




















▶お申し込み・お問い合わせは　　　　　   へ→P18～19

佐山 雅恵先生の

「エディブルフラワーのワークショップ」「エディブルフラワーのワークショップ」

フラワーインテリア系作る楽しさ、飾る喜
び。お部屋

に優しい彩りを
♪

フローラルライフ系作る楽しみ、使う
喜び。暮ら

しにお花の
優しさを

乾燥が気になる季節、自然の植物を
使って自分のお肌のために使う化粧
品を手作りしてみませんか？
※各回の持ち物についてはお問い合わせください。

7日前要予約 作品はお持ち帰り 持ち物あり植物療法士 山本 真理先生の
「 」「ハーブ＆アロマで季節のお肌ケア」

【やまもと・まり】
ハーブとアロマを生産から学ぶ「緑と香り
の学校TIARA」代表。近江おごとハーブ
ガーデン マネージャー。

定　員 ▶ 各20名　
受講料 ▶ 各3,000円（税別）
時　間 ▶ 10:30～12:00

洗い上がりしっとり 冬用の保湿石鹸

㊏12/7 柚子を使いこなす（柚子胡椒、しっとり柚子ローション、柚子種子チンキ）

㊏1/11 ハーブで免疫力アップ&感染症対策

㊎2/14 お肌に万能なハーブ紫根バーム

㊏3/7 季節の変わり目に～春用の美容石鹸

㊎4/10 お肌に優しい日焼け止めクリームとローション

㊏11/9
食に生かすハーブ（ハーブソルト、ハーブビネガー、ピクルス）㊋10/1

7日前要予約 作品はお持ち帰り

7日前要予約 試食あり

多肉やいろいろな植物で遊びなが
らのワークショップです。とにかく遊
びましょう。

エディブルフラワーとアンティーク食器を使った極上のテーブルスタイリングを学びます。試食＆撮影会もあります。

【BAN】
Junk-Style Beedama主宰。全国でワーク
ショップなどを開催。多肉植物やセダムを使って
寄せ植えやリースなどさまざまな作品を制作。

「ネイチャーガーデニング」
BAN先生の

11/3

畑中 晴文先生の

「ナチュラル素材のインテリア」
世界にたったひとつのものを作りましょう。
あなたの発想力・感性・デザイン力を磨くレッスンを受けてみませんか？

定　員 ▶ 各20名
受講料 ▶ 各3,000円（税別）
時　間 ▶ 13:30～15:00

【はたなか・はるふみ】
どこにもない装飾資材とデザイン雑貨の
製造・空間装飾提案を行っている「ハナゾ
ノハウスKYOTO」の代表。

オランダ日本国政府館にも作品出展した佐野先生に、お花の入れ方や
組み合わせなどを基礎から学べる講座です。

【さの・かずみ】
f  lower shopブランミュールを主宰。
一級フラワー装飾技能士、指導員。

7日前要予約
作品はお持ち帰り

7日前要予約
作品はお持ち帰り

11/14 クリスマスまで楽しみましょう！㊍
12/12 お正月を迎えるアレンジメント㊍
1/16 新年の始まりは、とびきり素敵に！㊍
2/13 ギフトアレンジメント㊍
3/12 春を束ねる㊍
4/  9 エレガントなアレンジメント㊍

10/10 実りの秋㊐

11/9 「ローズソムリエ
小山内 健作出のバラを描こう！」
‘フィネス’‘アッサンブラージュ’‘ソワイユ’

㊏

11/9㊏・11/10㊐

12/12 ジュエリーライトを使ったボトルフラワーインテリア㊍
1/16 ドライフラワーのスワッグ作り㊍
2/13 フラワーベースに飾るドライフラワー㊍
3/12 流木に飾るスワッグ㊍
4/  9 瓶に飾るボトルフラワー㊍

11/14 ドライフラワーのリース㊍
10/20 絵画のようなドライフラワーフレーム㊍

定　員 ▶ 各20名　
受講料 ▶ 各5,000円（税別）
時　間 ▶ 10：30～12：00

定　員 ▶ 各30名
受講料 ▶ 各1,500円（税別）
時　間 ▶ 13：30～15：00
持ち物 ▶ 色えんぴつ・スケッチブック

佐野 寿美先生の

「フラワーアレンジ」

Ro
se
 Fe
sta

Ro
se
 Fe
sta

Sp
ec
ial

Sp
ec
ial

花がどんな形をし、どんな構造を持っているかを
楽しくレクチャーし、花の特徴をとらえたすてきな
イラストを描くコツを伝授します。

【ふじかわ・しろう】
大阪府生まれ、北海道在住のイラスト
レーター。透明水彩絵の具で描く、独自
の優しいタッチの花のイラストで人気。

3日前要予約　
作品はお持ち帰り

藤川 志朗先生の 

「花のイラストを描こう」

定　員 ▶ 20名
受講料 ▶ 2,500円（税別）
時　間 ▶ 13:30～15:00

平筆1本で2色の絵の具を使い、グラデーションで花を描
くダイナミックなペイント技法。身近な雑貨、布、ガラス、
革、ブリキなどの素材に図柄を描いて作品を作ります。

【よりのり・かずよ】
ワンストローク関西エリア本部講師。
主にABCクラフトキューズモール＆枚方で講師活動。

7日前要予約 作品はお持ち帰り 作品はお持ち帰り

定　員 ▶ 各10名　
受講料 ▶ 各2,500円（税別）
時　間 ▶ 13:30～16:00

頼則 和代先生の

「ワンストロークペインティング」

体験コース
11/2㊏10/19㊏

2/ 8㊏
12/7㊏

3/ 7㊏
1/11㊏

㊏4/ 4

定　員 ▶ 各8名　
受講料 ▶ 各5,000円（税別）
時　間 ▶ 10:30～15:30
   （休憩12:30～13:30）

認定講師資格（世界共通）を目指します。
資格取得後は作品販売や講師活動が可能。

■マスターコース

レベルに沿って技術向上を目指します。
お好きな材料・絵柄で作品作りを楽しみます。

■エンジョイコース

12/21㊏
3/28㊏
11/30㊏10/26㊏

2/22㊏
1/25㊏

4/25㊏

定期コース

オリジナルの小物や雑貨をガーデナーズカフェで
親切丁寧にお教えします。

【たかい・れいこ】
手作り雑貨「Heart 2 Heart」主宰。
ガーデナーズカフェ担当。

【さやま・まさえ】
帝国ホテル（東京・大阪）フロント課に約10年勤務。「お
もてなしの最前線」から結婚・出産・育児の経験を経て、
「料理でのおもてなし」「料理で人と繋がる」道に転身。

高井 玲子先生の

「ハンドメイド布雑貨講座」

スタッフ中村の

「季節のフレッシュリース」
ナチュラル素材を使用したシンプルなリースにお好みのアレンジを加えて
世界にたった一つのオリジナルリースをつくりましょう。

定　員 ▶ 各20名
受講料 ▶ 各2,000円（税別）
時　間 ▶ 13:30～15:00

【なかむら・ちえ】
ガーデナーズ園内の
ガーデンメンテナンスを担当。
グリーンアドバイザー、NFD1級。

7日前要予約
作品はお持ち帰り

10/21 秋の実りのリース㊊

2/4 ハッピーバレンタイン♡
チョコレートdeリース

㊋
11/5 ブーケガルニdeリース㊋

3/3 ミモザのリース㊋

定　員 ▶ 各20名　
受講料 ▶ 各500円（税・材料費別）
時　間 ▶ 10:00～11:30
会　場 ▶ ガーデナーズカフェ

㊋11/26㊋ 12/10 ㊋
10/ 8㊋ 10/22

12/24
㊋11/12

3/24㊋3/10 ㊋2/25㊋
4/28㊋㊋4/14

2/111/14㊋ 1/28㊋

※作品の写真はイメージです。

定　員 ▶ 各20名　
受講料 ▶ 各3,500円（税別）
時　間 ▶ ①10:00～11:30
 　②13:00～14:30

ガーデナーズカフェにて開催
時　間 ▶ 10：00～16：00

「小さな展示会」 

約20点の作品を展示販売。

藤川先生
おられます

7日前要予約

モルタル造形で小屋を
作りましょう。

㊊12/23 多肉のお正月アレンジ

㊍1/30 Beedama流
ナチュラルガーデン
多肉とRockな寄せ植え

㊍11/28
多肉の箱庭（箱庭の庭）㊍10/17 ㊍2/27 Beedama流 ひな祭り

㊍3/26 春のBeedama流
ナチュラル苔の
アクアリウム風アレンジ

㊊4/20 多肉のネイチャーガーデン

▶お申し込み・お問い合わせは　　　　　   へ→P18～19

祝・火

祝・火

祝・日

持ち物あり

エディブル
フラワーの
おみやげ付き
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