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向暑の候、皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、今年も夏期研修会を開催いたしますので、ご案内致します。※研修内容は 2/3･3/3

２０１７夏期研修会は６つの体験内容をワークショップ形式で受講･･･
夏の一日を有意義に過ごせるプランでご提案
各体験は当日先着順のお申し込みとなりますので、受講の順番がご希望に添えない場合もあります。

夏期研修会「申込書」
■
■
■
■
■

開 催 日
受付時間
研修時間
定
員
研 修 費

平成２９年８月３日(木)･４日(金)
８時４５分～９時３０分 ※体験受付は９:００～となります。総合受付を先に済ませてください。
９時３０分～１６時３０分（予定）
※申し込み多数の場合、抽選とさせていただくことがあります。
各日３，５００円（税込）

※ 用具・材料一式・昼食代を含みます。（現地までの交通費などは、ご負担下さい）
■ 会
場 優良教材株式会社 埼玉県春日部市南 2-1-31 Tel 048-734-2852
※集合場所は東武春日部駅西口交番前 8 時 40 分～9 時 20 分 弊社スタッフがお迎えに参ります。
学校名
学校住所
学校電話

TEL

学校 FAX

FAX

※返信の FAX を致しますので、必ずご記入下さい。

携帯電話
ふりがな

受講日 ※ご希望日に○

８／３

お名前

８／４

※受講票の送付先に、学校以外を希望される場合はご記入下さい。

送付先住所

〒

□春日部駅集合 (電車利用) □直接来社(バス利用・徒歩・自転車等)
ご来社方法

駐車スペースが少ないため、お車でのご来社はご遠慮下さいますようお願いいたします。
※お車の場合は、ララガーデン等の駐車場をご利用下さい。

■ お申込み方法：上記「申込書」にご記入頂き、弊社宛に FAX して下さい。
○お申込み受付の受領を FAX にて返信致します。
○研修費は、当日会場にて申し受けます。
○後日、受講票・当日の時間等の詳細を送付致します。

■ お問い合わせ：優良教材株式会社 電話 048-734-2852 / 担当 長谷川・市川

申込締切日： 7 月 20 日（木）

FAX 番号 048-734-2856

優良教材夏期研修会 8 月 3 日体験内容・時間
体験 1

定員:各回

10 名

「キャラメルポーチ作り」
第１回目

9:45～10:30

体験内容
人気の 2017 新製品 !!
手縫いでファスナー付け練習が出来、手

第２回目 10:45～11:30

縫いの基礎練習をしながら、仕上げる

第３回目 11:45～12:30

「かわいい箱型の小物入れ」。小物がたっ

第４回目 13:30～14:15

ぷり入るから、いろいろ使えるポーチで

第５回目 14:30～15:15

す。

体験 2

定員:各回

10 名

「飛び出すカード作り」
第１回目

9:45～10:30

体験内容
開くと紙でデザインした形が、立体的に
飛び出す仕掛けカードを作ります。

第２回目 10:45～11:30

カードは、大切な方へのメッセージカー

第３回目 11:45～12:30

ドとしてお使い下さい。

第４回目 13:30～14:15

※2 枚分のカードですが１枚を製作し、

第５回目 14:30～15:15

1 枚お持ち帰りいただきます。

体験 3

定員:各回

10 名

「組紐体験」
第１回目

体験内容
昨年８月に上映され大ヒットした

9:45～10:30

日本長編アニメ映画で、物語のカギ

第２回目 10:45～11:30

となり注目を集めた「組紐」を体験。

第３回目 11:45～12:30

ハマナカ株式会社より講師を招き、

第４回目 13:30～14:15

初めてでも簡単に作れる、組紐の

第５回目 14:30～15:15

ミサンガを製作します。

体験 4

定員:各回

10 名

「水で光るライト作り」

体験内容
少量の水で約７日間発電 !!

第１回目 10:00～10:30

話題のマグネシウム空気電池で防災用ラ

第２回目 10:45～11:15

イトを作ります。

第３回目 11:45～12:15

長期保管することが出来るので、災害時

第４回目 13:30～14:00

やアウトドア用の電源としても利用され

第５回目 14:30～15:00

ています。

体験 5

定員:各回

12 名

「草木染 藍の生葉染め」
第１回目

体験内容
夏期限定の草木染 !

9:45～10:35

摘みたての藍の葉から、色素を揉み出し

第２回目 10:45～11:35

火も媒染剤も使用しない、お手軽染色。

第３回目 11:45～12:35

首元のアクセントにおしゃれなシルクの

第４回目 13:30～14:20

ハンカチーフ。絞り柄を入れてオリジナ
ル作品に仕上げます。

体験 6

定員:各回

10 名

「スプラウト栽培」

体験内容
土も肥料も使わずに簡単に出来るスプラ

第１回目 10:00～10:30

ウト栽培。水の取替えがラクなカラフルス

第２回目 10:45～11:15

プラウト容器を使用。
※初めてでも育てやすいカイワレ。
※容器はカラフルな 4 色から選んでいた
だきます。

第３回目 11:45～12:15
第４回目 13:30～14:00
第５回目 14:30～15:00
それぞれの体験の回の時間は予定です。
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優良教材夏期研修会 8 月 4 日体験内容・時間
体験 1

定員:各回

10 名

体験内容

「パッチワークのコースター作り」 おしゃれなパッチワークのコースター。
第１回目

9:45～10:30

ひと針ひと針、手縫いで仕上げる手づく

第２回目 10:45～11:30

りの温かみと真心が伝わるコースターの

第３回目 11:45～12:30

製作。

第４回目 13:30～14:15

※1 枚作ります。

第５回目 14:30～15:15

※色は 3 色から選びます。

体験 2

定員:各回

10 名

「飛び出すカード作り」
第１回目

9:45～10:30

体験内容
開くと紙でデザインした形が、立体的に
飛び出す仕掛けカードを作ります。

第２回目 10:45～11:30

カードは、大切な方へのメッセージカー

第３回目 11:45～12:30

ドとしてお使い下さい。

第４回目 13:30～14:15

※2 枚分のカードですが１枚を製作し、

第５回目 14:30～15:15

1 枚お持ち帰りいただきます。

体験 3

定員:各回

10 名

「果物タワシづくり」
第１回目

体験内容
牛乳パックを編み機として再利用して、

9:45～10:30

洗剤を使わないアクリルタワシの製作。

第２回目 10:45～11:30

インテリアとして飾ってもかわいい果物

第３回目 11:45～12:30

タワシです。今回の研修では短時間製作

第４回目 13:30～14:15

可能な「みかん」を作ります。

第５回目 14:30～15:15
体験 4

定員:各回

10 名

「水で光るライト作り」

体験内容
少量の水で約７日間発電 !!

第１回目 10:00～10:30

話題のマグネシウム空気電池で防災用ラ

第２回目 10:45～11:15

イトを作ります。

第３回目 11:45～12:15

長期間保管することが出来るので、災害

第４回目 13:30～14:00

時やアウトドア用の電源としても利用さ

第５回目 14:30～15:00

れています。

体験 5

定員:各回

12 名

「草木染 茜染め」

体験内容
草木染の基本的な煮染め・媒染剤で定着

第１回目 10:00～10:30

の手順で染色体験。

第２回目 10:45～11:15

好みの絞り柄を入れて、木綿のハンカチ

第３回目 11:45～12:15

をきれいな茜色に染めます。

第４回目 13:30～14:00

※休憩時間に、媒染・すすぎ・干しにお

時間は絞り柄入れ～染色液投入迄
体験 6

定員:各回

戻りいただきます。

10 名

「スプラウト栽培」

体験内容
土も肥料も使わずに簡単に出来るスプラ

第１回目 10:00～10:30

ウト栽培。水の取替えがラクなカラフル

第２回目 10:45～11:15
第３回目 11:45～12:15

スプラウト容器を使用。
※初めてでも育てやすいカイワレ。

第４回目 13:30～14:00

※容器はカラフルな 4 色から選んでいた

第５回目 14:30～15:00

だきます。

それぞれの体験の回の時間は予定です。
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