＜ステラの仕立屋さん＞

10/１(月)～8(月･祝) ステージ(上りエスカレーター前)

プロモーションスペースイベント案内

世界を魅了するインド刺繍～秋を彩る衣服とアクセサリー～
<itobanashi>伊達文香＆＜紡ぎ亭＞鶴巻知子
インドの職人が持つ刺繍技術やデザインを用いて衣服に
仕立て、日本へ届けている<itobanashi>と、インド刺繍を
施したアクセサリーを創作する<紡ぎ亭>の 2 人展。
◆◇◆

トークショー ◆◇◆

「紡いで、縫って、衣服までの道のり～作り手が語るインドと日本を繋ぐ服作り～」
・10/5(金)・７(日) 午後 2 時～3 時
・広島三越 7 階 ステージ 下りエスカレーター前
途上国から素晴らし刺繍を世界に届けることをモットーに誕生したエシカル
ファッションブランド<itobanashi>の伊達文香さんによるトークショーです。
インドでの刺繍職人さんの様子、そこで出来上がったテキスタイルを日本で
<mitasu>

衣服に仕立てる工程など、エシカルファッションとは何かも分かるお話です。
【1day レッスン】

9/11(火)～17(月･祝)
秋を楽しむ樹脂アクセサリー＆
キャンドル展

アリ刺繍と木版生地のブローチ

<grinte>

9/18(火)～24(月･振休)
秋をイロドル革小物と
切手のアクセサリー

・10/5(金)、７(日)
各日 午後３時～５時
10/6(土)、8(月･祝)
各日 午後１時３０分～３時３０分
・定員 各回 2 名様 ・参加費 2,700 円

10/9(火)～15(月) プロモーションスペース
Ecrin Bijoux Autumn Colleciton
<Ecrin Bijoux>松岡芙蓉
素材にこだわり集めたビーズ、コードなどを組み合わせた、洗練された
オリジナルデザインのアクセサリーです。
◆トークショー開催! <itobanashi >
<Groovy Knit>

イベントの予定はブログでもご覧いただけます。

10/2(火)～８(月･祝)
秋色小箱

http://shinwahobb.exblog.jp/
※価格はすべて税込です。
イベントのお問い合せ＆1day レッスンのお申込み
広島三越 7 階<ステラの仕立屋さん>

TEL 082-242-6323(直通)

担当 森岡

10/1(月)～８(月･祝) ステージ
世界を魅了するインド刺繍
～秋を彩る衣服とアクセサリー

【イベントカレンダー】
大人の集うクラフトショップの空間”では週替わりで様々なイベントを
予定しております。1day レッスンや実演など、クラフトの楽しみを
実感いただけます。ご来場をお待ちしております。
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9/11(火)～17(月･祝) 特設会場
世界の琥珀アクセサリーフェア

9/25(火)～10/1(月) プロモーションスペース
秋のニットコレクション

<ビックウェーブ>佐藤 道孝

<ステラの仕立屋さん>
洗練されたカラーリングが
魅力のホビーラホビーレの
手編み糸と、おしゃれで
編みやすいアイテムを
ご紹介します。

世界の琥珀を使ったアクセサリーをご紹介します。

9/18(火)～24(月･振休)
プロモーションスペース

秋をイロドル革小物と切手のアクセサリー
<Ag172>内之丸恵理子＆<grinte>小川知美
毎日が楽しくなり、使うほどに革の色が変化する革小物。
古い外国の切手などを樹脂で閉じ込めたアクセサリー。
秋を感じる作品です。
【1day レッスン】 秋をイロドル パスケース
2 枚入るパスケース。牛ヌメ革で作ります。
・9/18(火)～２4(月･振休)
各日 午前 11 時～午後 1 時

Ecrin Bijoux Autumn Collection

9/11(火)～17(月･祝) プロモーションスペース
秋を楽しむ樹脂アクセサリー＆キャンドル展
<mitasu>原田明子＆<Blue Candle>大塚富代
シックなカラー、ビビットなカラーを繊細なグラデーションで
秋色に仕上げた樹脂アクセサリー。
アンティークレース、ボタンなどでオリジナルの型をとり、
お花や羽根など人気のモチーフや、アロマオイル入りなど
オリジナルのキャンドル。
【1day レッスン】 ローズの花びらキャンドル作り
ローズのアロマオイル入りのキャンドル土台にローズの
花びらをデコレーションします。
・9/13(木)・15(土)
各日 午前 11 時～午後 1 時
午後 2 時～4 時

・参加費 4,320 円
･定 員 各日各回 4 名様

午後 2 時 30 分～4 時 30 分

・定員 各日各回 2 名様
・参加費 3,780 円

ステージ

舛岡起久子 秋めく草木と苔玉展
<mom.>舛岡起久子
まるで景色を小さく切り取ったかのような形が印象的な
苔玉。季節の植物をひとつひとつ、土と苔で包み込んで
います。球の中で育まれる小宇宙の世界にどうぞ
触れてみてください。
【1day レッスン】 苔テラリウム作り体験
涼しげなガラスの器に苔を植えて育てる苔テラリウムを作ります。

・9/19(水)～２4(月･振休)
各日 午前 11 時～午後 1 時
午後 3 時～5 時

・ご予約優先。随時受付。
・講習費 1,836 円
材料費 1,080 円～
･汚れる場合がございます。
汚れてもいい服装でご参加ください。

10/2(火)～8(月･祝) プロモーションスペース
秋色小箱
<Groovy Knit>鹿島葉子＆＜Le Bonheur>吉盛ゆう子
英国伝統のフェアアイルニットと、樹脂の中に様々な
パーツをコラージュした手帳型スマホケースです。
<Groovy Knit>鹿島葉子

【1day レッスン】 ふりふりネックウォーマー
簡単に編めてとてもかわいいネックウォーマーを一緒に
作りましょう♪(ライトグレー、ピンク、ブラウン、ミックスブラック、
ミックスブルー、アイボリーからお選びいただけます。)
･10/2(火)～５(金)
各日 午前 11 時～午後 1 時
・定員 各日各回 4 名様
・参加費 3,240 円
・メリアス編みのできる
棒針初心者向けの
レッスンです。
＜Le Bonheur>吉盛ゆう子

【1day レッスン】

花びらコーティング
ピアス or イヤリング
･10/6(土)・７(日)
各日 午前 11 時～午後 1 時
・定員 各日各回 4 名様
・参加費 2,160 円

