
出展者ミニワークショップリスト フィールド オブ クラフト 倉敷 2018

【注意事項】 ※ 出展者によるミニワークショップは、出展者が任意で実施するもので、内容等については当日に変更される可能性もあります。

※ 事前予約は承っておりません。当日、各出展ブースで申込み、予約をおこなって下さい。

ブース 作家名 ジャンル 内容 実施日 開始時間 所要時間 料金 定員 予約 備考

 38　  阿部 純一 革 toelleのコインケースづくり 両日 11:00~/14:00~ 15~30分 1500円 各回４名
先着順にて受付
（10:00～）

小・中・高校生を優先受付
針を使用する為、小学校低学年生は
保護者同伴

 39　 阿部春弥 陶磁 「カップ素地の削り体験」 両日 当日ブースで案内 当日ブースで案内 無料 未定 予約不要
素地が無くなったら終わり
刃物を使うので小さなお子さんはNG

 2　 安藤 由紀 木工 「木っ端ブローチ・木っ端ペンダントを
作ろう」

13日(日)のみ 11:00~ 1時間 500円 なし 要予約 
当日、先着順

小さなお子様は保護者同伴

 28　 石黒 剛一郎 陶磁 「石膏で型を作ってみよう」 両日 14:00~15:00 1時間 無料 各3名 要予約 
当日、先着順

石膏型を彫って紙粘土に押してみる
型は持ち帰り

48 岩井 歩 アクセサリー 「ビーズ・スパンコール刺しゅうでネッ
クレス・ブローチを作ろう」

両日 15:00～ 約1時間 2000円 各日2名ずつ 当日先着順
縫い針を使用します。小さなお子様は
保護者同伴。
※変更・未実施の可能性あり

 23　 大澤 知美 木工 「時計を作ろう」 両日 13:30以降 30分~1時間 2000円 各日２名づつ 要予約
当日ブースにて

1人ずつの作業の為時間をずらして時
間予約
お子様は保護者同伴

 43　 小原聖子 アクセサリー 刻印で、自由に模様を描くバッジ 両日 13:00~ 30分~1時間 1500円 各回２名
当日、ブースにて先
着順で受付
（10:00～）

 20　 片岡 清英・紀子 木工 「いろいろな木で菓子皿をつくろう」 両日 随時 30分~1時間 1000円 なし 予約不要 みがくと木の粉が出るので、多少汚れ
てもいい服装で

 57　 加藤 直樹 陶磁 「小さな採集瓶作り」 13日(日)のみ 随時 15分 500円 なし 予約不要
ドライフラワーはウェディングリースの
paleさん提供

 1　 叶谷 真一郎 陶磁 新漆と接着剤を使う簡易金継 両日 11:00~12:00 1時間 800円 各２名 10:00〜 出展者
ブースにて受付

 42　 北岡 幸士 陶磁 「豆皿に線紋をいれてみよう」 日曜日 15:00~ 20~30分 2000円
（送料込）

3名  要予約・ブースにて
随時

 29　 桑田 智香子 陶磁 「ブローチを作ろう！」 両日 13:00~14:00 1時間 500円 各3名 先着順 出展者ブー
スにて受付

31 小峠 貴美子 陶磁 「そばちょこの絵付け体験」 両日 13:00~ 1時間 2000円
（送料込）

各２名 要予約 ・当日ブース
にて

１〜２ヶ月後発送予定

60 坂本美奈子 アクセサリー グルーガンを使用した「まつぼっくり
みたいな花のブローチ」

両日 15:00~ 約1時間 2000円 各２名 当日10時より作家
ブースで予約

グルーガンでの火傷注意。小学生以下
保護者同伴。

32 十河 隆史 陶磁 焼き物のブローチを作ろう 両日 15:00~ 15分 500円 各５名 要予約　 予約は1組3名まで・天候によって変動

70  高橋 雄二 木工

① 喫茶室「さしものかふぇ」
（ドイツの焼菓子付き）職人が豆を焙
煎して、珈琲を淹れます

両日 未定 未定 300円 未定 不要

② まな板けずり 両日 10:00 20〜30分
Aサイズ: ￥3,500
Bサイズ: ￥4,000
（税込）

未定
（材料がなくなり次

第、終了）
不要

まないた寸法／厚み×幅×長さ 
・Aサイズ: 20 × 150 × 275（mm） 
・Bサイズ: 20 × 120 × 450（mm） 

③ まないたメンテナンス
(ご自宅のまないたの持ち込みもOK
です)

両日 10:00 20〜30分 ￥ 2,000 なし 不要 板の大きさ、板の状態で金額は前後し
ます。

27 高光 太郎 ほうき ほうきキビを使った長さ20cmのキー
ボード用ブラシを作る

両日 11:00~/14:00~ 約1時間 1000円 各回３名 先着順 出展者ブー
スにて受付

・対象年齢10歳以上

17 多曽田育男 木工 端材をボンドでくっつけて、好きなも
のを作ってもらいます。

両日 随時 30分程度 500円 なし 予約不要

5 田鶴濱 優香 陶磁 練り込み陶土を道具を作ってスライ
ス

両日 随時 10分 無料 10名程度 予約不要
随時受付

21 田中 大喜 陶磁
「蓮の文様を彫りましょう」削りの行
程まで終えた飯碗に彫刻刀などを使
い、蓮の文様を刻む体験

13日(日)のみ 11:00~/14:00~ 90分
無料

希望者には1000円
にて後日発送

各回３名 当日、若しくは前日
に現地にて受付

基本的には体験のみ。希望者には
1000円(原料代・焼成費・送料込み)に
て後日発送。
刃物を使うので小学校高学年以上。 

19 田屋道子 陶磁 かわいい絵柄のプレートを作ろう 13日(日)のみ  13:00~/14:00~ 45分 2500円
後日発送

各回３名 要予約 当日先着順 小学校低学年までのお子様は必ず大
人と一緒にご参加ください

35 蝶野 秀紀 漆 「拭き漆箸置き・板皿づくり」拭き漆の
「研ぎ」の工程を体験

12日(土)のみ 10:00~16:00 30分 1500円・3000円
（送料込）

箸置き10名
板皿5名程度

予約不要
研ぎ後の工程の後、1〜2ヶ月後に発
送・一度に体験できるのは3名まで

76 角田淳 陶磁 いっちんの実演（希望者は申し出れ
ば体験可）

両日 随時 15分 無料 なし 予約不要

10 中村 崇心 陶磁 道具の並べ替えクイズ 両日 11:00~ 5分 無料 なし 予約不要
子供を中心。全問正解なら、小さな陶
芸作品をプレゼント。無くなり次第終了 

11 長島 慶明 陶磁 「作ろう！さんかく花器」 13日(日)のみ 午後 10~20分
無料

焼成送付希望は
1200円

３名程度 要予約当日ブース
にて受付

体験のみは無料

40 野田孝一 革
「すぐできる！ 革のトレー作り」・「手
縫いに挑戦！ ポケットティッシュカ
バー作り」

両日 5~20分 未定 随時受付

69 藤居 奈菜江 陶磁 焼成したパーツを組み合わせて、箸
置、スプーンレスト、筆置をつくろう

両日 随時 30分 700~1000円 なし 予約不要 一人で店番なので忙しい時はうけられ
ません

3 三浦侑子 ガラス 「花器に植物を活ける」
（植物はご用意致します）

両日 随時 15分 無料 未定 予約不要・随時受付  状況によりお断りさせて頂く場合あり

24 山野内 玲子 染・織・布・フェ
ルト

羊毛の手織り布ピンクッションに、
ニードル使って羊毛で模様を付け

12日(土)のみ 13:00~ 30分～1時間 500円 4名 先着順 出展者ブー
スにて受付

針事故防止のため、中学生以下は保
護者同伴


