
キリトリセン

日程並びに会場

開催地 開催日 会 場 名 会場住所・会場TEL お電話でのお申し込み先

★ 開催時間は、各会場とも午前10時～4時 (受付開始 9:30  新作発表は12時～午後2時)

2月14日(金)
ハンズナトリエ栄

名古屋市中区栄3-27-18
ブラザ－栄ビル4Ｆ
  052-262-9841

新日本商事(株)
  052-331-96762月15日(土)

(株)一栄商会
  052-451-1261名古屋 ①

名古屋 ②

東　京 ①

東　京 ②

東　京 ③

広　　島

※長 　崎

2月17日(月) オリエンタルホテル ４F
広島市中区田中町6-10
  082-240-7111

(有)ニットショップまつや
  082-294-8655

富　　山 2月26日(水) ボルファ－トとやま ４Ｆ
富山市奥田新町8-1
  076-431-1113

ＨＯＮＤＡ      
  076-469-6655

福　　井 2月24日(月) 福井市地域交流プラザ
 アオッサビル　６Ｆ

福井市手寄1-4-1
  077-620-1535

パーキーフクイ  
  077-636-9642

2月 6日(木)

2月 7日(金)

2月 8日(土)

東京都中野区弥生町5丁目6-11
  03-5328-0760

(株)ファッション・パーキー  東京ブランチ
  03-5328-0760

(株)ファッション・パーキー  東京ブランチ
  03-5328-0760

ヴォーグビル ２Ｆ
クラフティング

ア－トギャラリ－

福　　岡 3月 5日(木) 福岡朝日ビル Ｂ１F
福岡市博多区博多駅前2-1-1
  092-431-1260   090-6426-5865

(株)ファッション・パーキー  九州連絡事務所

  090-6426-5865
(株)ファッション・パーキー  九州連絡事務所

 

浦　　和 3月23日(月) さいたま共済会館 ６Ｆ
さいたま市浦和区岸町7-5-14
  048-822-3330

(株)ファッション・パーキー
  052-991-7511

大 阪 ①

大 阪 ② 3月 1日(日)

2月29日(土)
ＯＭＭ ２Ｆ Ｅ・Ｅ２ホール

大阪市中央区大手前1ｰ7ｰ31
  06-6943-2020

(株)大城新社
  06-6771-0058
(株)ファッション・パーキー
  052-991-7511

姫　　路 3月14日(土)
姫路市民会館３Ｆ 第２会議室

（中ホール）
姫路市総社本町112番地
  079-284-2800

クラフトジャパン(株)
  079-282-2321

(株)ファッション・パーキー
  052-991-7511

※新　 潟 3月25日(水) 新潟会館　３Ｆ

岡　　山 3月12日(木)
岡山市北区本町6番36号
  086-231-7724

(株)ファッション・パーキー
  052-991-7511

第一セントラルビル１号館９Ｆ

新潟市中央区幸西3-3-1
  025-247-9307

仙　　台 3月21日(土) カルチャー仙台ビル ４Ｆ
仙台市青葉区1番町2-3-10
  022-225-2698

(株)ファッション・パーキー
  052-991-7511

2月20日(木) サ－ラシティ浜松２F(萩)
浜松市中区砂山155-1
  053-455-0051

※浜 　松

 3月 8日(日) 宮日会館　１０Ｆ
宮崎市高千穂通1ｰ1ｰ33
  0985-26-5558

※宮 　崎

3月10日(火) 長崎県勤労福祉会館 ４F
長崎市桜町9-6
  095-821-1456

(有)小田あみもの
  095-822-2645

東京①

大阪② 札幌

浜松 福井

仙台

氏  　名

住　  所

T  E  L

参加会場

会員番号

お取引先名

ふ り が な

( 希望会場に○印 )

エクトリー講習会

トータルファッションセミナー

上記申込先以外は　　　(株)ファッション・パーキー　エクトリ－事業部　ハンズアカデミー特約事業部
右記にお願いします。　〒462-0844 名古屋市北区清水2-8-4   TEL 052-991-7511 FAX 052-991-7510

2020春夏 参加申込書

※の会場は午前・午後の部とも、主任講師が行います。  浜松 2/20(木)　宮崎 3/8(日)　長崎 3/10(火)　新潟 3/25(水)  

 　

姫路

広島

福岡

東京②

宮崎

東京③

長崎

名古屋①

岡山

名古屋②

浦和

富山

新潟

大阪①

共　　催　(株)ファッション・パーキー　エクトリー事業部・開催地区特約店

講　　師　チーフデザイナー　若月キミコ

　　　　　技術・・・・主任講師／冨山雅子、富田文子、川勝靖子

受講資格　編物・手芸教室経営者もしくは指導者

講 習 料　3,000円(税別)

テキスト代　特別テキスト500円(税別)

教 材 費　特別教材費・実費 4,000円(税別)

携 帯 品　製図用具・筆記用具・かぎ針セット

定　  員　満員になり次第締切りますので、お早めにお申し込み下さい。

申込方法　開催地区の特約店・もしくは下記へ・・・　　

◎ 〒164 - 0013  東京都中野区弥生町5丁目6 -11  ヴォーグビル 1F

   (株)ファッション・パーキー　東京ブランチ　　　TEL 03-5328-0760  FAX 03-5328-0761

開
催
要
項

午前の部　(10時10分～12時10分)

  いつもの通り、ソフトをお見せしながらトークショー形式で・・・

      A. 若月キミコの目から捉えた2020春夏のトレンド

         ※ 大人がきれいに見えるニットとは

            ･ 今の流行は｢着用時に面倒くさくない｣

            ･ モノ余り時代に欲しがるものとは

            ･ 春夏は涼しい素材が一番・・・高級感溢れるレース生地「プラネットレース」

            ･ 着こなし＆着回しを考えた提案

         ※ プラスすることで、新しいオシャレが楽しめる、ファッションアクセサリーの提案

   

      B. 新しい層へのキッカケづくりは・・・

            ・人に知っていただく為の提案Ⅰ・・・針・糸いらずの布用接着剤「ノン・クチレ ストレッチタイプ」の提案

            ・人に知っていただく為の提案Ⅱ・・・手軽にお買い求めいただけるシート類を多数提案いたします。

   

      C. 手づくりニットと相性の良い新コーディネ－ト商品も多数提案します。お楽しみに・・・

午後の部　(1時30分～3時40分)

      ★ 技術講習・・・テキストに沿ってテーマ作品の作り方ポイント（実技も入ります）

◎ 〒462 - 0844  名古屋市北区清水2-8-4　

   (株)ファッション・パーキー　エクトリー事業部　ハンズアカデミ－特約事業部　

TEL 052-991-7511  FAX 052-991-7510

総務省統計局発表の平成27年国勢調査によると、日本の人口は

1億2,711万人(令和元年7月1日現在では1億2,388万人）

世帯数5,340万3,000、1世帯あたり2.38人です。

ところで、｢人口ボーナス｣という言葉は、ハーバード大学の

人口学者デービット・ブルームが唱えたもので、若い働き手の

比率が高まることで税収や消費が活発に増えていく状態をいいます。

一方、｢オーナス｣とは｢重荷｣・｢負担｣と訳され、｢人口オーナス｣

とは少子高齢化の事をさします。

そして、｢人口ボーナス｣から｢人口オーナス｣への転換点に

おいて国民は職業感や人生観を変える必要があると

考えられています。

まさに、手芸業界がその時期ではないでしょうか？

手でしかできないもの、手でつくる価値のあるものを

一緒につくって、文化としての編物を残していきましょう。

クチコミが全てです。ご協力をお願いします。

令和２年１月吉日 若月キミコ

｢人口ボーナスと人口オーナス｣

札　　幌 北海道経済センター ８F
札幌市中央区北1条西２丁目
011-231-1122   090-8632-6421

(株)ファッション・パーキー  札幌連絡事務所
3月18日(水)

主
な
る
講
習
会
内
容


