
江東区産業会館

ものづくりフェア

江東区産業会館
（東陽4-5-18）

03（5634）0522

会場　

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（木）10時～

平成30年３月３日（土）
午前10:00～午後4:00
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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。

東京メトロ東西線 東陽町駅下車4番出口
都営バス「東陽町駅前」下車徒歩1分

申込電話番号

第５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

色紙掛　　　 ・　　  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２名）

■ 材料費：500円　■ 制作所要時間：100分　■ 素材・材料：キリン草
■大きさ：40cm×30cm程度　■ 作品の重さ：約200g

㈲豊田スダレ店

紙の厚みや大きさなどからなかなか飾りづらい色紙を、絵画のように飾
ることが出来るスダレを作ります。

途中参加不可

一閑張り　　　 ・　　  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６名）

■ 材料費：1,000円　■ 制作所要時間：60分　■ 素材・材料：竹・和紙等
■大きさ：サッカーボール半切り大　■ 作品の重さ：約200g

岩崎襖工業㈲

一閑張り （いっかんばり）とは 竹や木の籠などに和紙を貼り重ね、柿
渋を塗り仕上げる物 です。今では癒し系和風インテリアグッズとして
人気があります。

途中参加OＫ

ほうずき　木彫　　　 ・　　  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５名）

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

㈲渡邉彫刻店

木彫刻は木材を素材とし、さまざまな飾り物、板木へ彫りなどを行う彫
刻技術です。彫刻技能士が、本格木彫で「ほうずき」の制作を指導しま
す。（彫刻刀を使いますので、18歳以上の方でお願いします。）

途中参加不可

きもの地で作る手縫いの春スカーフ　　　 ・　　 制作 体験

①10時～11時　②11時～12時
③13時～14時　④14時～15時
（各定員６名）

■ 材料費：1,000円　■ 制作所要時間：60分　■ 素材・材料：布
■大きさ：スカーフ大　■ 作品の重さ：約150g

ファブリック

着物の残り布や、ほどいた着物地で春のスカーフを手縫いします。
お針仕事が苦手な人でも、簡単に華やかなスカーフが作れます。

途中参加不可

新聞ちぎり絵　　　 ・　　 制作 体験

①10時～12時
②13時～15時
（各定員６名）

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

新日本婦人の会
（ピースピース班）

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「うちわ」に貼りつけ、オリジナルな貼り絵うちわに仕上げます。

途中参加OＫ

組子コースター　Ⓐ麻の葉　Ⓑ枡継ぎ　　　 ・　　 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６名）

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

友國建具店

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。その木片を規則
正しく組み合わせてコースターを作ります。

途中参加OＫ

Ⓐ Ⓑ



切　り　絵　　　 ・　　 制作 体験

①10時～12時
②13時～15時
（各定員７名）

■ 材料費：200円　■ 制作所要時間：40～60分
■ 素材・材料：紙　■大きさ：Ａ４サイズ　■ 作品の重さ：約10g

日中友好協会  江東支部

台紙やプリント用紙を切って、動物やお花など色々なものを切
り絵にします。お子さんから初心者の大人までどなたでも楽し
めます。

途中参加OＫ

プレゼントボックス　　　 ・　　 ・　制作 体験 販売

①10時10分～
②13時～
（各定員10名）

■ 材料費：1,000円　■ 制作所要時間：90～100分
■ 素材・材料：紙・糊　■大きさ：8.5cm×8.5cm×8cm
■ 作品の重さ：約30g

朝西紙商事㈱

ふたを開けるとプレゼントとメッセージや写真を入れる
ことができる、ハッピーな「プレゼントボックス」を作
ります。

途中参加不可

古布ぞうり　　　 ・　　 制作 体験

①10時～15時
（定員12名）

■ 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400g/一足

手麗紗の会

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：『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

手びねり陶芸　　　 ・　　 制作 体験

①10時～12時
②13時～15時
（各定員16名）

■ 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

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

パステルアート　　　 ・　　 ・　制作 体験 販売

①10時～12時
②13時～15時
（各定員５名）

■ 材料費：700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20g

Ｓｉｍｓｉｍ

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

Ⓐクリスタルストラップ ＆ Ⓑ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
（各定員６名）

■ 材料費：Ⓐ500円　Ⓑ1,500円　■ 制作所要時間：30～40分
■ 素材・材料：ガラスビーズ　■大きさ：Ⓐ7～8cm   Ⓑ約20cm
■ 作品の重さ：Ⓐ約15g　Ⓑ約100g

ガーランド

Ⓐクリスタルガラスと色とりどりのビーズを組み合わせて、オリジナル
のストラップを作ります。　Ⓑサンキャッチャーとは、太陽の光をお部
屋にたくさんの小さな虹 のように運びこむ、お部屋の光のアクセサリー
のことです。クリスタルガラスを組み合わせて作ります。（どちらも眼
鏡が必要な方はご持参下さい。）

途中参加OＫ

Ⓐ Ⓑ



＊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・漆塗りは、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。

樹脂粘土で作る「ミニ野菜」　　　 ・　　 制作 体験

①10時～12時
②13時～15時
（各定員８名）

■ 材料費：900円　■ 制作所要時間：90～120分　■ 素材・材料：樹脂粘土
■大きさ：竹ザル寸法 直径10cm×深さ3cm　■ 作品の重さ：80g

江東手工芸協会

樹脂粘土で７種類の野菜を作り、竹製のザルに盛りつけます。（小学２
年生以下のお子様は、保護者と一緒に制作をお願いします。）

途中参加不可

ウッドバーニング　　　 ・　　 ・　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８名）

■ 材料費：200円　■ 制作所要時間：20分　■ 素材・材料：シナ合板　
■大きさ：3.4cm×10.5cm×5.5mm　■ 作品の重さ：12g

木材・合板博物館

ウッドバーニング体験！木のネームプレートを作ろう！シ
ナ合板を使って、バーニングペンで焦がして名前を書きま
す。材料の合板は、タテヨコどちらでも使用出来ます。

途中参加OＫ

シャープペンの漆塗り　　　 ・　　 制作 体験

①10時～11時
（定員6名）

■ 材料費：1,500円　■ 制作所要時間：60分　■ 素材・材料：木製ペン・漆
■大きさ：16cm（芯2mm）　■ 作品の重さ：20g程度

前田漆工

下処理をした木製シャープペンに、漆の上塗り体験をします。乾燥させ
る工程が必要なので、当日は持ち帰れません。（当日お引渡し日をお知
らせします。制作は１本です。）持ち物：ひざ掛け又は前掛け

途中参加不可

トールペイント　　　 ・　　 制作 体験

①10時～12時
②13時～15時
（各定員６名）

■ 材料費：1,000円　■ 制作所要時間：120分
■ 素材・材料：木・アクリル絵の具　■大きさ：20cm×10cm
■ 作品の重さ：150g

ぬくもり会

トールペイントはヨーロッパの伝統的装飾技法を土台にして、木、ブリ
キ、ガラス、陶器、布などあらゆる素材に絵を描いた物です。トールペ
イントのウェルカムボードを作ります。

途中参加不可

アロマとハーブの手ごね石けん　　　 ・　　 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）

■ 材料費：500円　■ 制作所要時間：20～30分
■ 素材・材料：精油・ドライハーブ・蒸留水等
■大きさ：約5cm×5cm　■ 作品の重さ：約30g

アロマルーム　ユール

火や苛性ソーダなど危険なものは使わず、粘土のように
好きな形に手でこねて作る石けんです。お好みの精油と
ハーブを加えてオリジナル石けんを作りましょう。
（制作は１個です。）

途中参加OＫ


