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＜ 本 部 事 務 局 ＞ 

〒103-0006 

東京都中央区日本橋富沢町 7-9 

人形町合田ビル 3F 

TEL 03-5649-2321 

FAX 03-5649―2325 

ＨＰ http://www.jdpa.jp/ 

 

会場： 大阪産業創造館（3F・4F） 

〒541-0053 大阪市中央区本町 1 丁目 4 番 5 号 

【アクセス】地下鉄堺筋線本町駅から徒歩 5 分 

（堺筋線 12 番出口・中央線 2 番出口） 
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     2014 年度 JDPA 第７回 関西支部展のご案内 

JDPA会員の皆様には、時下ますます清祥のこととお喜び申し上げます。 

さて、JDPA設立 25周年の今年、関西支部では、『2014年度 JDPA第 7回関西支部展』を開催することになり

ました。今回は、賛助会員ブース、3 階・4 階講師会員ブース、賛助会員体験セミナー、講師会員体験セミナー

に加え、皆様から出展にご協力いただき、作品展をすることになりました。  

多くの販売ブースや様々な 25周年企画をご用意し、皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。  

また、現在関西支部が会報誌に掲載中のコーナー『トール de エコライフ』作品展示もいたしますので、あわせ

て是非ご覧ください。 

開催期間中（12日の搬入日も含め）、お手伝いいただけるボランティアの方々を多数募集しております。多く

の方に参加していただき、楽しい関西支部展になりますようにご協力をお願い致します。 

尚、ボランティアにご参加いただいた方々には、かわいいピンバッチをご用意しております。 

＊ボランティア申し込み先＊JDPA 本部事務局（TEL:03-5649-2321） 

要       項 

1．開催日時： 2014年 11月 13日(木)～15日（土）  * 入場無料 * 

          10：00 ～ 17：00 （最終日 15：00まで） 

２．開催場所： 大阪産業創造館  〒541-0053 大阪市中央区本町１丁目４番５号 

          ３F マーケットプラザ ・ ４F イベントホール 

   ★作品展示・・・（４F） 

★海外招聘講師作品展示 

 ◎設立２５周年を記念した価格の商品をご用意しております。 

★賛助会員ブース・・・（３F） 

・新製品の紹介 

・デモンストレーション・体験会開催、販売等 

   ★講師会員ブース・・・（３F ・ ４F） 

・デモンストレーション開催（３F） 

・オリジナル作品展示、販売等 

★体験セミナー・・・（４F） 

    ・・賛助会員体験セミナー 

・個性あふれる講師による体験セミナー 

～ 当日、この「ご案内」をご持参くださ い  ～ 

 

★JDPAブース・・・（３F） 

・トール deエコライフ 

・プチセミナー 

・ＪＤＰＡオリジナルバッグ 

★デモンストレーション・・・（４F） 

 11／13（木） 11／14（金） 

11：30 

～ 

12：30 

 

武藤 晶子 

 

高田 恵理子 

14：30 

～ 

15：30 

 

曽和 信子 

 

木田 弘美 
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湯口千恵子のオリジナルスタンプ、

DVD、本と筆の販売。 

「犬と猫の描き方」、「ローズ&レース」

など、詳しいステップバイステップの実

際の描き方と筆の動きを DVD でご覧に

なれます。  

スタンプの新しい DVD ができました。 

デモンストレーションでは、スタンプの新

しい使い方をご覧下さい。 

ペイントに最適な各種筆、溶剤、素材、 

デコレーションツール （ステンシル、スタン

プなど） やデコレーションパーツ （ゴールド

ブレード＆メダリオン、ステッカー、レジン

パーツ、メタルパーツなど)  を紹介。  

さらに JDPA 関西支部展協賛価格で販

売も致します。   

ぜひこの機会にセトコブースにお立ち寄

りください。 

ご好評いただいています。 ホルベイン

からﾄｰﾙペイント用絵具[ホビット]に待望の

メディウム５種が加わりました。 

①トップコートグロス ②トップコートマット

③ファブリックメディウム ④シーラー  

⑤リーターダーです。  

ブース内ではホビットを使ってオーナメ

ント作りが楽しめます。 

株式会社 A B C クラフト  

株式会社 セ ト コ 

ｷｬﾄﾞﾕｸﾞﾁ & ﾒﾘｰﾍﾞﾙ 

 

ホルベイン工業株式会社 

 

 

 

今、流行のデコナップ（ペーパーナプキ

ン）を使ったクラフトを紹介させて頂きま

す。 ペーパーナプキンの柄も豊富にご用

意いたしております。 また、ペーパーナプ

キンを使った体験会・講習会も予定してお

ります。 （ABC クラフトキューズモール店 

アート売り場までお問い合わせください。） 

是非お立ち寄りくださいませ。 

 

 

 『 Season ’s Greet ings』 

流行のペーパーナプキンとトールペイント両方をお楽しみ頂けます。  

初心者の方も是非ご参加下さいませ。 

 

〈日 時〉  11 月 14 日（金） 13：30～15：30 

〈講 師〉  吉川あつこ先生     定員 20 名 

〈使用絵具〉  アクリル           

〈受 講 料〉  4,500 円（材料費込み、税抜） 

〈申込み先〉  ABC クラフトあべのキューズモール店 アート売場 

             ☎06-6649-5151 

☆お席が空いていれば、当日受付 OKです。     ◇持ち物がございます。 ご確認下さいませ。 

 

賛助会員主催セミナー ＜株式会社 ABCクラフト＞ 

（会員番号順） 
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（会員番号順） 

ｱﾄﾘｴ ｳﾞｨｵﾚ（栗林 美智子） 

関   真 澄 

河崎   香 

横山 良子 

オールド ベア 

（安部康江・西本直江・平田朋子

門田智子・力丸純子） 

北川 小百合 

 生活を楽しみいろいろなスタイルのペイントを

楽しむ“Love Life Painting”。 幸せな気持ちの

トールペイントを楽しんでいる教室です。 ささ

やかなプレゼントをテーマに教室生徒さんの作

品と共に作品展示をいたします。 来場の楽し

みでもあるショッピングコーナーもございます。 

楽しい時間を過ごしていただけたら幸いです。 

 オリジナル作品を展示致します。 筆のタッチ

までどうぞ間近でご覧下さい。 また、パターン

パケットや手描きの雑貨、限定パケットキット等

を販売致します。 

ニス塗りなどのデモンストレーションも行い、

皆様に見て楽しんでもらえるブースを作りお待

ちしております。 

 日々の暮らしを彩る作品を皆様にご高覧いた

だきたく、出展させていただきます。デモンスト

レーションでは、香水瓶や少しグレードアップし

たバラの描き方、また木目を作る技法などをお

伝えいたします。 同時に作品（アンティーク雑

貨など）やパケットの販売もいたします。 皆様

のご来場を心からお待ちしております。 

 この度、個人ブースを出展させていただくこと

になりました。 ジョストボ、 ヒンデロｰペン、 

ローズマリングなど、今までの集大成としての

作品展示を中心に予定しております。  

同時にデモンストレーションも行います。 ご

来場の際には是非、お立ち寄りくださいませ。 

お待ちしております！ 

 おなじみオールドベアが今回も元気に出展し

ます。 次世代の人たちにもトールペイントの楽

しさを伝えることができるように、メンバーの知

恵を絞って三日間だけの素敵な空間を作って

お待ちしております。 

 皆様との再会を楽しみにしています。 ぜひ

足をお運びくださいませ。 

 

 お馴染み、河崎カラーの作品を、コレクション

のアンティーク雑貨と共にディスプレイします。  

オリジナルキット、手描き作品、パターンパケ

ット等とりそろえ、皆様のお越しをお待ちしてい

ます。  

アンティークかつシックな空間を是非お楽し

み下さい。 
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下川 多佳子 

ブライダルボード、ペットの肖像画、デザインパケット、オ

リジナルキットの販売ブースです。 また手づくりの革小物

とアクセサリーにもペイントして販売いたします。 雑貨屋

さんのような楽しいブースを目指しています。 

佐々木 恵美 

トールペイントの絵の一部に使えるトランスファーシール

とノウハウ＆アイデア満載の本、イベント限定のトール用

パターンパケット等を販売。 「シール de トール」を教えて

みたいという方には大阪セミナーのご案内も！ 

ローズマリング （池田 洋子） 

クリスマスにちなんだ可愛いツリー、トナカイ等の飾り物

や日常使う小物等にノルウェーのフォークアート（ローズ

マリング）で描きました。 北欧の雰囲気を楽しんで下さい

ませ。 販売品と展示がございます。 

ワンストロークペインティング 関西エリア （片山 好江） 

魔法のように短時間で華やかな絵が描けるワンストロー

ク技法を用いて絵付けしたおしゃれな販売品を多数ご用

意しました。 アクリル、ブリキ等色々な素材に描かれた

作品を身近に置いて暮らしに彩りを加えてみませんか。 

中西 康子 

フォーフィニッシュや多様なテクニックを組み合わせた作

品作りを提案している中西康子の販売ブースです。 今

回はボタニカルペイントの作品キットや陶板を使ったペン

ダントなど新しい商品の特別販売を致します。 

井下 尚子 

ネコやウサギ、イヌの動物画作品の展示と販売作品と一

緒に皆様のお越しをお待ちしております。 パターンパケ

ットの販売もございます。 四国香川から初めての出展

です。 どうぞ宜しくお願いいたします。 

癒しペイント（高田 ひろこ） 

身の廻りに転がっている雑貨のような作品を作っておりま

す「癒しペイント 高田ひろこ」です。 今回は自書本と本

に掲載の作品、とっておきのキット、完成品を並べて皆様

をお待ちしております。 皆様との出会いワクワクです。 

☆☆☆   新新新規規規入入入会会会受受受付付付   ☆☆☆   

JJJDDDPPPAAA 設設設立立立 222555 周周周年年年記記記念念念キキキャャャンンンペペペーーーンンン   

～是非 JDPA ブースにお立ち寄り下さい～ 

 

 

    

・プチ セミナー      オリジナルメモパッドに楽しくペイントします。 

                 初心者大歓迎！！ 

・トール deエコライフ  会報誌 60号より『自然や物を大切に』をテーマに 

始まった『トール deエコライフ』コーナー。  

これまでに掲載された作品を一挙に公開します。 

＜体験セミナー申込み 諸注意＞ 

*事前申込みは、各講師へ直接お願い致します。 必ず、氏名、個数、電話/FAX 番号を講師にお伝え下さい。 

*体験セミナー詳細に関するご質問などは直接各講師にお尋ねください。 

*賛助会員 ABC クラフトセミナーは 2 ページをご覧下さい。 

 

 

（会員番号順） 
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体体体験験験セセセミミミナナナーーー日日日程程程表表表    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜体験セミナー申し込み諸注意は、４ページをご覧ください。＞ 

11/13 

（木） 

10：30 

～ 

12：30 

勝倉 秀美 

「2 時間でしずくの描き方をマスター」  3,200 円 

 
シアージュペイント（アクリル）で描いたバラに 2 時間 

じっくりしずくを描きましょう。 

事前申込み連絡先： 

携帯 090-8134-3801   

（11/9 まで） 

＜限定 10 名様＞ 

越間 いつみ 

「クラシカルなブローチ」 1,500 円 

 
ペンダントトップにバラを描き、UV 

レジンで仕上げるブローチです。  

事前申込み連絡先：  

携帯 090-2062-0634 

（11/5 まで） 

当日会場にて申込み随時受付 

＜先着 20 名様＞  （11：30 まで） 

11/13 

（木） 

13：30 

～ 

15：30 

髙間 かづえ 

「ローズタイム（バラの腕時計）」  4,800 円 

 
腕時計にバラを描きます。 

バラの練習をしてから描き 

ますので当日仕上がります。 

事前申込み連絡先： 

Fax 077-521-0315  

携帯 090-9099-1846   

当日会場にて申込み随時 

受付  （13：00 まで） 

＜先着 10 名様＞ 

見 光代 
「デコ・ペイント Happy ツリー」 フック付き 2,800 円 

 
プラ板ペイント、天使、レースで 

ツリーを飾りましょう。（コサージュは 

含みません） アクセサリーかけにも。  

φ26 ｘ 高さ 30cm 

事前申込み連絡先：  

angel-wing.miko@ezweb.ne.jp 

（11/5 まで） 

当日会場にて申込み随時受付 

（14：00 まで） ＜先着 10 名様＞ 

11/14 

（金） 

10：30 

～ 

12：30 

井下 尚子 

「ミュージシャン・キャットのプラーク」  2,500 円 

 
ペーパーナプキンを貼り付け 

済みの木に、ベースまで入った 

ネコを描きます。 

事前申込み連絡先： 

携帯 090-4975-7981 

chiro.evergreen@docomo.ne.jp   

定員に満たない場合のみ 

当日会場にて申込み随時受付 

＜限定 10 名様＞ 

神田 紀子 

「りんごと洋なしのミニハートプラーク」  1,000 円 

 
サイドローディングが苦手な方 

でも楽しく描いていただけます。 

事前申込み連絡先： 

mamapoke2001@yahoo.co.jp   

（11/10 まで） 

 

空席があれば開始時間まで 

当日申込み受付します。 

11/15 

（土） 

10：30 

～ 

12：30 

片山 好江 

「ワンストロークローズのクリアティッシュケース」    

2,500 円 

ワンストローク技法で華やかなバラや葉を短時間で楽しく

描いてみませんか!! 

事前申込み連絡先： 

Fax 0776-22-5203 

当日会場にて申込み 

随時受付 

 

＜先着 10 名様＞ 

富永 ゆかり 

「ペイント de ボディジュエリー」  1,500 円 

 
肌に貼れるキラキラアクセサリー☆ 

お花を描いてストーンでデコ 

しましょう♪ 

事前申込み連絡先：  

tomichan826@gmail.com 

（11/10 まで） 

①10：30～ ②11：30～ 

＜各先着 10 名様＞ 

当日会場にて申込み随時受付 

（11：30 まで） 
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