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京都の町家で営む毛糸と手芸雑貨のお店です。
オリジナルのニットキットを箱につめて
季節ごとに販売します。
気軽に参加していただけるワークショップや
イベントも随時開催。
充実したオンラインショップもございます。

1F国内外の厳選された手編み糸、手芸材料・道具・オリジナルキットがず
らりと並びます。初心者さんにも安心の価格と、編み心地・使い心地にもこ
だわりました。他にもフェルト羊毛やレース・リボンなどもございます。

2F広々としたワークスペースでワークショップやイベント、展示会などを
開催。作品を展示するための壁面装備や、ゆっくりとくつろげる和室スペー
スもございます。 スペースのレンタルも行っております。
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こんにちは。

ここ最近、日中は30度を超える暑い日が何日か

ありましたが、イトコバコのなかは

驚くほど快適です。

アパートの自宅は窓を開けていても

なんだかむっと暑いですが

店舗はひんやりと居心地が良くて、

外の陽気から中に入るとホッと

心がなごみます。

昔の建物はやっぱりすごいですね！

5月は町家の快適さを満喫しました～。

ワークショップ中も縁側の窓を開け放して

とても気持ちが良かったです。

これからの季節、そうはいかないかもしれませんが…

ぜひぜひお越しくださいませ。

お待ちしております。

古い映画を見ていて、毛糸を編んで
いる人が登場すると思わずハッとし
てしまうのはもはや職業病。今回ご
紹介する映画は「幸福」という
1964年に公開されたフランス映画
です。モーツァルトの音楽を背景に、
主人公のフランソワと奥さんのテ
レーズが幼い子供たちと公園で遊ぶ、
幸せそうなシーンから映画は始まり
ます。フランソワが、近くの町の郵
便局で働くエミリという女性と恋に
落ち、愛し合うようになっても映画
は幸福な場面に満ちたまま進行し続
けます。一見、キラキラとした可愛
い映画ですが「幸福」とはいったい

何なんだろうと考えずにはいられな
い、思わずぞっとするラストが用意
されています。編み物場面は、冒頭
の親戚のおばさんの家をたずねてい
くシーン。美しい庭のある家に住ん
でいるおばさんが編み物をしながら
テレビで映画を見ています。棒針編
みには「フランス式」と「アメリカ式」
がありますが、こちらのおばさんは
「アメリカ式」でした。当然といえ
ば当然ですが、フランスだからと
いって全員が「フランス式」で編ん
でいるわけではないんですよね。
また映画のなかの編み物シーンを見
つけたらご紹介させていただきます。

ひっそりとした西陣の外れの住宅街
に紛れているイトコバコですが、歩
いて5分ほどのところに素敵な公園
があります。ワークショップは、た
いてい13:00から始めることが多く、
お昼ごはんを食べて来られる方がほ
とんどです。そんなお客様から「二
条公園でご飯食べてから来ました
～」というお話をよく聞きます。
また、お子様といっしょに来られた
お客様は、二条公園で遊んでから来
られたり、お父さんとお子様が二条
公園で遊んでいる間に来店されたり
と、何かと名前を聞く公園なのです。
二条公園は調べてみるととても由緒

正しい公園。元々は昭和3年、昭和
天皇御即位の記念に開かれた博覧会
の会場内に設けられた児童遊園地で、
後に公園として整備されたそうです。
その60年後に行われた改修では、平
家物語にも登場する「鵺池(ぬえいけ)」
という歴史ある池が復元されました。
なんでもこの池、平安時代に天皇を
苦しめた怪鳥の鵺を源頼政が見事に
射落とし、そのときに血のついた鏃
(やじり)を洗ったのがこの池である
という伝説を持っているのだそう。

二条公園
京都市上京区智恵光院通丸太町下ル

イトコバコ  itokobaco .com

京都市上京区主税町 1071　tel. 075-822-0011
open. 11:00 -19:00  /  close. 木曜・祝日

JR・地下鉄「二条駅」より徒歩13分
市営バス 「千本丸太町」より徒歩 2分～
京都駅方面から: 206番線／烏丸・河原町方面から: 201番線

＊「千本丸太町」バス停は 4カ所あります。
＊駐車場はございません。最寄のパーキングをご利用下さい。
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ニットリングを使ったアクセサリー

ニットリングという素材に細
編みを編みつけてできる簡単
なアクセサリー。夏に嬉しい
コットン素材のブレスレット
やネックレスが当日に完成し
ます。当日は 36色からお好き
な色をお選びいただけます。
初心者さんにおすすめで
す！！

6月 3・10・17・24日（火）
13 -15時 

各日 8名

材料費 ¥1,000 ( 税抜 )

かぎ針 3/0 号、とじ針

ざくざく編みすすめられる
「ネット編み」で、お野菜を入
れるベジネットバッグを作り
ましょう。色違いでいくつも
作って、お野菜ごとにキッチ
ンにぶらさげるととってもは
なやか。実は編み方ポイント
満載の「ネット編み」。この機
会にぜひどうぞ。

6月 21日（土）・22日（日）
13 -16時 

8名

材料費 ¥1,560 ( 税抜 )

かぎ針 5/0号、とじ針

6月 21日（土）・29日（日）
13 -16時 

8名

材料費 ¥1,500 ( 税抜 )

かぎ針 5/0号、とじ針

赤い木の実のようなガラス
ビーズを全面にちりばめたが
ま口。エコアンダリヤラフィー
というラフィア風の編み地に
仕上がる糸を使います。化粧
ポーチとして使うのにちょう
ど良いサイズで、実用的。ビー
ズは赤のみですが、糸の色は
お選びいただけます。

イトコバコのご近所さん、ハー
ブティとアートのお店「たま
茶」さんにて行います。コッ
トンの刺繍レースとニットを
組み合わせたコースターを作
ります。完成したらたま茶さ
んのハーブティとクッキーを
いただいてほっこりしましょ
う。初心者さん大歓迎です。

6月 14日（土）
13 -16時  

各日 6名

¥2,500 ( 税抜 )
材料（コースター 4枚）、お茶お菓子代込

かぎ針 5/0 号、とじ針

ニットレースのコースター in たま茶

6月 7日（土）・8 日（日）
13 -16時 

両日 8名

材料費 各 ¥1,000 ( 税抜 )

カサ かぎ針 3/0 号、とじ針
てるてる坊主 かぎ針 4/0 号

梅雨の季節の窓を楽しく飾る
てるてる坊主をぶら下げた
ガーランドはいかがですか？
そして、ついつい買ってしま
うビニールカサの取手には可
愛いカバーをどうぞ。見慣れ
たビニールカサが自分だけの
オリジナルに大変身！！
当日に完成します。

市販の帽子では、自分に合う
サイズがないとお困りの方は
いらっしゃいませんか？
この帽子は後ろについたリボ
ンでサイズが調節できる嬉し
いデザイン！お子様サイズも
ご用意しました。
当日は特別にリバティのリボ
ンをご用意いたします。

6月 1日（日）・14日（土）
13 -16時  

各日 8名

材料費 大人用 ¥1,920 ( 税抜 )

子ども用 ¥1,440 ( 税抜 )

親子でおそろいの麦わら帽子

6月 28日（土）
13 -16時 

8名

¥2,500 ( 税抜 )
※材料費、お茶、お菓子代込

棒針 7号、とじ針

裏面はコットン 100% の糸で
シンプル & 簡単なガーター編
み。表面はコットンの刺繍レー
ス。2 枚をつなぎ合わせて作
るので、なべつかみやなべ敷
きとしてキッチンで大活躍。
当日はたま茶さんのハーブ
ティと、ラベンダーとくるみ
のクッキーもどうぞ。

ニットレースのポットホルダーカラフルなベジネットバッグ 赤いビーズのがま口

小さなお花のモチーフがつな
がった編み地は「連続モチーフ」
という技法で糸を切らずに編む
ことができます。お好きな幅で
編めるので、1 列だけ編めば細
長いラリエットのようにも使え
ます。当日は 36 色のなかから
お好きな色をお選びください。

6月 4・11・18・25日（水）
13 -15時  

各日 8名

材料費 ¥1,350 ( 税抜 )

かぎ針 3/0 号、とじ針
かぎ針 6/0 号、とじ針

連続モチーフのショールとラリエット

カサの取手カバーとてるてる坊主のガーランド
梅雨を楽しむ


