
SWEDENの民族色が一番残っている美しいダーラナ地方で、日端友好
150周年行事の一環として特別に日本の方々に刺繍講習会が行われます。

ウール刺繍での民族衣装で色とりどりの花がらなどが思い浮かべてい
ただけると思いますが、御自分の好きな生地に、好きな糸や材料を使っ
て自由に制作していただけます。 

講師は日本に行かれたこともあり、作品展も数々なさっておられるミ
アさんで、スウェーデン語、英語で、日本語通訳もつきます。 
3日間の講習会で宿とおいしい食事もついて大変手軽な費用で参加でき
ます。 

Leksandまでは車でも列車でもStockholmから
3時間ぐらいです。周りには観光スポットも多
くあります。 

シリアン湖の見える宿舎で素敵な夏の日々を
お過ごしください。

夏季特別刺繍講習会
のお知らせ
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初心者のための3日の講習会（8月14-16日） 
ダーラナ県 レクサンド国民学校 

あなたのファンタジーを使って色や形を作る、自由な刺繍を楽しんで
いただける講習会です。 

このコースでは、作例、デザインと素材、ステッチ、針の運び方など
を学べます。 

星、鎖、サテンステッチ、フランス結び、ブランケットステッチ、な
どなどを使ってあなた自身の独自の作品を作ることができます。 

ダーラナ地方に古くから伝わる手法で、華やかな色合いの自分で描い
た絵のごときウール刺繍が生まれます。 

バラ、チューリップ、馬、星の光、などが物語となり、アップリケ、
スパンコール、リボン、ボタンなどを使いあなた自身の刺繍に変化し
ていきます。 

そのほか、処理の仕方、クッションの角の飾り、うらの処理、刺繍の
取り扱いも説明します。 

皆様に3日間の楽しい刺繍との時間を過ごしていただき、自分の作品
が出来上がり、帰ってからもインスピレーションで続けていただける
ようにという目標を持っています。 

受け入れは先着順にさせていただきます。 

人数に制限がありますので、お早めにお申し込みください。 

お持ちでしたら、持参いただくもの 

針、ハサミ、紙、ペン、定規、洋服、ウールや刺繍糸、リボン、ボタ
ン、スパンコール、ビーズ、レースなどお使いになりたいもの。 
コースにはスタートキットもついています。 

またお持ちいただかなくても、教室に備えてあります。 

御一緒にLeksand 手工芸店、Sättergläntan 売店も訪問予定です。 

講師:  ミア・エーリング 

私はレークサンドのユーベック村に住んでいます。刺繍は子供の時か
らしてきました。クロスステッチから景色の刺繍、そして今はウール
地にボタンやスパンコール、リボンなどを使って自由なファンタジー
で作品を作る、夢がかないました。新しい形や色でのししゅうをつく
りだすのが楽しいです。

テーマ 
望みと色合い 
ウールに自由な刺繍を
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日時 

2018年8月14日～16日（15時終了）。13日16～20時 チェックイン。 

講習会場及び宿舎 

Leksand folk högskolan ,Leksand 駅から徒歩25分。送迎可能。 

講習会参加なさらないご家族友人もご希望があればお泊り頂けます。 

料金 

宿なし：2445 SEK 

シングルルーム 3泊3食と午後のfika付き：3750 SEK　 

ダブルルーム3泊3食と午後のfika付き：3450 SEK  

申し込み 

別紙の応募要項にご記入の上、お申し込みください。5月31日締切。 

応募規定及び支払い 

応募条項に記入していただきお申し込みください。締め切りは5月15日です。 

13歳以上の方となります。 

受け取り次第代金の請求書をお送りします。銀行口座宛の支払いですが、それが
難しい方はご相談ください。 

キャンセルと返金について 

14日前まではキャンセル・返金が可能です。 

メールで講習会名、日にち、お名前と払戻し先の銀行口座名をお送りください。 

講習会30日以上以前の場合、事務経費1000 SEK のほか全額払戻しいたします。 

14日前までの場合、経費1000 SEK を除く半額を払戻しいたします。 

その後は払い戻し不可となりますのでご注意ください。 

万一講習会が実行できない場合はもちろん全額払い戻しとなります。
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 本申込書の応募項目にご記入後、ご提出いただけるほか、レクサンド国民高等
学校のウェブサイト上でもお申し込みいただけます（http://leksandacademy-
jp.com/#a1）。 

* マークは必要事項です。 

* 生年月日 / Date of birth  ex. 730513（13歳以上）。 

 

* 名前 / Name  ex. Hanako Yamada  

* 住所 / Address ex. kungsgatan1 11111 stockholm 

* 電話 / Telefonnummer ex. +46 701234567（できれば携帯電話） 

* Eメールアドレス / E-postadress  ex.hanakoyamada@gmail.com 

* 宿泊希望 / Room request  

□ 一人部屋   single 

□ 二人部屋   double  

□ 宿泊なし   without room  

二人部屋ご希望の方は、同室希望者の名前をご記入ください。 

When you choose double room, please write the name of person you want 
to stay together. 

* シーツ、タオルを借りる方、出るときのお掃除を頼みたい方 

If you want to rent towels and sheets, or cleaning room. 

□ yes / □ no 

* シーツとタオル Sheets, towels：100 SEK/pers 
※持参の場合は無料 

□ yes / □ no 

* 掃除 1部屋 Cleaning for check out per room：250 SEK 
※自分で清掃の場合は無料 

□ yes / □ no 

特別食の希望　Special meal request 

□ 野菜食 Vegetarian 

□ ベーガン Vegan 

□ 乳糖なし Laktos free  

* 私は契約条項を読み，学校の方針に同意いたします。 
I have read the schools applying condition and agree.  

□ yes / □ no  

私は今後も学校の講習会の案内を希望いたします。 
I would like to receive information of your courses in future. 

□ yes / □ no

講座申込書
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お問い合わせ 

応募、支払いについて（スウェーデン語、英語）  

Maria Fahlgren 

電話：+46 (0) 247-36966 
メール：maria.fahlgren@leksand.fhsk.se 

コース内容、その他について（日本語） 

博多寿子 

電話：+46 (0) 70-1151273 
メール：hisakohakata@hotmail.com 

Leksands folkhögskola 

Siljegårdsvägen 21 
793 26 Leksand 

http://www.leksand.fhsk.se
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