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色んなものづくりしましょう！

（10時 ～15時）

木工手づくり
雑貨展示販売
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問合せ

平成25年度 ひょうご「まちおこし」支援事業

プロの講師に教わる、道具の使い方と、
ものづくり体験教室開催。

体験教室は、予約が基本です。
7月 25日（木）まで予約受付。
当日受付もしています。 当日は予約者優先となります。

先着順、定員になり次第締切。

予約受付・問合せ電話：0794-82-3190　

ものづくりは、素材と道具が基本。でも、素材の特
性や道具の正しい使い方を知れば、「ものづくり」
の楽しさも広がりますね。プロに教わるものづくり
体験教室。お子様の夏休みの工作に、ご家庭で役立
つ「もの」をあなたの手で作ってみませんか。
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ミニそろばんづくり
そろばん玉ストラップづくり マイ箸づくり ボルトロボットづくり まな板づくり ワイヤークラフト 消しゴムはんこづくり

ミニ木製品づくり 化石レプリカづくり オリジナル缶づくりかごづくり 壁掛けフレーム
づくり木製スプーンづくり

材料：樹脂粘土
使用道具：はさみ
講師：兵庫県立人と自然の博物館 研究員

使用道具：彫刻刀、肥後の守、
　　　　　サンドペーパー
講師：ＤＩＹアドバイザー関西 スタッフ

材料：ワンバイ材
使用道具：かんな、ノコギリ、
　　　　　サンドペーパー
講師：木工応援館 メンバー

材料：楊柳科の落葉灌木
       （ようりゅうかのらくようかんぼく）
使用道具：はさみ
講師：兵庫県杞柳製品協同組合 スタッフ

50名

募集定員●体験教室 1～12 参加費用（1名様／材料費込み）

1,000 円

50名 300 円

30名 ＊予約は上記体験と同様

＊屋外開催のため雨天中止

500円

50名 600円 50名 300円 50名 1,000円 30名 750円 30名 300円

16名 600円 100名 100円 40名 500円 10名 300円 20名 1,000円 100名 200円

材料：黒壇（こくたん）
使用道具：かんな、ノコギリ、
　　　　　　とぐさ、サンドペーパー
講師：木工新商品開発研究会 メンバー

材料：そろばん玉など
使用道具：金槌、ドライバー
講師：播州算盤工芸品（協）スタッフ

材料：ネジ、ボルト、電子部品
使用道具：ドライバー、ラジオペンチ
講師：マサノヴァ・アート　
　　　　田中　潤 氏

予めカットした箸材料の黒壇を使
い、かんなやヤスリを使って製作
する本格派の箸づくり。予め用意しているそろばん玉など

の材料でミニそろばんやそろばん
玉ストラップを製作する。

消しゴムを利用し、オリジナルはんこ
を作成。カッターナイフと彫刻刀で
手軽に自分専用のはんこを製作する。

予めカットした材料を使い、設計
図と講師指導のもと、各種製品を
製作する。

お湯でやわらかくなる樹脂粘土「おゆ
まる」を使ってアンモナイト化石のカラ
フルなレプリカ（複製標本）を作製する。

予めかごの底部分を編み込んでい
るコリヤナギ材料を使い、カゴを
製作する。

彫刻刀や肥後の守やサンドペー
パーを使って、木製スプーン製作
する。

設計図に基づき、のこぎり、かんな、
ヤスリを使ってステキなインテリ
アになるフレームを製作する。

皆さんの宝物をタイムカプセルと
して詰めたり、大事な方へのプレ
ゼント商品をオリジナル缶づめで
コーディネート。

ネジやボルト電子部品を使ってミ
ニチュアオリジナルロボットのス
トラップなどを製作する。

予めカットされた材料を使い、
表面や側面にかんなやペーパーを
かける。

手で曲げられる柔らかいカラーワイヤー
で自由に好きな形を作り、オリジナル
ワイヤーアートオブジェを製作する。

材料：ひのき
使用道具：かんな、サンドペーパー
講師：木工新商品開発研究会 メンバー

材料：カラーワイヤー
使用道具：ペンチ
講師：カラーワイヤークラフトマイスター　
　　　　荻田　真由美 氏

材料：消しゴム
使用道具：カッター、彫刻刀
講師：はんのヤクジン堂　
　　　　金澤　正樹 氏

材料：ワンバイ材
使用道具：かんな、ノコギリ、
　インパクトドライバー、サンドペーパー
講師：ＤＩＹアドバイザー関西 スタッフ

※円柱（直径6cm、高さ9cm）

ミニイス、ミニテーブル、
ミニプランター台

「三木元気アップ」の
特製グッズ
元気マークの
入った
Tシャツや、
元気グルメなど
を販売します。

三木市内のスイーツ専門店が集まって、
美味しくて、楽しいスイーツを
販売します。

健康と美容のサポート「ハンドマッサージ」
を体験していただけます。

スイーツ販売ハンドマッサージ体験

三木元気ショップ市

同時開催の楽しいイベントです。

木工の雑貨。インテリアやファッション、
ガーデニングなどの可愛い小物が
勢揃い。ナチュラル気分を満喫。

おなじみ、フリマ。ファッション、小物、
バッグやおもちゃなど、掘り出し物が
見つかるかもしれませんね。

木工手づくり雑貨展示販売

フリーマーケット

体験教室についてのご注意

木工ものづくり体験教室イベント Make The Fair

「杞柳 (きりゅう）細工教室 ]

皆さんの宝物や思い出の品やプレゼント
商品をお持ち頂き、会場で缶づめにして
オリジナルラベルを作り、完成させる。
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ミニそろばんづくり

そろばん玉ストラップづくり

入場
無料

●先着順ですので、お早めのご予約をお願いいたします。

●定数に達すれば、受付は終了いたします。

●教室により、募集人数と参加費が異なります。

●時間指定がある体験教室もあります。

　その場合時間厳守でお願いいたします。

●当日参加は、空いていれば可能ですが、

　予約者優先となっていますので、

　予めご了承ください。

上記の体験教室は、全て予約制です。
7月25日（木）までにお電話にてご予約下さい。

※高さ45cm×縦長さ60cm×横幅30cm

体験教室についてのご注意

※写真はイメージです。
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