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紡ぎ（半日）
織り基本①

織り基本③

糸紡ぎ会
手織りWS
コースター

コースター
   特別講座

毛洗い会

紡ぎ（応用）

ラーヌ織り

ラーヌ織り

1 January

手紡ぎ手織りの学校　Looms（ルームス）

お問い合わせ：Looms事務局  looms@kurashi-co.com

新
春
講
座

新春・糸紡ぎ会　講師／原しおり
1/6（金）10:30-16:00（45分休憩）
半日コース受講の方 or 糸紡ぎ経験者　定員 5名
年初めらしく、茶道の初釜ならぬ“初紡ぎ会”を催
します。ゆっくりひたすら紡ぐ、贅沢なひと時を
お楽しみください。お正月のお菓子も用意します。
／受講料 5,000円（材料費、指導料込み、お菓子付）

「木枠で手織りマットづくり」
1/7（土）①10:30-12:30 ②14:00-16:00（約2時間)
小学生　各回定員6名（低学年のお子さんで保護者
同伴の場合は、事前にお知らせください）
木枠を使って「手織り」を手軽に体験できます。
好きな色や太さの毛糸を自由に選んで、小さなマッ
トを作ってみましょう！冬休みの工作にいかがで
すか？／受講料 2,000円（作品は持ち帰ります）

新春毛洗い＆木枠コースター作り
1/9（月）10:30-16:00 (45分休憩)　定員6名
県産羊毛を洗って汚れを落とし、フェルトなどの
素材 (i-wool) に生かしましょう！ 待ち時間には木
枠を使ったコースターを作ります。「おうちで毛洗
い練習セット」もプレゼント。／受講料 5,000円
（コースター作品、毛洗い練習セット付き）／持ち物 
エプロン
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リジットで手織り基本４回コース
講師／小山牧子

1/12(木),13（金）,19（木）,20（金）
10:30-16:00（45分休憩）
手織り初めての方～　定員4名
卓上の手織り機を使ってマフラーを織りながら、
織りの基本（設計、整経、機立て、縮絨）を4回にわ
たって学びます。／受講料 20,000円（糸代、技術
指導、手織り機レンタル費込み）／持ち物 エプロ
ン／※2023年4月からは、卓上手織り応用コース
開講予定

綾織りを楽しむ（4枚綜絖のポットマット２柄）  
講師／小山牧子

1/14(土),24（火）13:00-16:00（3時間）
手織り初めての方～　各回定員2名
４枚綜絖の織り機で、ヘリンボーンとグースアイ
の２種類の柄を織ります。
作品は、ポットマット、
タペストリーなど使い方
もいろいろ。タテ糸の準備
は講師が行いますので楽
しく体験ができます。
／受講料 8,000円（材料費、
技術指導込み）

糸紡ぎ体験半日コース　講師／原しおり

1/11（水）,15（日）①10:30-12:30 ②14:00-16:00
手紡ぎ初めての方～　各回定員4名
足踏み紡毛機を使って、羊毛を紡ぐ体験ができます。
／受講料3,000円（羊毛代、技術指導、紡毛機レンタ
ル費込み）／持ち物 エプロン

糸紡ぎ体験１日コース　講師／原しおり

1/18（水）10:30-16:00
手紡ぎ初めての方～　定員4名
※半日体験受講後をお勧めします。
受講料 5,000円（技術指導、紡毛機レンタル費4,000
円+羊毛代100g/1,000円)／持ち物 エプロン

手紡ぎの応用１日講座  講師／原しおり
1/25（水）10:30-16:00
紡ぎ経験者向け　各回定員4名

手紡ぎ体験を受講した方向け、羊毛を混ぜて色づ
くりに挑戦！ハンドカーダーのかけ方、撚り止め
の仕方、羊毛を紡ぐ体験ができます。／受講料 
5,000円（羊毛代、技術指導、紡毛機レンタル費込
み）／持ち物 エプロン

1/21（土）13:00-16:00　　　　　　講師／森由美子

経験者はもちろん、手紡ぎ糸、
羊そのものに興味のある初心者歓迎　定員8名

各種羊毛の糸サンプルを作成します。20種ほど羊毛に
実際に触ってもらい、それぞれどの羊毛がどんな用途に
向いているのか、それはどのような紡ぎ方をするのかな
どをレクチャーし、実際に糸を作ってみます。／受講料 
8,000円（技術指導、サンプル作成用の羊毛代含む）／持ち
物 ハンドカーダー、15号の棒編み針1本をお持ちの方は
持参ください。ない場合はLoomsにて用意いたします。

北欧のラーヌ織りを楽しむ　
講師／原しおり

1/17(火),28（土）10:30-15:00(45分休憩)
手織り初めての方～　定員4名
ヨコ糸をしっかり詰めながら模様をつくるラーヌ
織り。時間をかけて厚みのあるミニマットに仕上
げます。／受講料 5,000円（材料費、技術指導込み）

手軽にコースターづくり　
1/8（日）,22(日) ①11:00-②14:00- 各回定員2名

卓上手織り機を使って、1時間程度で体験できる
手織りのコースターづくりです。
／受講料 1,500円（材料費込み）

sun

紡ぎ（半日）
綾織マット

綾織マット

紡ぎ（１日）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

・駐車場からみて まなび棟右側に Looms入口があります
・ビバテラス駐車場を無料でご利用できます

織り基本②

織り基本④

特別講座 いろいろな羊毛に触れ、
羊種別サンプルを作ろう！

ミニマフラー

ミニマフラー 1日講座　講師／小山牧子

1/29(日)10:30-16:30(45分休憩)

手織り初めての方～　定員4名
タテ糸を張った卓上機を使って自由にヨコ糸を選
び、オリジナルミニマフラーを作ります。／受講料 
7,000円（材料費、技術指導込み）

冬休み
小学生
向け

020-0866　岩手県盛岡市本宮字荒屋 25-8
盛岡市中央公園BeBA TERRACEまなび棟内
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手紡ぎ・手織りの学校 Looms

講座のご案内

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、「手紡ぎ・手織りの学校Looms」を開講しました。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？

2
1 2023

スケジュール

／

■紡毛機の時間貸しも行います
当教室手紡ぎ経験者の希望者に対して、講師常駐日にかぎ
り、教室内の紡毛機の時間貸しを行っています。（レンタル
料＝2時間 1,500 円 / 指導は含まず ) 

糸紡ぎ体験半日コース　講師／原しおり
2/1（水）,4（土）①10:30-12:30 ②14:00-16:00
手紡ぎ初めての方～　各回定員4名
足踏み紡毛機を使って、羊毛を紡ぐ体験ができま
す。／受講料 3,000円（羊毛代、技術指導、紡毛機レ
ンタル費込み）／持ち物 エプロン

糸紡ぎ体験１日コース　講師／原しおり

2/11（土）10:30-16:00
手紡ぎ初めての方～　定員4名
※半日体験受講後をお勧めします。

足踏み紡毛機を使って、羊毛を紡ぐ体験ができま
す。／受講料 5,000円（技術指導、紡毛機レンタル費
4,000円+羊毛代100g/1,000円)／持ち物 エプロン

手紡ぎの応用１日講座  講師／原しおり
2/18（土）10:30-16:00
紡ぎ経験者向け　各回定員4名

手紡ぎ体験を受講した方向け、羊毛を混ぜて色づ
くりに挑戦！ハンドカーダーのかけ方、撚り止め
の仕方、足踏み紡毛機を使って、羊毛を紡ぐ体験
ができます。
／受講料 5,000円（羊毛
代、技術指導、紡毛機レン
タル費込み）
／持ち物 エプロン
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リジットで手織り基本４回コース
講師／小山牧子

2/25(土),26（日）,3/4（土）,5（日）
10:30-16:00（45分休憩）
手織り初めての方～　定員4名
卓上の手織り機を使ってマフラーを織りながら、
織りの基本（設計、整経、機立て、縮絨）を4回にわ
たって学びます。／受講料 20,000円（糸代、技術
指導、手織り機レンタル費込み）／持ち物 エプロ
ン／※2023年4月からは、卓上手織り応用コース
開講予定

杉綾織りを楽しむ２日間
（4枚綜絖でマフラーを織る）講師／小山牧子
①2/7(火)-8（水） ②2/21(火)-22（水）
10:30-16:00(45分休憩)
手織り初めての方～　各回定員2名
４枚綜絖の織り機で、ヘリンボーン柄のマフラー
を織る２日間コース。タテ糸の準備は講師が行
いますので楽しく体験ができます。／受講料 
12,000円（材料費、技術指導込み）

北欧のラーヌ織りを楽しむ　
講師／原しおり

2/2(木),17（金） 10:30-15:00(45分休憩)
手織り初めての方～　定員4名

ヨコ糸をしっかり詰め
ながら模様をつくる
ラーヌ織り。時間をか
けて厚みのあるミニマ
ットに仕上げます。
／受講料 5,000円
（材料費、技術指導込み）

手軽にコースターづくり　
2/5（日）,12(日),19(日),23(木) 
①11:00- ②14:00-  
各回定員2名

卓上手織り機を使って、1時間
程度で体験できる手織りの
コースターづくりです。
／受講料 1,500円（材料費込み）杉綾マフラー①

杉綾マフラー②
杉綾マフラー②
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織り基本①

●講座ご予約／予約専用サイト もしくは メールで
　・予約サイト…LINE公式アカウントのホーム画面から　
　　　　　「予約」へ進み、ご希望の講座をお選びください。
　・メール…メールタイトル「ルームス講座参加希望」、希望
  日時、講座名、氏名、年齢、電話番号を記入の上、
   looms@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、
   受信可能なメールアドレスでお送りください。

●受講料のお支払いについて／
　現金の他、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）、カード決済など。受講当日にお支払いです。

Looms LINE公式アカウントにて
講座予約受付＆情報配信中！

杉綾マフラー①

織り基本②

ミニマフラー

ミニマフラー

ミニマフラー 1日講座　講師／小山牧子

2/5(日)、19（日）  10:30-16:30(45分休憩)

手織り初めての方～　定員4名
タテ糸を張った卓上機を使って自由にヨコ糸を選
び、オリジナルミニマフラーを作ります。／受講料 
7,000円（材料費、技術指導込み）


