
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 2019

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

※ 事前予約 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。（作家によって 個別に事前予約可能）

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 石黒　剛一郎 陶磁 器に模様を彫る 両日 13時〜 30分 1000円 3名/日 当日必要

29 小澤　基晴 陶磁 し ぎ体験 日曜日 み 15時〜 20~30分 配送料 み 未定（抽選） 事前（メールで直接
作家宛て）

小皿に好きな彫り模様を彫る

60 加藤　直樹 陶磁 植物模様 お皿を作ろう(ミニ) 日曜日 み 10時〜15時 30分 800円 10名程度 不要 焼成後着払いで配送

3 十河　隆史 陶磁 んどでブローチを作ろう 両日 15時〜 20分 300円/1個 3組/日　　　　　（1組
3名まで）

不要

78 田鶴浜　優香 陶磁
練込スライスと型抜き、そ 後でスト
ラップやキーホルダーで使えるような
練込ピース選び。

両日
14時〜15時 間に

2〜3回行う
20分 500円 1回に3名まで 不要

30 田中　大喜 陶磁
「蓮 文様を彫りましょう」削り 行
程まで終えた飯碗に彫刻刀などを
使って、蓮 文様を刻む体験

日曜日 み 11時〜・14時〜 60分 1500円 （原料代・
焼成費・送料込

各回 3名 当日必要 作品 到着までに3~4ヶ月程、小学校
高学年以上（刃物使用 為）

13 中村　崇心 陶磁 陶製 パズル遊び 両日
随時 (11日土曜
11時～

なし 無料 なし（1~2名づつ交
代制）

不要
陶製 パズルを2〜3組 用意します。フ
ラッと立ち寄り、子供達に遊んでもらえ
れ と思います。

64 吉田　崇昭 陶磁 やきも 釉薬を調合してみよう 両日 　随時（混雑時 不
可）

30〜40分 1800円 10名 不要
自分で計って調合した釉薬を作り、
豆々皿に釉掛けして、焼成したも を
お届けします

47 安藤　由紀 木工
1.木っ端ブローチを作ろう
2.木 コースターを作ろう

日曜日 み 11時〜終日 30〜60分 ブローチ500円コー
スター700円 各回2〜3名ずつ 混雑したら必要

69 大澤　知美 木工 「時計を作ろう」 土曜日 み 13時30分以降 30〜60分 2000円 2名 必要
用意した時計 キットをノコギリ・カナヅ
チ・ドライバーなどを使用して組み立て
る

19 片岡 清英・紀子 木工
いろいろな木で菓子皿をつくってみよ
う! 両日 随時 30〜60分 1000円 なし なし 木を磨く で多少 粉塵が出ます

32 小林　克久 木工 「大きなオーバルボックスを一緒に曲
げてみよう！」

両日
午前と午後で1日2
回（天候によって

1日1回）
30分 無料 各回2~3人 未定 曲げ工程体験

15 菅原　博之 木工 木 カスタネット作り 両日 13時〜 60分 1000円 5名/日 当日必要
小さなお子さんでも参加できますが、な
るべく保護者同伴でお願いいたしま
す。 

59 中尾　正樹 木工 「一輪挿し」 組み立て 両日 随時 15分 700円 2日間で30名 不要 仕上げ済み パーツを組み立てる

58 林　ヒロキ 木工 栗材 ウォールラック 製作 両日 13時〜15時 60分 3000円 3名/日 当日必要 塗装もしていただきます で、汚れても
いい服装で

5 迎山　直樹 木工 シェービングホースとドローナイフで
生木を削る

随時 随時 10分 無料 なし 不要 1人づつ交代で木を削ってみません
か？削る削る削る、です。

26 米山 彰彦・香織 木工 くるみボタン作り 随時 随時 3分 500円/3個 なし  なし

43 岩井　歩 アクセサリー ビーズやスパンコールで刺しゅうアク
セサリーを作ろう

両日
11日　15時～　12
日　11時～、　14時
～

30~60 分 2000円 各回4名まで 当日必要先着順 縫い針使用。お子様 縫い針使用が
出来る方、保護者同伴。

16 内山　直人 アクセサリー 真鍮線を用いたリング制作、鎚目つ
けと研磨

両日 14時~16時随時 15分 1000円 5名/日 なし

70 小原　聖子 アクセサリー 刻印バッジ 両日 13時〜 30~60 分 1500円 各回2名 当日必要10:00~先
着順

62 坂本　美奈子 アクセサリー まつぼっくりみたいな花 ブローチづ
くり

両日
11日15時～ 　　 12
日14時30分～

60〜90分 2000円 各回2名 当日必要 高温になるグルーガンを使用します。
小学生以下 方 保護者同伴。

51 長南　芳子 アクセサリー ロウに模様を描き自分だけ お家ペ
ンダントを作ろう

両日 12時〜16時 30分 1500円 5名/日 当日必要 太い針使用。お子様 体験 場合
保護者同伴が望ましい

54 高光　太郎 ほうき キーボード用ブラシを作る 両日 11時〜/14時〜 60分 1000円 各回3名 必要 10才以上

39 阿部　純一 革 コインケースづくり 両日 11時〜/14時〜 15〜30分 1500円 各回4名 当日必要
小・中学生を優先的に受付。手縫針を
使用する為、小学校低学年生 保護
者同伴

23 重森　一祥 革 「革 Ｓ字フックづくり」 両日 13時〜/15時〜 15分 700円 各回3名先着順 なし

24 坂田　真由美 布 ハギレ ピンブローチ 両日 12時～16時随時 10分 300円 なし（1度に3名ま
で）

不要

46 山野内　玲子 染織 オリジナルピンクッション 両日 13時~14時 30〜60分 500円 4名/ 日 当日必要


