
江東区産業会館
（東陽4-5-18）

http://www.koto-sangyokaikan.jp/

会場　

URL
江東区産業会館（指定管理者） 一般社団法人東京都江東産業連盟主　催
江東区／東京商工会議所江東支部／一般社団法人江東区観光協会後　援

駐車場はございません。
公共交通機関をご利用ください。
自転車でお越しの方は、お近くの
有料駐輪場をご利用ください。
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江東区産業会館

ものづくりフェア

03（5634）052203（5634）0522
事前の予約申込が必要です。

地場産業・伝統工芸に触れながら色々な
ものづくりにチャレンジしてみませんか
17種類の楽しいもの作りを
産業会館がお手伝いします!!

申込開始日時
2月15日（土）10時～

令和２年３月８日（日）
午前10:00～午後4:00

申込電話番号

第７回



　　　　　 ＝ 開始時間を過ぎての途中参加が可能です。
 
　　　　　 ＝ 開始時間に一斉に開始します。途中参加は出来ません。

途中参加OＫ

途中参加不可
全て事前予約申込が必要です

組子コースター　　　 ・　　  江東区伝統工芸保存会会員制作 体験

①10時〜12時
②13時〜15時

（各定員10名）

組子細工は、釘を使わずに数cm程の細かな木片を組み付け、様々な
模様を作る建具の技法です。（体験作品は、Ａ．枡継ぎ・Ｂ．麻の葉・
Ｃ．亀甲麻の葉の３種類あります。会場で選んで下さい。）

途中参加OＫ

■ 材料費：Ａ．1,000円　Ｂ．1,500円　Ｃ．1,500円
■ 制作所要時間：20〜30分　■ 素材・材料：桧・杉　
■大きさ：10.6㎝×10.6㎝　■ 作品の重さ：約50g

友國建具店

木彫・彫刻　　　 ・　　 ・　　  江東区伝統工芸保存会会員制作 体験 販売

①10時〜12時
②13時〜15時

（各定員10名）

木彫刻はさまざまな飾り物・板木へ彫りなどを行う彫刻技術です。本格的な
立体彫刻を作ってみよう。（体験作品は、Ａ．電気ペンで根付制作・Ｂ．亀ス
トラップ・Ｃ．立体ナス又はホウズキの３種類あります。会場で選んで下さい。）

途中参加OＫ

■ 材料費：Ａ．500円　Ｂ．2,000円　Ｃ．3,000円
■ 制作所要時間：30〜120分　■ 素材・材料：桧
■大きさ：4.5㎝×5.0㎝×12㎝　■ 作品の重さ：約200g

㈲渡邉彫刻店

新聞ちぎり絵　　　 ・　　  制作 体験

①10時〜12時　②13時〜15時
（各定員6名）

新聞ちぎり絵を作りましょう。新聞紙のカラー部分を細か
くちぎって「ハガキサイズ」に貼りつけ、オリジナルの貼
り絵を仕上げます。作品は額縁に入れてお渡しします。

途中参加OＫ

■ 材料費：300円　■ 制作所要時間：90分
■ 素材・材料：新聞紙・糊　■大きさ：20㎝×25㎝ 
持ち手13㎝程度　■ 作品の重さ：約100g

新日本婦人の会（ピースピース班）

ファスナー付きポーチ　　　 ・　　 ・　　  制作 体験 販売

①10時〜12時　②13時〜15時
（各定員6名）

デコレースファスナーを使った、かわいいポーチを作り
ましょう。ファスナーと布地をえらんでくださいね。布
地は裁断してあります。

途中参加不可

■ 材料費：1,000円　■ 制作所要時間：60分
■ 素材・材料：布　■大きさ：17×8㎝
■ 作品の重さ：約100g

ファブリック

古布で作る布ぞうり　　　 ・　　  制作 体験

①10時〜15時
（各定員12名）

押入れなどにしまい込んだままの古布を、心地良い布ぞうりに甦
らせましょう。（持ち物：『詳細は、お申込み時に説明します。』古布・
エプロン・ものさし・はさみ・洗濯バサミ６個・筆記用具・昼食）

途中参加不可

■ 材料費：1,000円　■ 制作所要時間：240分〜
■ 素材・材料：古布　■大きさ：大人ぞうり相当
■ 作品の重さ：約200g

手麗紗の会

手びねり陶芸　　　 ・　　  制作 体験

①10時〜11時　②11時15分〜12時15分
③13時〜14時　④14時15分〜15時15分

（各定員8名）

粘土で簡単にお好きな器を作ります。２度焼きしますの
で、焼き上がり後お渡しは３月下旬になります。当日の
持ち帰りは出来ません。

途中参加不可

■ 材料費：1,200円　■ 制作所要時間：60〜70分
■ 素材・材料：粘土　■大きさ：カップ・皿程度
■ 作品の重さ：約250g

アトリエ楽土窯



ハーバリウム　　　 ・　　  制作 体験

①10時〜11時　②11時〜12時
③13時〜14時　④14時〜15時
⑤15時〜16時

（各定員6名）

ハーバリウムは、プリザーブドフラワーやグリーンをガ
ラス瓶にデザインして、専用のオイルに浸すことでみず
みずしい状態で、花や植物を楽しむことができるインテ
リア雑貨です。

途中参加OＫ

■ 材料費：1,500円　■ 制作所要時間：30〜40分
■ 素材・材料：ガラス瓶・オイル・プリザーブドフラワー
■大きさ：13×4㎝　■ 作品の重さ：約200g

ガーランド

包装紙で作るようじ入れ　　　 ・　　 ・　　  制作 体験 販売

①10時〜11時　②11時〜12時
③13時〜14時　④14時〜15時
⑤15時〜16時

（各定員4名）

楊枝入れをきれいな包装紙でつくります。どなたにでも
簡単に作れます。携帯用に便利ですよ。（お一人様５個
作ります。）

途中参加OＫ

■ 材料費：200円　■ 制作所要時間：20分
■ 素材・材料：リサイクル包装紙
■大きさ：7×2.5㎝　■ 作品の重さ：約15g

ぬくもり会

樹脂粘土のミニフルーツ　　　 ・　　  制作 体験

①10時〜12時
②13時〜15時

（各定員8名）

樹脂粘土を使って、かわいいミニチュアのフルーツを５種類つくり、
藤製のカゴに盛ります。（小学校２年生以下のお子さんは、保護者
の方と一緒に作るようにお願いします。）

途中参加不可

■ 材料費：1,000円　■ 制作所要時間：120分
■ 素材・材料：樹脂粘土　■大きさ：竹ザル寸法 直径10㎝×深さ3㎝
■ 作品の重さ：70g

江東手工芸協会

パステル和アート　　　 ・　　  制作 体験

①10時〜11時　②11時〜12時
③13時〜14時　④14時〜15時
⑤15時〜16時　

（各定員4名）

見本の絵の中から、お好きな絵を選んでいただき、パウ
ダー状にしたパステルと自分の指を使って描いていただ
きます。絵の上手い、下手に関係なく、楽しんで絵が描
けます。

途中参加OＫ

■ 材料費：600円　■ 制作所要時間：30〜40分
■ 素材・材料：画用紙・パステル
■大きさ：ハガキ大　■ 作品の重さ：約10g

Ｓｉｍｓｉｍ

アイシングクッキー　　　 ・　　  制作 体験

①10時〜11時　②11時〜12時
③13時〜14時　④14時〜15時
⑤15時〜16時　

（各定員10名）

かわいい動物のアイシングクッキーを作りましょう！お
一人３枚のクッキーを仕上げて頂きます。自分だけのオ
リジナルデザイン＆カラーで家族や友達に自慢しちゃい
ましょう♡

途中参加OＫ

■ 材料費：500円　■ 制作所要時間：30分
■ 素材・材料：クッキー・砂糖
■大きさ：5㎝×3㎝　■ 作品の重さ：50g

Ｄｒｏｐ

多肉植物アレンジ　　　 ・　　  制作 体験

①10時〜10時30分　②10時40分〜11時10分
③11時20分〜11時50分　④12時30分〜13時
⑤13時10分〜13時40分
⑥13時50分〜14時20分 （各定員5名）

木の板に好きなパーツをつけたりペイントをしたり、ス
タンプを押したりして植物を可愛く飾れるオリジナル
ボードを作ります。多肉植物も付きます！！

途中参加OＫ

■ 材料費：1,000円　■ 制作所要時間：30分
■ 素材・材料：木板・ワイヤー・アクリル絵の具・テラコッタ鉢
■大きさ：22×12㎝　■ 作品の重さ：200g

アトリエ虹色空間



＊材料費は各体験コーナーで講師が集金します。お釣りのないようにご準備下さい。
＊当日おつくりいただいた作品はお持ち帰りいただけます。（陶芸は後日お渡しです）
＊展示販売のご案内
体験とともに一部のコーナーで、販売もいたしておりますので、どうぞお手に取ってご覧ください。

＊写真は一部イメージとなっています。（出展者の都合により作品が変更となる場合もあります）
＊時間が重ならない範囲で２つまで申し込みが可能です。
＊定員が空き次第参加可能なコーナーもございますので、会場でお問い合わせください。

生糸とり・手紡ぎ体験　　　 ・　　 ・　　  制作 体験 販売

①10時〜11時　②11時〜12時
③13時〜14時　④14時〜15時
⑤15時〜16時　

（各定員6名）

深川で育てたカイコの繭から、Ａ．糸とり体験　Ｂ．手紡
ぎ体験　Ｃ．繭遊びをしてみよう！（体験作品は、会場で
選んで下さい。）また、ワイルドシルクの仲間が孵化から産
卵するまでを、映像で見られます。（上映時間約12分）

途中参加OＫ

■ 材料費：Ａ．500円　Ｂ．500円　Ｃ．200円
■ 制作所要時間：15分　■ 素材・材料：シルク（家蚕・野蚕）
■大きさ：各種　■ 作品の重さ：各種

WILD SILK MUSEUM

生花の小さな花畑　　　 ・　　  制作 体験

①10時〜11時　②11時〜12時
③13時〜14時　④14時〜15時
⑤15時〜16時　

（各定員6名）

生花を専用ポットに活けて小さな花畑を作ります。お客様
にお好きな花を選んで頂き、自由に活けることができます。
世界に一つだけの、あなただけの花畑を作りましょう。

途中参加OＫ

■ 材料費：1,000円　■ 制作所要時間：30分
■ 素材・材料：生花・培養液
■大きさ：10×10×15cm程度　■ 作品の重さ：約500g

㈱三和製作所

サンキャッチャー　　　 ・　　 ・　　  制作 体験 販売

①10時〜11時　②11時〜12時
③13時〜14時　④14時〜15時
⑤15時〜16時　

（各定員10名）

「サンキャッチャー」別名「レインボーメーカー」（虹をつ
くるもの）。お好みのパーツを選び、私だけのオリジナル
サンキャッチャーを作りませんか？どなたでも参加ＯＫ！

途中参加OＫ

■ 材料費：1,000円　■ 制作所要時間：30分
■ 素材・材料：クリスタルガラス・ビーズ
■大きさ：15㎝　■ 作品の重さ：70g

カラーdeサンキャッチャーR

手作り癒しのＬＥＤ行灯　　　 ・　　  制作 体験

①10時〜12時30分
②13時30分〜16時

（各定員10名）

カラフルな光の世界を演出するＬＥＤ電球と木材と和紙で
作る、本格的な照明器具です。お部屋のインテリアとして、
しあわせを呼ぶムーンライトをご家族でお楽しみください。
（参加者は、筆記用具をご用意ください。）

途中参加不可

■ 材料費：1,600円　■ 制作所要時間：150分
■ 素材・材料：ＬＥＤ電球・ソケット・檜材
■大きさ：12×12×24㎝　■ 作品の重さ：350g

アクティブ未来工房

願いをかなえるミサンガ　　　 ・　　  制作 体験

①10時〜11時　②11時〜12時
③13時〜14時　④14時〜15時

（各定員5名）

２色のひもを結びながらビーズを通して仕上げます。幼
児から、大人まで作る方のサイズに合わせます。４歳の
お子様にも作れますので、ご家族で楽しんで下さい。

途中参加OＫ

■ 材料費：300円　■ 制作所要時間：40分
■ 素材・材料：ひも・カラービーズ・止めボタン
■大きさ：円形にして20㎝　■ 作品の重さ：3g

江東手工芸協会

似顔絵　　　  販売

ご来場記念にお子様の、またお子様とご一緒の似顔絵はいかがですか。
プロの似顔絵師が今この時の、思い出に残る一枚を描きます。

随時

■販売価格：500円ぬくもり会


