
レッスン
多様なスタイルとアイデアが学べる
フラワーとハンドメイドのレッスン。
新たに2名のアーティストが加わりました。

レッスンの風景を
ご紹介します。

Lesson Report

http://artistin.jugem.jp/

『刺繍カフェ』を中心にものづくりをテーマにワークショップを開催
するほか、雑貨の商品開発や書籍の編集、執筆を行う。著書に『ガール
ズ・ハンドメイド事典』（ビー・エヌ・エヌ新社刊）など。

矢崎順子

ハンドメイド好きな方はもちろん、初心者も気
軽に取り組める刺繍とクラフトのレッスン。
6/29（金）は、枠つきのキットを使い、ぬり絵の
ような感覚でイラスト入りの布に刺繍を加えて
いきます。完成したら、そのままお部屋に飾っ
てインテリアとして楽しめます。

ぬり絵のように刺繍を楽しむ

A
rtist

パリで服飾を学んだ後、フランス人クリエイターの元で経験を積む。
帰国後は日仏コーディネーターとして活躍。フランス語やフランス
カルチャーを伝えながら、服や雑貨などの物づくりを行っている。

森貴容子

いつもおしゃれなパリジェンヌの生活は、日常
の何気ないものからつくられた素敵なハンドメ
イドアイテムであふれています。フランス語と
パリ流のハンドメイドを組み合わせたレッスン
で、フランスのエスプリにふれてみませんか。
6/24（日）には体験レッスンを行います。

パリスタイルのクラフトレッスン

A
rtist

New Artist

New Artist

TBS『王様のブランチ』でも紹介され
た、大人気のハンドメイドレッスン。
かわいい動物が住む森をドライフラ
ワーでアレンジします。楽しくて癒さ
れる箱庭づくりをお楽しみください。
お子様や初心者にもおすすめです。

Cui Cui「リトル・モスガーデン」
Pick Up

Lesson

http://def ilenaiguille.typepad.jp/

パ リ へ と つ づく
緑 の 小 道

　お問い合せ、ご注文はこちらから。

 ウェブサイト http://www.kusakanmuri.com
 電話 03-6415-4193（受付時間 12:00～20:00）

kusakanmuriでは、ご予算やご要望に応じた注文を承ります。
ウエディング、イベントやパーティー、店舗ディスプレイ、ギフトなど、

お気軽にお問い合せください。
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JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン 恵比寿駅西口 徒歩4分
東京メトロ日比谷線 恵比寿駅4番出口 徒歩2分
  （グリーンのフラッグが目印です）

会員カードのご提示で、お
支払い100円ごとに1ポイン
トをプレゼント。次回のお
買物にご利用いただけます。

特典

1

最新情報が満載の「草冠通
信」やメールマガジンをお
届けします。

特典

3

次回のお買い物か
ら使える、300円分
のお買い物チケッ
トをプレゼント。

特典

2

草冠会員募集中！　〈〈入会金・年会費無料〉〉

会員申込みは、kusakanmuri店頭、あるいは
ウェブサイトにて受け付けております。

フラワーショップ kusakanmuriより
夏の最新情報をお届けします。

The green path 
 leading to Paris

初夏のkusakanmuriでは、
草花あふれる
パリの日常をお届けします。

自由でシックなフレンチスタイルの
ブーケやアレンジはもちろん、
パリから直接買い付けてきた
雑貨も並びます。

まるでバカンスでパリを訪れたような、
うきうきと心おどる気分を
お楽しみください。

どなたでも気軽に参加していただける、
生活を豊かにするためのイベントをはじめます。
多彩なイベント内容にご期待ください！イベント

〒150-0021
東京都渋谷区恵比寿西1-17-2
tel :  03 - 6415 - 4193
http://www.kusakanmuri.com
open :12 : 00（6月末まで11:00）
close :20 :00
7/1（日）より営業時間が変更になります。
火曜定休
8/11（土）～8/31（金）は
お休みをいただきます。

心地よい暮らしを実践している人からお話を聞いたり、生活に彩りをそえる
手づくりのアイデアを学んだり、いつもの暮らしの延長線にあるようなウエ
ディングを思い描いたり。人と人をつなげて、毎日をちょっと豊かにするため
の集いの場「kusakanmuri gathering《ギャザリング》」をはじめます。

kusakanmuri gathering はじまります！

第1弾は、7月からフランス語とクラフトをおりまぜ
たレッスンをしていただく森貴容子さんに、日常生
活にセンスよく手づくりを取り入れているパリの
人々の様子を、写真とトークでご紹介いただきま
す。その後、1時間ほど体験レッスンを行います。
表紙にフランス語の刺繍が入ったオリジナルのノー
トカバーをつくりましょう。

 ［日時］
2012年6月24日（日）14:30～16:00

 ［プログラム］
•  「手づくりのあるパリの日常について」
　トーク＆スライドショー
•   「フランス語刺繍入りノートブックカバー」 レッスン
 ［参加費］
1,260円（税込） ※材料費込み、ハーブティー付き
 ［定員］
20名
 ［スピーカー＆レッスン講師］
森貴容子
※プロフィールの詳細は、裏面レッスンページをご覧ください。

日頃のご愛顧への感謝を込めて、会員限定のセー
ルを行います。今回の目玉は「本」！ 普段ショップ
で販売しているデザイン、アート、映画、ものづ
くりに関する書籍をメインに、コンピューター関
連書籍まで幅広く取りそろえます。雑貨やフラワ
ー&グリーン商品も販売しますので、みなさまお
誘い合わせの上、ぜひご来店ください！

kusakanmuriサンクスセールのお知らせ

イベントについてのお申し込み、お問い合わせはkusakanmuri店頭、ウェブサイト、お電話にて受け付けております。

2012年

7月20日（金）～
 22日（日） 

12:00～20:00
kusakanmuri 
1F ホールにて

オランダのカルチャーに精通したCui Cuiと、ガイ
ドブックをつくりましょう。有名フローリストや雑
貨店、アトリエなどの情報をノートに貼ってマスキ
ングテープや押し花で飾れば、オリジナルのガイドブ
ックが完成！ オランダに興味のある方は、お気軽
にご参加ください。

花とクリエイティブにあふれる
オランダの魅力をたっぷり詰め込んだ、
あなただけのガイドブックをつくってみませんか？

 ［日時］
2012年7月20日（金）18:30～
               21日（土）14:30～／16 :00～
※各回1時間程度

 ［参加費］
無料
 ［定員］
各回10名

イラストレーター sa-ko
と、フラワーデコレータ
ー erikoによるフラワー
&アート制作ユニット。
子どもから大人まで楽し
める花あそびとアートの
レッスンを主宰。

Cui Cui

http://cuicui-works.com

 「Cui Cuiと
 つくる、
 オランダ
 ガイドブック」

セール期
間中イベ

ント

 「フランス流、
 手づくりのある
 心地よい暮らし」

vol.01



フランス支 局 S の

パリの暮らし &

買い付けレポート

この春よりkusakanmuriフランス支局が

パリにオープンしま
した。現地から人々

の生活や

花屋、雑貨屋につい
ての情報をお届け

します。

フランネルフラワーのシャンペトルブーケ

シャンペトルとは「田舎風」という意味で、パリ流行のブーケスタイル。
草原から摘んできたようなナチュラル感は、ギフトにも喜ばれます。

5,250円（税込）

初夏のグリーンがあふれるパニエ　

蔓
つる

や実の動きが楽しい、ボリュームたっぷりのアレンジメント。
バカンスを感じさせるバスケットにあしらいました。

10,500円（税込）

心おどる、ワルツ風アレンジメント

涼やかな色でやわらかくまとめたアレンジは、パリの踊り子をイメージ。
軽やかにのびる花たちが可憐です。

8,400円（税込）

パリ郊外の野原から摘んできたようなナチュラルなスタイルと、
躍動感にあふれるバレリーナをイメージしたアレンジメントを
ご用意しました。

French Style Flowers 
ものづくり、ライフスタイル、デザイン、アートなど、新しい視野を広げてくれる本を豊富に取り揃えています。
今回は、その中からフランスとつながりのある書籍を2冊ご紹介します。ブック

 『アトリエ・カルトナージュ 
季節の花をあしらった、
暮らしを彩る箱づくり』
バリエーション豊かなカルトナー
ジュのつくり方を、丁寧に解説し
た人気書籍の第2弾。今回は季節
の花をモチーフに、ランプやコスメ
ドレッサーなど暮らしを彩る箱づ
くりを紹介。各作品にアーティフィ
シャルフラワーをアレンジし、花
器として、収納箱としての2wayを
提案しています。kusakanmuriの
草花も、すてきな手づくりの箱に
いけてみてはいかがでしょうか。
定価 1,470円（税込）
ビジャー香代子 著
（ビー・エヌ・エヌ新社）

 『ゴダールに気をつけろ！』
「勝手にしやがれ」で衝撃的な長
編デビューを飾り、「よくわかん
ないけどカッコイイ」と言われ続
けて50年。もはや伝説と言われ
ながら、いまだ現役で多くの信者
を魅了し続ける映画監督と言えば
……そう、J＝L・ゴダールです。
本書ではJLG現象を徹底的に体感
できます。現在はなんと3D映画
を制作中とのこと！ 公開前に本
書を読めば、「語れる」優越感にひ
たれること間違いナシです！
定価 1,995円（税込） 
杉原賢彦 編
（フィルムアート社）　

落ち着いた雰囲気の中、
じっくりと本に向かい
合うことができるブッ
クコーナー。

大きな天窓からふりそそぐ光の中、
ティールームでゆったりとした時間を
過ごしませんか。 ティールーム

天気が良い日には戸外のテラスを開放し
ています。緑をながめながら、心安らぐひ
とときをどうぞ。通常のドリンクメニュ
ーのほか、季節限定のメニューもご用意
してお待ちしております。

フレンチスタイルの
涼やかな草花

それぞれのアレンジから、この季節におすすめの
植物をご紹介します。

Pick Up Flower

『共生のデザイン 禅の発想が世界をひらく』（フィルムアート社）1.

『お祝いのデザイン』（ビー・エヌ・エヌ新社）2.

『はじめてのフラワーレッスン』（家の光協会）3.

『イラストの学校 かわいい動物と。』（ビー・エヌ・エヌ新社）4.

『Quotat ion no.12』（ビー・エヌ・エヌ新社）5.

ブックセールスランキング［2012 spring］

オダマキ（キンポウゲ科）
フランスでは、葉を両手にこ
すりつけると勇気がわくとい
う言い伝えから「聖母の手
袋」と呼ばれるそう。

スモークツリー（ウルシ科）
名前の通り煙の木、また霞

かすみ

の木と呼ばれること
も。花を咲かさなかった雌株が羽毛のような感
触となり、不思議な雰囲気を漂わせます。

に向かうパリは1年のうちで
最も日が長く、幸福に満ちて

います。天気がいい休日は公園やセ
ーヌ川のほとり、カフェのオープン
テラスに人々が集い、語らいを楽し
みます。街中に点在する花屋には、
特別な日のプレゼントはもちろん、
夕飯に招かれた際の手土産や自宅用
など、気軽に花を買い求める人たち
の姿があります〈1〉。デートの途中
で1本の花を恋人に贈るロマンチッ
クな光景にも遭遇しました。
　パリの花屋＆雑貨屋めぐりでおす
すめなのがマレ地区です。まずは中

ちません〈4〉。さらに北に抜けると、
ナチュラルな雰囲気の花屋をはじめ
〈 5〉人気セレクトショップ「merci」

さまざまな経歴の店主が店を構えて
いて、商品が持つ歴史を愛情たっぷ
りに教えてくれます〈2、3〉。そこから
北上したところにあるフラン・ブルジ
ョワ通りには、キッチュな雑貨屋を

庭を囲むようにアンテ
ィークショップが建ち
並ぶヴィラージュ・サ
ンポールへ。宝飾学校
で長年教えていた講師
やだまし絵画家など、

ッパ最大の蚤の市、
クリニャンクールへ。
複数あるエリアの中
でも一番のおすすめは94年の歴史
を誇るヴェルネゾン〈6〉。花器にぴ
ったりなアンティークの薬瓶など
〈7〉、宝探しが一日中楽しめます。
　7月上旬からkusakanmuriのショッ

プにて、パリで買い付けた商品を展
示販売します。一点
物も多いので、ぜひ
お早めに足をお運び
ください！

1

2

3

夏

はじめ、ものづくり女子
に熱く支持されている手
芸店があり、閉店間際に
も「作り途中の作品にこ
れが足りないの！」と駆
け込むお客さんが後をた

があり、おしゃれな
パリっ子たちでいつ
も賑わっています。
　週末はぜひヨーロ

4

5

7

6

フサスグリ（スグリ科）
夏には実が色づき、ジャムやジュースなど
の材料として使われます。（※アレンジに使
用されているものは、観賞用のため食用不可）

•ハーブティー（3種）
•紅茶
•アップルジュース
•ペリエ             各500円（税込）

Menu


