⑱

800円

⑲ ドライ ・ ロミロミ

ベッドにうつ伏せで服の上からロ
ミロミをさせていただきます。肩
から腰、または、腰から脚のお疲
れをほぐします。

丸カン、ワイヤー、ラバーを使った
アクセサリーを作ります

ＥＳＴＲＥＬＡ
いつまでも輝いていたい女性の為に
コスチュームジュエリーを製作して
います。

⑳ 犬の小物箱

1，000円
貼り箱の技法を使用して、小物箱に
もなる、箱の犬を作ります。

ののじ家
創業108年の貼り箱屋です。貼り箱とは、
紙の箱に美しい化粧紙を包むように貼った
箱のことを言います。ののじ家では、貼り
箱を職人の手により、ひとつひとつ手貼り
にて製作してます。お客様にとっての宝箱
となる箱づくりを目指しています。

10分500円

ハワイの伝承療法「ロミロミ」は《手から伝わ
る愛情》と言われる癒しの技術です。体重を
使った心地良い圧と腕を使う独特な手法で、心
身のバランスを整えるお手伝いをさせていただ
きます♪

㉑ ロザフィ

500円
紙でつくる薔薇「ロザフィ」。ひと
つひとつ花を作りそれを組合せてア
クセサリーなどを作ります。

Ｂｉｋｋｙ工房
紙でつくる薔薇「ロザフィ」をはじ
めとして、自分が作ってみたいアク
セサリーをいろいろ作ってます。

交通アクセス
地下鉄名城線「ナゴヤドーム前矢田」１番出口から徒歩５分
ゆとりーとライン「ナゴヤドーム前矢田」徒歩３分
駐車場(98台)は東図書館・東スポーツセンター・東文化小劇場共用
※ ギャラリー専用駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。
※ 他施設催事により入出庫が混み合う場合がございますのでご了承ください。

問合せ
市民ギャラリー矢田 ℡（０５２）７１９－０４３０

主

催

協

力
特定非営利活動法人 ビタショコ

※ 日によって出展のないブースもございます。予めご了承ください。

この春、何か新しいこと始めてみませんか？

① あわじ結びのブローチ

600円

⑨ デコのネックレス

ご参加いただけるイチオシワークショップや体験を、

経験者はもちろん、初心者・未経験者だって大歓迎♪
ワークショップフェアに、どうぞご期待ください！！

700円

③土 織り布のブローチ

簡単編み機でネックレスを編みます。
型は3種類、糸は5色から選んでいた
だけます。

アトリエティー ・ Ｍ
手作りニットの温もりや楽しさをお伝えし、オ

500円

ギャラリー矢田「アート＆クラフト」で“わく

コットンパールをカジュアルな
チョーカーに！工具を使いますが、
とても簡単です。ヘビロテ間違いな
しのチョーカーです！

ワークショップ&カフェ儘舎

ｂｅａｄｓ ｒｏｏｍ ｍｉｍｏ

わくニット＆リメイク”講座を開講中。

③日 天然石で作る

800円

④

800円

⑬ 肩・首ほぐし(整膚)

10分500円

水谷 茜

タイカービング スキュルテ

自由な空間 ｖｅｔｔａ

はじめまして。タイカービングのスキュル
テです♪ ナイフ1本でフルーツや石けんに
お花などを彫刻する、タイの国の伝統技術
であるタイカービングを通して、皆様に驚
きと感動、笑顔をお届けしています。

名古屋生まれの押さない 優しい整
膚を中心に 揉みほぐしなど その方
その時にあった方法で 身体をほぐ
します。

はがきサイズの紙にパステルで虹と
翼の絵を描きます。キラキラ楽しく
描きましょう♪

⑥ ビーズのネックレス

ループの糸の中にビーズを入れて
ネックレスにします。

レアレイ

ぱすてるーむ夢の花
春日井市のおうちサロンでパステル
アートをお教えしています。マイペー
スで安心して学べますよ♪
作品もいつでもお見せしますので、お
気軽にご連絡くださいね☆

15分1,000円
ベットに横になって頂いて気にな
る所をほぐし最後に頭を軽くほぐ
していきます。

光崎 千鶴
アロマを使いトリートメントやお顔ほぐ
しなど、心と体のほぐしをさせて頂いて
います。自宅で隠れサロンな感じでひっ
そりとやっています。

500円

⑮ がま口財布製作

800円

700円

ｗｉｔｈ ｙｏｕ
グルーデコ認定講師のnanaです。グルーデ
コとは特殊な粘土を使って、オリジナルア
クセサリーが作れるハンドクラフトです。
短時間でクオリティの高い作品をお作りい
ただけます。

⑭

Ｇｒｅｅｎ Ｇａｒｄｅｎ
紙で作るリアルな花『フラージュ』、専
用粘土を用いたアクセサリーや小物を作
る『デコリシャス』の教室や販売をして
おります。

⑯

ハートの形にホイップクリームや
ビーズをくみあわせて可愛いマグ
ネットを作ります。お好きなお色
に着色できます。

Ｆｉｏｒｅ
クレイ（透明樹脂粘土）でつくる花々とビ
ジュー、リボンなどを組み合わせてデコ
レーションします。小さなチャームから大
きな額まで生活を彩る様々な物をつくって
います。

お花やリボン選んでコサージュを
作ります。

800円
お好きな色のレース糸とビーズを選び、
タティングシャトルでミサンガを編んで
いきます。他にモチーフの首飾りやコン
パクトミラーの作品もご用意してます♪

Ｍｒｓ．Ｔｏｕｋｏ

がま口で財布やポーチ、バッグなど
を作っています。

700円

500円
これから人気が出ること間違いなしのフ
ラージュや、デコリシャス粘土でキラキ
ラヘア小物などが作れます♪

縫製済の本体を選んでいただき、口
金入れを体験してもらいます。

⑰ 可愛いコサージュ作り

1，000円
スワロフスキーを粘土の上にデコり
ペンダントトップを作ります。
ネックレス・イヤホンジャック・ス
トラップからお選びいただけます。

手作り工房みろく

色々な素材を使って楽しく誰もがで
きる手仕事をワークショップにして
いきたいと思っています。

⑧ ハートのマグネット

⑫

整膚・揉みほぐしを合わせて 本人
にあった方法で 肩・首周りをほぐ
します。

とってもいい香りの石けんを彫って
デコレーションして世界で1つだけ
の石けんを一緒に作りましょう☆

⑤ 虹と翼のパステルアート 500円

ギャラリー矢田「アート＆クラフト」で、
カギ針・棒針で小物を作り楽しみながら基
礎を学ぶ講座を開いています（ストレッチ
編講座もあり）。編み物に興味がある方、
ぜひご一緒に始めてみませんか。

天然石を中心としたアクセサリーの制
作・販売。オーダーアクセサリーの他、
名古屋や関西の百貨店イベントに出店。
また、教室での講師活動やイべント等で
ワークショップも開催中です。

数種類の天然石とパーツを組み合わ
せて、お好きなアクセサリーを制作
していただきます。

天然石やスワロフスキーを使った、オリ
ジナルのアクセサリーを作っています。
色や形を好きなように組み合わせて作れ
る、自分だけのアクセサリーです。

⑦

1,000円

⑪

好きな糸を使って織り、ブローチを
作ります。

裁縫、織り、染め、クラフトなど
の手作りを楽しむことができ、野
菜中心の食事ができるお店です。

ンリーワンの作品製作指導に心がけています。

ニットスクール洋らん

編み物やビーズ等で作品を作ったり、
カルチャーセンターで講師をしていま
す。ギャラリー矢田「アート＆クラフ
ト」では「DeCoRe」講座開講中。

一本の紐を使って形作る飾り結び。日本
の伝統的な色々な結びを組み合わせ、花
や蝶などに変身させます。優美で華やか
な日本の伝統的な世界にあなたも触れて
みませんか。

850円

セーターやＴシャツの衿ぐりに。日焼け
防止におススメです。使い慣れたカギ針
３～5号をお持ちの方はご持参ください
（ご用意もございます）。

アトリエハッピー

多数ご用意してみなさまをお待ちしています。

② ニットのネックレス

⑩ カギ針で編む替衿

台座に樹脂粘土をのせ、着色します。色
は３色から選べます。パーツを付けネッ
クレスを作ります。一部パーツの色をお
選びいただけます。

花結びの基本の結び方「あわじ結び」で
作る可愛らしいブローチです。大きさを
変えて作ることもできますので、帽子や
バッグにつけても素敵です。

名古屋を中心に活躍するアーティストたちが、気軽に

1,000円

クラフトハートトーカイやワーク
ショップにてタティングレース教室を
開講しています。はじめての方もどう
ぞ♡お気軽にお声をかけてください。

⑱金

700円
匂わない優しいネイルでカラーリ
ングでつやつやお手入れ。今回は
ラメ＆アート体験ができます。

むーんふぃーるど

ヒロタカネイル

好きなお花を選んで可愛いコサージュ作
りと和の魅力満載！
一度は作ってみたいつまみ細工のコサー
ジュが作れます！

匂わない除光液要らずの優しいネイル
「クノア」を使って自然なつやつやネイ
ルケア。ベテランネイリストが心込めて
おもてなし。人に見せたい手になる楽し
い体験です。

この春、何か新しいこと始めてみませんか？

① あわじ結びのブローチ

600円

⑨ デコのネックレス

ご参加いただけるイチオシワークショップや体験を、

経験者はもちろん、初心者・未経験者だって大歓迎♪
ワークショップフェアに、どうぞご期待ください！！

700円

③土 織り布のブローチ

簡単編み機でネックレスを編みます。
型は3種類、糸は5色から選んでいた
だけます。

アトリエティー ・ Ｍ
手作りニットの温もりや楽しさをお伝えし、オ

500円

ギャラリー矢田「アート＆クラフト」で“わく

コットンパールをカジュアルな
チョーカーに！工具を使いますが、
とても簡単です。ヘビロテ間違いな
しのチョーカーです！

ワークショップ&カフェ儘舎

ｂｅａｄｓ ｒｏｏｍ ｍｉｍｏ

わくニット＆リメイク”講座を開講中。

③日 天然石で作る

800円

④

800円

⑬ 肩・首ほぐし(整膚)

10分500円

水谷 茜

タイカービング スキュルテ

自由な空間 ｖｅｔｔａ

はじめまして。タイカービングのスキュル
テです♪ ナイフ1本でフルーツや石けんに
お花などを彫刻する、タイの国の伝統技術
であるタイカービングを通して、皆様に驚
きと感動、笑顔をお届けしています。

名古屋生まれの押さない 優しい整
膚を中心に 揉みほぐしなど その方
その時にあった方法で 身体をほぐ
します。

はがきサイズの紙にパステルで虹と
翼の絵を描きます。キラキラ楽しく
描きましょう♪

⑥ ビーズのネックレス

ループの糸の中にビーズを入れて
ネックレスにします。

レアレイ

ぱすてるーむ夢の花
春日井市のおうちサロンでパステル
アートをお教えしています。マイペー
スで安心して学べますよ♪
作品もいつでもお見せしますので、お
気軽にご連絡くださいね☆

15分1,000円
ベットに横になって頂いて気にな
る所をほぐし最後に頭を軽くほぐ
していきます。

光崎 千鶴
アロマを使いトリートメントやお顔ほぐ
しなど、心と体のほぐしをさせて頂いて
います。自宅で隠れサロンな感じでひっ
そりとやっています。
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短時間でクオリティの高い作品をお作りい
ただけます。

⑭
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る愛情》と言われる癒しの技術です。体重を
使った心地良い圧と腕を使う独特な手法で、心
身のバランスを整えるお手伝いをさせていただ
きます♪

㉑ ロザフィ

500円
紙でつくる薔薇「ロザフィ」。ひと
つひとつ花を作りそれを組合せてア
クセサリーなどを作ります。

Ｂｉｋｋｙ工房
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ゆとりーとライン「ナゴヤドーム前矢田」徒歩３分
駐車場(98台)は東図書館・東スポーツセンター・東文化小劇場共用
※ ギャラリー専用駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。
※ 他施設催事により入出庫が混み合う場合がございますのでご了承ください。

問合せ
市民ギャラリー矢田 ℡（０５２）７１９－０４３０

主

催

協

力
特定非営利活動法人 ビタショコ

※ 日によって出展のないブースもございます。予めご了承ください。

