彫紙アート教室のご紹介

ここに掲載されているのは一部のお教室です。 今も新しいインストラクターが各地で誕生しています！

茨城

埼玉

【つくば市】

講師：齋藤香苗 , 江草薫 , 千田弘
不定期開講＊事前予約制
常磐線ひたち野うしく駅 東口からバスで約５分
教室 URL：https://choshiarttsukuba.web.fc2.com/

【さいたま市】

講師：高橋紀子 さいたま市を中心に開講中＊事前予約制
ワークショップや小物制作なども。
Blog：https://ameblo.jp/jyuu-ni-hitoe/

彫紙アートつくば

Choshi-art 十二単

【志木市】

講師：佐川慈美 開講日時：月に３～４回 ＊事前予約制
彫紙アートが『長く続けられる趣味』になるようサポートしております。
【教室 HP】https://ameblo.jp/ikuiku-829/entry-12108571362.html

【越谷市・草加市】

講師：林里香 開催時間は定期口座毎月第 1 金曜日 14:00-16:00（越谷蒲生教室）の他
不定期での開催により、要事前予約。日時・最寄り駅など応相談。
【Twitter】https://twitter.com/Rika Create

彫紙アート COLORS

彫紙アート・レアリゼ
℡: 070-8440-0415

千葉
東京

【印西市】

講師：高須光男 千葉ニュータウン中央駅、布佐駅から車で 10 分
原則として第 1、3 金曜 13:00-15:00＊事前予約制

【大田区】

講師：吉田みよ子 JR 大森駅 徒歩 7 分
開講日時：水曜 10:00-12:00 / 13:00-15:00 /15:00-17:00＊事前予約制

【北区】

講師：三橋編弓 JR 王子駅 徒歩 7 分 都電荒川線 徒歩 2 分
午前 10:30-12:30 / 13:30-15:30（第 2・第 4 水金土）
＊事前予約制

彫紙アート M i i
彫紙アート・fufufu
A-art-sutudio

【新宿区】

ChoshiArt LABo K's Art
℡: 050-5329-3945

神奈川
新潟
静岡
愛知

三重

講師：林敬三，妹尾めぐみ
楽しさがはじけ、爆発する！魅力溢れる教室です。
都営新宿線 曙橋駅 A1 出口 徒歩 1 分 丸の内線 四谷三丁目 2 番出口 徒歩 7 分
【教室 HP】https://www.keizo-art.com 【Twitter】https://twitter.com/keizo_jcaa

【平塚市】

講師：追川潤一 川崎市麻生区百合ヶ丘
前田アート企画 リペアショップはなまる内＊事前予約制
居心地の良い空間で一緒に彫紙アートを学びたい生徒さん、募集中です。

【新潟市】

講師：佐山美幸 [ 西区 ] 第 2 第 4 木 13:30-15:30
[ 中央区 ] 第 2 第 4 火 13:00-15:00 [ 南区 ] 第 2 水 13:00-15:00 他
【Facebook】https://www.facebook.com/choshiniigata
【Twitter】https://www.twitter.com/choshiniigata ※事前予約日時応相談

vitality 百合ヶ丘

彫紙アート新潟
市内各所で開講中

【静岡市】NIJIiRO 教室 講師：田邊美知子 JR 安倍川駅 徒歩 15 分
毎週土曜、日曜

【一宮市】

彫紙アートいなざわ
℡: 050-5329-3945

10:00-12:00/ 13:30-15:30 その他応相談＊事前予約制

講師：加藤美穂 Mail: Clover3iho@gmail.com
月曜～金曜 10:00-16:00 土曜は随時受付＊事前予約制
http://clover-pcschool.main.jp/cyoshi-art/choshi-art.html

【伊賀市】アートパビエ IGA

講師：堀幹子 JR 伊賀上野駅 歩 10 分 2018 年 11 月新教室にて開講！
古民家の落ち着いた雰囲気でお楽しみください。
不定期開講＊事前予約制

【名張市】

講師：伊集裕子 名張産業振興センターアスピアにて
体験教室 通常教室開講 不定期開催※事前予約制

℡:090-4111-8038
MAIL:h2811＠ict.ne.jp

彫紙アートなばり～ゆっこびより～

最新のお教室情報や
お問合せはこちらから

滋賀
京都

【大津市】【四条河原町】講師：濱井もとこ 滋賀教室 ( 大津市内 )、京都教室 ( 四条河原町 )
滋賀・京都ぺぱころーる 不定期開講＊事前予約制 ※滋賀教室は自宅サロンの為、女性限定
https://choshi-kyoto-shiga.jimdo.com/

【京都市】

講師：澤田眞貴子

鞍馬口カフェシードさんにてワークショップ開催

（不定期開催）
＊事前予約制 http://www.facebook.com/taptapmakiko
Choshiart【taptap】
コトチカ御池大垣書店さんレジ横棚【taptap】小さな小さな雑貨屋さん
小さな小さな雑貨屋さん

【大阪市・豊中市 他】 講師：タケウチイクコ 「楽しもう！彫紙アート！！」をモットーに！
アトリエ イーチェ
℡:090-5124-9882

【東大阪市】

アトリエ シュシュ

大阪

大阪市中央公会堂、桜塚ショッピングセンター 2F、堺市など
http://choshi-i-che.com/ MAIL：i@choshi-i-che.com ※事前予約制
講師：坂元典代 アットホームな雰囲気で、ゆったりと。新しい自分を発
見しませんか？自由なこころで趣くままに。ご一緒に楽しみましょう。
ブログ http://ameblo.jp/atelier-chouchou-soumei/ ※事前予約制

【枚方市・寝屋川市】 講師：いちご 水・金 10:00-13:00（牧方市）第４火 13:00-15:00（寝屋川市）
Atelier Cotton Rose
手作り教室 一期一会

【交野市】

ʻʻ星のまち
アートルーム さえʼʼ

【大阪市】

講師を務める ichigo は、のんびり。ほっこり。ニコニコ マイペース♪
ブログ https://ameblo.jp/needle-tatting/
※事前予約制

講師：Sae 京阪交野市駅スグのお教室の他、大阪市、牧方市のカルチャー
センターでの活動もしています。MAIL:choshi_artroom_sae@yahoo.co.jp
【教室 HP】https://choshi-suisai-art.jimdofree.com/

JEUGIA カルチャーセンター ℡: 0120-808-584
イオンカルチャークラブ ℡: 06-6584-2775

講師：REIKO ※事前予約制
なんばパークス第 4 水曜 13:00-15:00
大阪ドームシティ第 1 木曜 10:30-12:30

【尼崎市・西宮市 他】 講師：和田俊史 [ 尼崎市 ][ 西宮市 ] [ 大阪市 ] にて開講。日時応相談。

大阪
兵庫

和歌山
島根
岡山
広島
長崎

彫紙アート尼崎
℡: 050-7123-9389

HP：https://choshi-ama.com/
Mail：contact@choshi-ama.com
ネットショップ《CHOSHI-ART WORKS》
：https://choshiartworks.net/

【神戸市・洲本市 他】 講師：杉本 奈美枝 神戸市や洲本市を中心にカルチャーセンターなど
彫紙アート 神戸・淡路・徳島 多数の教室を開講。 HP：http://choshiart.net/
Mail：info@choshiart.net ※事前予約制
℡: 090-4566-0470

【岩出市】
Chat blanc

講師：そい なみ 和歌山県岩出市 不定期開講 ※事前予約制
【ブログ】http://ameblo.jp/happy-lucky-wave/
MAIL：lucky.wave73@gmail.com

【松江市】

講師：池本慈恵 さんさんビル 2F（カルチャーセンター）
さんびるアカデミー健康塾 第 4 土曜日 10:00-12:00 ※事前予約制

切り絵教室

【倉敷市】

講師：仲江好恵 業務用スーパーマツサカ内 JR 新倉敷駅 徒歩６分
平日 10:00-12:00、13:00-15:00＊事前予約制
http://www.choshi-shinkurashiki.com
Twitter:@choshi_shinkura

【府中市】

講師：紫（むらさき） 高木町 茶房 環翠堂 ほか
府中 ( 広島県 ) 駅出口徒歩約 16 分、鵜飼 ( 広島県 ) 駅出口徒歩約 8 分
https://ameblo.jp/choshiarthiroshima/ ※事前予約制

彫紙アート 新倉敷
℡:090-2868-0727
choshiart (hiroshima)

【長崎市】

講師：花田 康子 https://www.facebook.com/messagehana/
めっせーじぎゃらりー hana 長崎市若葉町「セラヴィ」（土日を中心に月 2～3 回）
Mail：info.m.g.hana@gmail.com 不定期開講 ※事前予約制

一般社団法人日本彫紙アート協会
☎048-959-9584

mail@choshi-art.com

