
PDF順 ジャンル　 氏名 タイトル 内容 定員 日 時間 所要時間 費用 その他 当日予約

1 木工 大澤知美 木製の時計を作る
ノコギリ、金づち、ドライバーを使ってパーツを組み
立てて
時計を完成させる

2名 日 10：00～ 30分～１時間 2000円 お子さまだけの参加不可 不要
※先着順

2 木工 片岡清英・紀子 「くるみの実を使ったオイル仕上げ
のお手入れワークショップ」

木地のコースターを磨いて刻印し、クルミの実オイル
を
擦り込んで完成させる

材料があるだ
け 土・日 随時受付 15～30分 1枚500円 不要

3 木工 安藤由紀 「木っ端を使ってブローチや箸置き
を作ろう」

制作過程でできるいろんな形と材質の木っ端を使って
ブローチなどを作る 各回2名 日 随時受付 30分～１時間 500円 予約は混雑していた場合のみ

でOK

4 木工 鈴木直彦 箸、スプーン作り 箸は豆かんな、スプーンはナイフや彫刻刀で削って成
形し、オイルで仕上げる 各日2、3名 土・日

随時
土曜 午後～

日曜 11:00頃～
箸 １時間

スプーン ２時間程度

箸1500円／カレー
スプーン2500円
／小ぶりなさじ

2000円
雨天時は中止の可能性あり 不要

5 木工 菅原博之 南京鉋で作る料理用ヘラ作り 南京鉋（カンナ）を使って料理用へらを作る 各日5名 土・日 13:00頃～ １時間 1000円 参加は大人のみ可 必要
※当日10時より受付、先着順

6 木工 芦田貞晴 バターナイフ、ジャムヘラ作り
サクラの木地に下書きして切り抜き、切り出しという
道具を使って角を落としたり、 厚みを薄くしたりして
好みの形に成型し仕上げにミツロウワックスを塗る。

各日10名 土・日 予約状況による 1時間〜1時間半 500円 雨天時はスペースの都合で縮小
もしくは中止の可能性あり

必要
※当日10時より受付、先着順

7 木工 田澤祐介 ミニコーヒーメジャー作り
成形済みのコーヒーメジャーのすくう部分のパーツに
、持ち手となる部分を糸のこで切り抜き、ヤスリやサ
ンドペーパーで仕上げて接着する

各日2名 土・日 13:30～ 30分～１時間 1800円 必要
※当日10時より受付、先着順

8 陶磁 叶谷真一郎 簡易金継
持参してもらった器を金継で繕う
欠けは2点、われは1点まで。陶磁器が対象。本漆は使
わず合成漆を使用し、最後に錫（すず）を蒔く

各日2名 土・日 13:00~14:00 状況次第 800円 不要
※先着順

9 陶磁 田屋道子 植物のマメ皿　マメマメ皿 花、葉、種などを閉じ込めたようなマメ皿、もしくは
マメマメ皿を作る 各回4名 日 13:00～ / 14:00～

1日2回 30分 1300円
（送料含む） 焼成、完成の後参加者に発送 当日受付

10 陶磁 桑田智香子 「箸置きを作ろう～装飾を楽しむ
～」

準備した色んな形の箸置きの表面を彫ったり絵を描い
てもらったりして自由に装飾を楽しんでもらう 各日2，3人 土・日 両日13:00～ 30分～１時間 500円

（送料含む） 焼成、完成の後参加者に発送 必要

11 陶磁 田中大喜 「○○目皿を作ろう」
※○○は記号のマルです

石やクルミで模様を作り、10センチ角の板皿を作る
（釉薬をかけ後日焼成） 5名 日 随時受付 30分

1000円
（送料・焼成費込

）
焼成、完成の後参加者に発送 不要

※先着順

12 ほうき 高光太郎 キーボードブラシ作り ほうきキビを使って20cmのキーボードブラシを作る 各回3名 土・日 各日11:00～、
14:00～ 1時間 1,000円 対象年齢：10歳以上 ※先着順

13 革 坂田典子 革のストラップorキーホルダー作り あらかじめ準備した革のストラップにステッチや刻印
を入れてオリジナルのストラップなどに仕上げる 各回2名 土・日 14:00～ 30分～1時間 1500円 必要

※10時より受付

14 革 野田孝一 革のトレー作り あらかじめ準備した色々な形の革を型に押し当ててト
レーにする。

材料があるだ
け 土・日 随時 数分 500円～1,200円 不要

15 革 重森一祥 革のプランターポット作り 制作で出る端革を使ってプランターポットを作る。カ
ラフルな糸で自由に刺しゅうする 各日3名 土・日 13:00～ 60～90分 2000円

受付時間は13:00～13:10。お子
さまは針と糸の扱いに慣れた方
のみ

不要
※先着順

16 革 沢藤勉 キーカバー作り キーカバーを作る 各回6名 日 11:00～ / 12:00～ 15分程度 500円 受付

17 染 神山結子 くるみボタン作り 制作で出るハギレを使ってくるみボタンを作る 材料があるだ
け 日 13:00～ 15分程度 ２つで300円 不要

18 織 山野内玲子 オリジナルピンクッション作り 羊毛をニードル針でチクチク刺して模様を自由に作っ
たピンクッションを作る 4名 土 13:00～ 30分～１時間 500円 先の尖った針を使用のため、中

学生以下は保護者同伴が条件
不要
※先着順

19 布 さとうゆき オリジナルコサージュ作り 制作で出るハギレを使ってコサージュを作る 各日15名 土・日 随時受付 30分～ 1000円 不要
※先着順

20 ガラス キタムラマサコ ガラスのオーナメント作り ビンの端材を利用したオーナメント作り 各日6名 土・日 14:30〜/15:00〜 20分程度 500円
乾燥に時間かかる。すぐに持ち
帰れるが、できれば1時間ほど乾
燥、引き取りが望ましい

予約可(受付は随時)

21 アクセサリー 小原聖子 トンテンカン！真鍮のバッジ作り 真鍮板を木づちで叩いてバッジに仕上げる 各日2名 土・日 13:00~ 30分～1時間 1,500円 不要
※先着順

22 アクセサリー 坂本美奈子 ポピーのはなづくり ワイヤー仕込みの花びらで形をつくったり、組み立て
たりする 各日2名 土・日 15:00～ 30分～１時間 1500円 コテを使用するため小学生以下

は保護者同伴
必要
※先着順
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23 竹 細川由紀子 「竹のオーナメントを作ろう」 竹を使ったオーナメント作り なし 土・日 11:00～
（複数回実施） 20分 500円 必要


