
8 月１2日土曜日

10:00~12:00
材料費：５００円　　定員１２人
ダンボールにはさみで切り込みをいれるだけ
の簡単な織り機を作ります。
ぐるぐると交互に裂いた布や毛糸などを織り
こみ、コースターを作ります。
同じ大きさのものを２枚つくると、バックや
小物入れにもできますよ！

※対象：全学年

    ⑦ぐるぐる織り

8月９日水曜日

13:00~17:30
材料費：５００円　　定員１２人

小山内裏公園で風景を描きます。
印象に残った景色を、絵の具を使い、ス
ケッチよりも少し時間をかけて、じっく
り描いてみましょう！

※対象：全学年

    ⑥スケッチ（水彩）

８月 8日火曜日

13:30~17:00
材料費：８００円　　定員１２人

ステンドグラス風ランタンです。透明
板の裏の黒い剥離紙を輪郭を残しなが
らカッターで切り、はがしたところに
透明な色シートで着色します。色の重
なりがとても美しいランプができます
よ！（ライト付きです。）

※対象：小学３年生～

    ⑤ランタン

7月 30 日日曜日

13:30~17:30
材料費：１０００円　　定員１２人

べんがらという天然の素材でできた絵
の具を使います。シートに好きな図柄
や模様を描き、切り抜きます。布にシー
トをあて、絵の具を塗り込み染めます。
ミニトートバック (12oz 綿 100％生地 )
に染めますよ！

※対象：小学３年生～

   ③ベンガラで型染め

一回目　7月 28 日金曜日
13:30~15:30
二回目 8月 10 日木曜日
13:30~16:30

材料費：１０００円　　定員１５人
オーブン陶土を使い、植木鉢や小皿を作
りましょう。１日目に成形 ( 焼き・乾燥
は時間がかかるのでこちらでやります )
２日目は、色付けと防水用コーティング
を塗り完成です！持ち帰りできます。

※対象：全学年（２日間 )

②オーブンでかんたん陶芸

7月 2５日火曜日

13:30~16:30
材料費：６００円

プラバンに好みの模様や絵を描き、
バッヂかマグネットまたはアクセサリー
を作ります。レジンという透明なコーティ
ングを使って仕上げることもできます。
（※大人の方はご希望でピアス金具もあり
ます）

※対象：全学年

   ①プラバンでアクセサリー

8月 26 日土曜日

10:00~12:00
材料費：５００円　　定員１２人

狛犬は神社や寺院の入り口などにあ
り、獅子を模したような像ですが、
古くから犬の張り子は子供の成長や
安産を願う魔除けの人形とされてき
たようです。
胡粉を塗った型ができていますので、
着色のみになります。
すてきな模様のこま犬を作ってくだ
さいね！

※対象：全学年

    ⑭張り子のこま犬

8月 22 日火曜日

13:30~17:30
材料費：８００円　　定員１２人

インドの民族楽器です。マンドゥッ
クとはヒンドゥー語でカエルのこと
で、音がカエルの鳴き声に似ている
ことが由来とされています。お祭り
を盛り上げる小道具として使われて
いるようですよ！

※対象：全学年

    ⑬民族楽器マンドゥック

8月 20 日日曜日

13:30~17:00
材料費：９００円　　定員１２人

ゴムの動力でプロペラをまわし、走る車
です。車輪に溝がついているので、糸な
どを張って空中を走らせることもできま
すよ！

※対象：小学１年生～

  ⑫プロペラカー

8月 19 日土曜日

10:00~15:00
材料費：９００円　　定員１２人

箱とレンズでカメラを手作りします。
コピアートという紙が、映像を写し取り
ます。コピアート紙は現像をアイロンで
行うので、暗室がなくてもできて簡単で
す。が、一枚の写真を撮るのに３０分～
６０分かかります。
不思議な写真が撮れるかも！？

※対象：全学年

⑪手作りカメラ(青写真 )

8 月 16 日水曜日

10:00~16:30
材料費：１０００円　　定員８人

油絵の具を使って、セットされたモチー
フ(静物)を描きます。テーマは『夏』です。
モチーフをよくみて感じたままに描きま
しょう！

※対象：小学３年生～中学生
　　　　( お弁当要 )

8 月 15 日火曜日

10:00~16:00　
材料費：５００円　　定員８人

組まれたモチーフをよくみてデッサンを
します。デッサンは、もののかたちや質
感を表現できるようになるための基礎練
習です。かたちのとりかた、陰影や立体
的な表現など、基本的なデッサンの技術
を指導します。

※対象：小学３年生～

    ⑨デッサン

アトリエだんでぃらいおん
☎０５０-１２０１-６１５８　(アトリエ)
mail: dandelion_art38@yahoo.co.jp
http://atelier-dandelion.s2.bindsite.jp/

　　
※ 各講習、定員になり次第締め切りとさせていただきますので、ご了承ください。　
※ 全学年対象の講座のうち、小学生未満のお子様は親子でのご参加が可能です。ご希望の方はご相談ください。(一緒に制作をされる場合は、別途材料費がかかります。)

    ⑩油彩

夏休みイベントの料金は、それぞれの講習につき
講習料 1500円（外部生 1800円）と各材料費とを合算した金額になります。
お手数ですが、参加される講習ごとに月謝袋に入れて御持ち頂けると有り難いです。

夏期イベント一覧表

　定員１２人

8 月６日日曜日

9:30~11:30　
材料費：２８００円 ( 講習料込み )

定員１５人

講師の方に来てもらい、湯のみ・茶碗な
どから１点を粘土で制作します。完成は
２週間後になります。かっこいい器を作
りましょう！
※親子でご参加いただけます。

※対象：全学年

    ④陶芸

8月 12 日土曜日

13:30~15:30
材料費：６００円　　定員１２人

今年の干支フクロウは『不苦労』と
もいわれ、古くから縁起物とされて
います。また、西洋では森の哲学者・
繁栄を呼ぶ鳥とも言われ、置き物を
部屋などに飾ったりするそうですよ。
胡粉を塗った型ができていますので、
着色のみになります。
すてきな模様のみみずく ( フクロウ )
を作ってくださいね！

※対象：全学年

    ⑧張り子のみみずく



夏休みイベントのお知らせ
2017 年度

じめじめした暑い日が続いていますが、皆様元気でお過ごしでしょうか。

もうすぐ待ちにまった夏休みです。夏休みの準備は順調ですか？

アトリエからは、夏期スケジュールのご案内です。

各講座ごとに対象年齢および時間・料金などが異なりますので、

裏面にてご確認をお願い致します。

帰郷や旅行・塾も遊びも・・と、いろいろと忙しい夏休みかとは思いますが、

アトリエのイベントも、思い出の一つに加えていただければ嬉しいです。

多くの方々のご参加をお待ちしています。

電話・メールにて、受付日（７月１9日）から各講座の1週前までにご連絡ください。

なお、受付は先着順となり、定員になり次第終了となりますので、お早めにご予約ください。

よろしくお願いいたします。(※陶芸のみ７月３0日締め切りです)

Atelier ☆　dandelion
通常教室は 7月２３日 (日 )～8月 31日 ( 木 ) までお休みさせていただきます。
　夏期イベントの受付は７月１９日 (水 ) からです！！
　夏休みイベントの料金は、ひとつの講習につき
『講習料 1500円（外部生 1800円）と各材料費を合わせた金額』となります。

＊無料体験に来て下さった方や生徒のお知り合いの方は、講習料は内部生と同じ 1500円です。
＊各講習ごとに、対象年齢および定員制限がありますのでご確認ください。
＊教室で使用する画材はこちらでご用意いたします。
＊ご参加の際は、汚れても良い服装でお越しくださるようお願いします。
＊講習時間の長いイベントは、なるべく飲み物をご持参いただけますようお願いします。
＊⑥⑪の講習では屋外での作業がありますので帽子等をご着用ください。
＊お昼をはさむ ⑨⑩⑪ の講座では、お弁当のご用意をお願いします。
＊夏休みイベント中は無料体験を受け付けておりません。申し訳ありません。
＊料金・内容等についてご不明な点は、電話・メールにてお気軽にお問い合わせ下さい。
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※各番号の詳細は裏面にあります。
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