って、メイク術をグレードアップしませんか？化粧筆、化粧
品は貸し出すので、持っていなくても大丈夫！魅力を引き出す、あなたにあった
メイクを指導します。

生き生きキッズアート ★

◆日程【土曜日】

6 回 9,600 円（一般）

3 回 6,000 円（一般）
3,000 円（PAL会員）

8/30、 9/27、10/11

◆定員 20 名

エレガントな飾り文字 ★

講師： 坂井由紀子〈ＮＣＭ代表〉ほか

◆１０：３０〜１２：３０

◆日程【木曜日】

6 回 9,600 円（一般）

講師： 加藤宇章〈アトリエぱお代表〉ほか

◆１０：３０〜１２：００
◆受講料

5/26、 6/23、 7 /21、

6 回 12,000 円（一般）
9,000 円（PAL会員）

8/25、 9/29、10/20

◆日程【日曜日】
5/13、 6/ 3、 7 / 8、
8/26、 9/9、 10/ 7

※材料費込

◆定員 25 名

◆定員 30 名

文字に草花を飾って、ヨーロピアンテイストの素敵な作品づくりを楽しみませ
んか？筆を使用したカリグラフィーを中心に、絵具や金箔で書く一文字の装飾
から始めます。グレゴリオ聖歌の美しい写本を研究している講師が指導します。

美しい野の花友禅

講師：

大津陽〈友禅工芸士〉

1 日 3,600 円（一般）
3,000 円（PAL会員）
※材料費実費（布など）

◆定員 20 名

講師： nook

子どものアートパラダイス
◆受講料

◆受講料／ 6 回 9,600 円（一般）

◆日程【土曜日】
5/26、 6/30、 7/21、

6,000 円（PAL会員）

8/ 4、 8/25、 9/29
※材料費実費（消しゴムなど）
◆定員 20 名
消しゴムはんこを一つ作れば、カードや雑貨に押すことができるので、創作の楽しみ
がひろがりますよ。素敵なアレンジを丁寧に指導します。いろんなオリジナルグッズ
を作って楽しみましょう！

戸川幸一郎〈絵本作家〉

3 回 6,000 円（一般）
3,000 円（PAL会員）
※材料費込

◆定員 25 名

◆日程【土曜日】
1 期：5/12、6/2、7/21
※定員に達しました。

２期：8/25、9/8、10/6
※７月２２日から申込受付開始。

月１回土曜日の朝はアーティストになりませんか？美術の楽しさを必ず伝えます！
子どもが大好きという絵本作家がやさしく指導します。
（小学生以下対象・幼児は保護者 1 名同伴のこと）

アートパラダイスはこんなことをするよ！

むねもとひとみ〈消しゴムはんこ作家〉

◆１３：３０〜１５：３０

講師：

◆１０：３０〜１２：３０

4/24、25、 5/29、30、
6/12、13、 7/10、11、
8/28、29、 9/11、12、
10/2、3

糸目や地入れ、蒸しなど伝統的技法による本格的な手描き友禅教室です。
バッグや小さな額など身近なものから挑戦しませんか。いつでも都合の
よい日に 1 日ずつ受講できます。

★

バーチャルな情報があふれる時代だからこそ、手仕事・ものづくりを通して子ども
の感性と創造力を磨きましょう！講師は東京芸術大学卒業の現役アーティストです。
（小学生以下対象・幼児は保護者 1 名同伴のこと）

◆日程【火・水曜日】

◆１０：３０〜１５：００

おしゃれはんこ

7/ 7、 9/1、 9/29、

※簡易椅子の持込可

インテリアの書

◆受講料

5/26、 6/9、 6/23、

作品を裏打ちすると見違えるほど見栄えがします。自宅でもできるように必要
最小限の用具で丁寧に指導します。画仙紙の裏打ちをしっかり学べる入門講座
です。初級コース修了後は、応用を学ぶ中級コースもあります。

5/23、6/20、 7 /18、

慶弔の書、手紙の書き方など日常生活の実用書が学べます。書の古典に基づい
て、筆の運びや字形、バランスの取り方など基本を丁寧に指導します。

◆受講料

7 回 25,200 円（一般）
※材料費実費（刷毛など）

◆定員 25 名

◆受講料

◆日程【土曜日】

21,000 円（PAL会員）

◆日程【水曜日】

6 回 9,600 円（一般）

講師： 倉谷敏夫〈表具専門家〉

1期 5月
6月
7月
２期

卵で作った絵具で卵オブジェを作ろう！
垂らしこみで不思議な絵を描こう！
ちょっと変わった自画像に挑戦！

8 月 流木オブジェを作ろう！
9 月 紙で型を作ってステンシル画を描こう！
10 月 デカルコマニーでハロウィンのお面を作ろう！

