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横嬌・ ふ事み騨い、

つどい、 つ■
d・ ガ tl、

素 じtt仕 心とこち

「アベーア 十十Jガ
アター トしました.

若い人、諄吉■中の人、

仕事■0は しい 人、

曖 しい崎如t ttt,都 iた人、

世囃t tt iた

いちんな人ガ筆まt,、

亀tLち いコトガtま しまります。

―有魚立守官 t,こ だ才い。

)支援を受けて2010年 12月オ=プンしました。 、*スペ塚 ナナは横浜市商店街空き店舗活用事業C
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ナ かれん (障害者地域作業所)のクッキー

東田さんの焼き菓子入荷しています !

フマ展

横浜美術大学で学ぶ3人の女性による人物と動物のイラストレーション展。

4月 27日 (水)～ 5月 2日 (月 )

和田芳 個展 5月 4日 (水)～ 5月 9日 (月 )

「陶芸作家。多摩美術大学グラフィックデザイン科卒。多治見工業高校専攻科 陶磁科学芸術科卒.

11984～87年、イギリス、ロンドンの陶芸クラスでイアン・ゴッフリー氏に師事し、陶芸になかれる。

入選歴 ・孵 回日本招き猫大貴・肥後大津女流陶芸展 奨励賞・第35回 日展入選 。日工会展 入選
・ビアマグランカイ2 入還・朝日現代クラフト展 入選・第1回子供茶碗展 入選

プリティーフレーム展 5月 25日 (ラκ)～ 5月 30日 (月 )

プ リザープ ドフラワーを 3D額の中に立体的にアレンジしたコラージュアー ト.

*中 室もあわ案す^  裁加薔 :3000円  ヤE:10彙



絵画教室 "・木曜コ=ス
金曜コTス

受講料 5000円 (月 2回 )

●12日 (本)● 19日 (本)14:∞～15:30
●13日 (金)●20日 (金)19:00～20:30

講師 :中畝 常雄
…

学日襲昴諄名 担動や測理睦得なとしています。
水彩絵の具、色鎗筆、30●、曇、などを使い、季節の花や果物、静物の描法を指導します。

造形教室『造形であそぶ』・¨●8日 (日 )●22日 (日)14:∞～16:00

8日―手のひらをキャンパスにして描きます。
22日一石をキャンパスにして描きます。

受講料 2500円 (1回 )

講 師 :島田直美 2007年3月まで2■調 、翻蠍嘆衛― 樹
=当

。糠野 解盤・デザイン1を卜にも、
本彫・陶芸・皮革む藤工芸・七宝などの分野を経験。現在、自床美術を勉識中。

デコレーションフォト講座 ・̈旬颯木曜
● 7日 (本)● 14日 (本)●21日 (本)●28日 (木)10:00～ 11:30

パソコンで、お気に入りの写真を楽しくデコレーションしてみませんか?
Photoshop ttementsを使つて、オリジナルのステキなカードを作ります。パソコンは賞し出します。

受講料 3000円/回 (全 4回)回数券4回 10000円
持ち物 カードにする写真 (データ)数点
講師 :青木真紀 グラフィクデザイナーであり、6蔵児と2蔵児鯛 。

馬場亜津子 Web 7~Jイナーであり、6歳児と4歳児Ole.

読書会 <いま、漱石を読む>・ …毎月第4土曜日 ●28日 13∞～16:∞

“

代はじめに中学教師を辞め私塾をはじめて30年、『セイレーンの誘惑―漱石と賢治』『シネマの魔』など

魅力的な著書多数の武田さんの議りを触媒に、それぞれのかたの漱石の交歓をたのしむ贅沢な講座です。
第3回のテーマは『門』です。

参加費 資料代込み 1500円
講師 :武田秀夫

尊幡じ等

新間のエコバツグづくり ●12日 (木)14:00～ 15:30

新聞紙を使つておしやれなパッグをつくります。プレゼントのパッケージなどにいかがですか?

参加費 :1000円 (飲み物付)定員 :10名 (要申込)

持ち物 :新聞紙5枚、スティックのり、本工用ボンド、30cm物差し、はさみ、洗濯バサミ6個

ナナ手芸部・…毎週月曜日 11:00～ 15:00 ●2日 ●9日 ●16日 ●23日●30日

毎週金曜日 15:∞～18:00 ●6日 ●13日 ●20日●27日

雷懲竃与奮ビ募鶏で処百総Pや
べりする集いで、継続性・グループ性はなく1回毎の会です。

参加費 :500円 (飲み物付)

*全ての講座について、事前の申し込みが必要です。お電話、またはメールにてお申し込みください。
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洋服の青山 ● 〒225-0011横浜市青葉区あざみ野 1-21-
tei:045482-6717 fax:045-482-6712
E―maH:info@spacenana.com
blog:http://spaCenanaマ blog1 37.fc2.com

ドでつなげる地域といのちの 安全保障J

14:00へ′16:00
エクアドルとのフェアアトレードを展開する「スローウォTターカフェJを設立し産地の人を応援
しつつ国内でも<食べられてス回―な働き方>を模索する藤岡亜美さんにお話をうかがいます。

参加費 :1500円 (森林農法のコーヒーとチョコレート試食付き)定員 :20名 (要申込)

講 師 :藤岡亜 美 さん  1979鋼購 性 熱 .スローウォーターカフェ有1鵬識 儀 。ナマケモノ
ー 共同雌 。

ハンドクリームづくりとハンドマッサージ
●7日 (土)●9日 (月 )●26日 (本)14:00～
●20日 (金)●23日 (月)10:∞～

4月の講習で作つたハンドクリームを被災地に送りました。大変喜ばれ、救援物資としての希望も

嵩
;:li:::]稔:嚢:l髯鷲:Jitttifi]illlをこ寄付ください。ヤ
ハンドマッサージ参加費 :1000円 定員 :10名 (要申込)持ち物 :タオル、あれば小さな泡立て器
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フェア トレー
●15日 (日 )

セブンイレプン

安楽事

● ●貧鶏 げラザ

贅 コクドラッグ 東急田田都市線

横浜市営地下鉄線

「あざみ野J駅西日徒歩6分
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自宅出産でうまれ越 児の母。

匂 ιンク

丈

●@アートフォーラムあざみ野

「原発のない未来を書える～

チェルノブイリ、福鵬の事故を繰りかえさないために』

講師 :藤田 祐幸さん ●29日 (日 )9:30～ 11:30

チェルノブイリの被害を調査し、原発の危険性を訴え、原発のない社会を提言してこられた

元慶応大学助教授の藤田祐幸さんに、いま私たちが何ができるのかをお聞きしま曳

場所 :アートフォーラムあざみ野レクチャールーム 参加費 :1000円 :


