
織C　　 手織り半日体験（コースター）
卓上機を使ってコースターを作ります。
7、8月はチェック柄を織ります。

・日　程／ 7/14（木）、7/28（木）
・時　間／①9:30-11:30 ②12:30-14:30
　　　　  （約 2時間）
・対　象／手織り初めての方向け～
　　　　  各回定員 4名
・受講料／ 2,000 円（材料費込み）
・講　師／小山牧子
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編みもの講座

7 July
●申し込み／メールにてご予約ください。

メールタイトル「いわぎん講座参加希望」、希望
日時、講座名、氏名、年齢、電話番号を記入の上、

info@kurashi-co.com まで。パソコンより
ご案内を返信させていただきますので、受信可
能なメアドでお送りください。

●注意事項など／
・駐車場はございませんので、最寄りのコインパー  
  キングをご利用ください。
・受講料のお支払いはチケット払い（500円×10枚綴
　5000 円、お得な 1000円×11枚綴10000 円のチ
　ケットをご購入いただけます）、事前に銀行振込、
　または当日にペイペイ、クレジットカード決済が
　ご利用いただけます。※チケットはいわぎん講座終
　了後もLooms主催講座でご使用いただけます

会場／岩手銀行本店ロビー２階　
　　　　岩手県盛岡市中央通１丁目２－３　

盛岡市中央公園BeBA TERRACEに
2022年10月OPEN予定

手紡ぎ・手織りの学校　Looms（ルームス）
お問い合わせ／（株）クラシカウンシル
事務局・木村（まちの編集室）
info@kurashi-co.com
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岩手銀行本店

正面入り口からお入りになり、ATMコーナー脇の
階段で二階へお登りください。

協賛：manordaいわて株式会社

　　　　　手紡ぎ糸でブローチを編む講座
まちなかスクールの手紡ぎコースで紡いだ糸（約20g）で、ブローチ
をつくりませんか？ 盛岡市内で編み物レッスンを主宰する、ななつ
むぎacoさんを講師にした、楽しいワンデー講座です。※糸を持参で
きない場合は、スクール内の毛糸を使って参加することもできます。

・日　程／ 7/8（金）
・時　間／ 9:30-12:30（約 3時間）
・対　象／編み物初心者～　定員５名
・受講料／ 3,000 円（かぎ針、金具頭の材料付き）
　※かぎ針は糸の太さに合うものを、当日お渡しします。
・講　師／ aco（ななつむぎ編み物レッスン主宰）

編みもの講座

ノッティング　　　　　ノッティングのミニタペストリー講座
卓上機を使って、ノッティング（結び織り）のミニタペストリー
をつくります。　

・日　程／ 7/6（水）、7/20（水）
・時　間／ 9:30-14:30（約 4時間）
   ※途中休憩がありますが、館内で食事はできませんので、お近くでお済ませください。
・持ち物／裁ちバサミ
・対　象／手織り初めての方～　各回定員 4名
・受講料／ 4,000 円 （材料費込み）
・講　師／原しおり

紡 A　　 糸紡ぎ体験半日コース
足踏み紡毛機を使って、羊毛を紡ぐ体験ができます。
・日　程／ 7/7（木）、7/21（木）
・時　間／①9:30-11:30 ②12:30-14:30
　　　　　（約 2時間）
・持ち物／エプロン
・対　象／手紡ぎ初めての方～　各回定員 3名
・受講料／ 2,000 円
　　　　　（技術指導・紡毛機レンタル費込み）
・材料費／羊毛 20g につき 1,000 円
・講　師／原しおり
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ヘリンボーン　　　　　ヘリンボーン織り講座
多綜絖の卓上機を使い、憧れのヘリンボーン織り
（杉綾）に挑戦。ランチョンマットを制作します。

・日　程／ 7/13（水）、7/27（水）
・時　間／ 9:30-14:30（約 4時間）
・対　象／卓上機を使った経験のある方
           　各回定員 2名
・受講料／ 4,500 円（材料費込み）
・講　師／小山牧子

たそうこう



織 D　　手織りクッションを織る
卓上機を使って、カラフルなギンガムチェックのクッ
ションカバーを織ります。全２回のコースです。
・日　程／ 8/17（水）、 8/18（木）
               両日参加できる方に限ります。
・時　間／ 9:30-14:30（約 4時間） 
  ※途中休憩がありますが館内で食事はできませんので、お近く
　  でお済ませください。

・対　象／手織り初めての方～　定員 4名
・受講料／ 8,000 円 （材料費込み）
・講　師／小山牧子

紡 A　　 糸紡ぎ 体験半日コース
足踏み紡毛機を使って、羊毛を紡ぐ体験ができます。
・日　程／ 8/24 （水）
・時　間／①9:30-11:30 ②12:30-14:30
　　　　　（約 2時間）
・持ち物／エプロン
・対　象／手紡ぎ初めての方～　各回定員 3名
・受講料／ 2,000 円
　　　　　（技術指導・紡毛機レンタル費込み）
・材料費／羊毛 20g につき 1,000 円
・講　師／原しおり 

紡 B　　   糸紡ぎ じっくり練習１日コース
足踏み紡毛機を使って、羊毛をきれいに紡ぐ練習がで
きます。　
・日　程／ 8/10（水）
・時　間／ 9:30 -14:30（約 4時間）
   ※途中休憩がありますが館内で食事はできませんので、お近く

　　でお済ませください。

・持ち物／エプロン
・対　象／手紡ぎ経験者、半日体験受講された方　　
　　  　　定員 4名
・受講料／ 2,000 円（技術指導・紡毛機レンタル費込み）
・材料費／羊毛 20g につき 1,000 円
・講　師／原しおり　
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手紡ぎ・手織りの学校 Looms × いわぎん

まちなかスクール

手紡ぎ手織りの「ホームスパン」は大正期から、岩手に受け継

がれる貴重な地場産業。その技術と作品の多様性を地域の皆さ

んに知っていただく機会として、2022 年3 月から 9 月まで、岩

手銀行本店 2階ロビーにて、まちなかスクールを開催します。

「手紡ぎ・手織りの学校 Looms」は、2022年秋、盛岡市中央公園

BeBA TERRACE 内に本格的な教室をオープン予定です。まちな

かスクールでは、ホームスパン作家が講師となって、一緒に楽

しみながら講座を進めていきます。まずは、気軽に手紡ぎや手

織りを体験してみませんか？

87スケジュール

／

ノッティング
ノッティングのミニタペストリー講座
卓上機を使って、ノッティング（結び織り）のミニ
タペストリーをつくります。　

・日　程／ 8/31（水）
・時　間／ 9:30-14:30（約4時間）
    ※途中休憩がありますが、館内で食事はできませんので、
　　 お近くでお済ませください。

・持ち物／裁ちバサミ
・対　象／手織り初めての方～　各回定員 4名
・受講料／ 4,000 円 （材料費込み）
・講　師／原しおり

親子体験　　　　　夏休み子ども＆親子講座
自分だけのミニマットをつくろう！　
・日　程／ 8/3（水）、8/4（木）
・時　間／①9:30-11:30 ②12:30-14:30
　　　　　（約 2時間）
・対　象／小中学生とその保護者向け　各回４組
　（小学校中学年までは保護者同伴でお願いします）
・受講料／ 1,500 円 （材料費込み）

織C　　 手織り半日体験（コースター）
卓上機を使ってコースターを作ります。
7、8月はチェック柄を織ります。
・日　程／ 8/25（木）
・時　間／①9:30-11:30 ②12:30-14:30
　　　　　（約 2時間）
・対　象／手織り初めての方向け～　
　　　　   各回定員 4名
・受講料／ 2,000 円（材料費込み）
・講　師／小山牧子

手紡ぎ糸でミニポーチを編む講座
まちなかスクールの手紡ぎコースで紡いだ糸（約20g）
で、ミニポーチをつくりませんか？ 盛岡市内で編み物
レッスンを主宰する、ななつむぎacoさんを講師にし
た、楽しいワンデー講座です。
※糸を持参できない場合は、スクール内の毛糸を使って
　参加することもできます。

・日　程／ 8/26（金）
・時　間／ 9:30-12:30（約 3時間）
・対　象／編み物初心者～　定員５名
・受講料／ 3,000 円（編み棒１組付き）
※編み棒は糸の太さに合わせて、当日お渡しします。
・講　師／ aco（ななつむぎ編み物レッスン主宰）

編みもの講座


