
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）

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

03（5634）0522

会場　

URL

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（金）10時～

平成31年３月２日（土）
午前10:00～午後4:00

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
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　　　　　 ＝ 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

指物ペンケース　　　 ・　　  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）

木そのままの美しい木目の仕上がり。手元に置いて長く
愛用出来るペンケースを作ります。指物の伝統的な技法
を体験出来ます。

途中参加OＫ

■ 材料費：1,800円　■ 制作所要時間：40分
■ 素材・材料：桧・杉　■大きさ：5×16×3cm
■ 作品の重さ：約200g

茶の湯指物　千匠

手拭い絞り染め　　　 ・　　  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）

東京無地染（きもの）を身近に体験して頂く場をつくり、
染色の初歩的な染めを味わって頂く綿の絞りをします。
東京無地染めの「きもの」を着てみよう。

途中参加OＫ

■ 材料費：2,000円　■ 制作所要時間：40分
■ 素材・材料：綿布　■大きさ：長さ100cm
■ 作品の重さ：約50g

㈱近藤染工

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8名）

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も人気があります。

途中参加OＫ

■ 材料費：1,000円　■ 制作所要時間：60分
■ 素材・材料：竹・和紙　■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㈲

新聞ちぎり絵　　　 ・　　  制作 体験

①10時～12時
②13時～15時
（各定員6名）

台紙に下絵を描いて、新聞紙のカラー部分を細かくち
ぎって「ハガキ」に貼りつけ、温かみのある新聞ちぎり
絵に仕上げます。

途中参加OＫ

■ 材料費：300円　■ 制作所要時間：60分
■ 素材・材料：紙・糊　■大きさ：ハガキ大
■ 作品の重さ：約10g

新日本婦人の会（ピースピース班）

切　り　絵　　　 ・　　  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）

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

■ 材料費：200円　■ 制作所要時間：40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

おじゃみ座布団　　　 ・　　  制作 体験

①10時～12時
②13時～15時
（各定員10名）

姿勢よく楽に座れる、お手玉型のかわいい座布団を作り
ます。お手玉の手法を活用して、六角形にアレンジしま
す。背当てとしても使えます。

途中参加OＫ

■ 材料費：700円　■ 制作所要時間：60分
■ 素材・材料：布・綿　■大きさ：15cm×15cm
■ 作品の重さ：約600g

ぬくもり会



手縫いきんちゃく　　　 ・　　  制作 体験

①10時～11時30分
②12時～13時30分
③14時～15時30分
（各定員6名）

着物の残り布や、ほどいた着物地できんちゃくを手縫い
します。かわいくエレガントな丸底のきんちゃくを手縫
いで作りましょう。

途中参加不可

■ 材料費：800円　■ 制作所要時間：90分
■ 素材・材料：シルク着物地　■大きさ：13cm×15cm
■ 作品の重さ：約150g

ファブリック

古布ぞうり　　　 ・　　  制作 体験

①10時～15時
（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：『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～12時
②13時～15時
（各定員16名）

粘土をかたまりから形をつくり、道具を使って色々な模
様や絵をかいて楽しみます。高温で焼き上げますので器
としても使うことが出来ます。

途中参加不可

■ 材料費：1,200円　■ 制作所要時間：90分
■ 素材・材料：粘土　■大きさ：カップ・皿程度
■ 作品の重さ：約300g

アトリエ楽土窯

Ⓐクリスタルストラップ ＆ Ⓑサンキャッチャー　　　 ・　　  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6名）

Ⓐクリスタルガラスと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、光のアク
セサリーです。（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：Ⓐ500円　Ⓑ1,500円　■ 制作所要時間：Ⓐ15分　Ⓑ30分
■ 素材・材料：ガラスビーズ　■大きさ：Ⓐ7～8cm　Ⓑ20cm
■ 作品の重さ：Ⓐ約15g　Ⓑ約100g

ガーランド

キューピーストラップ　　　 ・　　  制作 体験

①10時～12時
②13時～15時
（各定員10名）

キューピー人形にメタリックヤーンを接着剤で貼り付け
るだけ。作り方はとっても簡単。かわいいキューピー人
形（２体）に、おしゃれな洋服を着せてあげて下さい。

途中参加OＫ

■ 材料費：350円　■ 制作所要時間：30分
■ 素材・材料：人形・メタリックヤーン
■大きさ：4cm×2cm　■ 作品の重さ：約5g

ぬくもり会

樹脂粘土で作る「にぎり寿司」　　　 ・　　 ・　　  制作 体験 販売

①10時～12時
②13時～15時
（各定員8名）

樹脂粘土で「にぎり寿司」のサンプルを作り、きれいに
色づけします。お子さんでも上手に出来ます。本物のお
寿司のように美味しく作りましょう。（小学２年生以下
のお子さんは、保護者の方が一緒にお願いします。）

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：10×5×3.5cm　■ 作品の重さ：約60g

江東手工芸協会

Ⓐ Ⓑ



＊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。
＊会場で数量限定の特製「深川めし弁当」や佃煮・惣菜等の販売があります。

フォトスタンド　　　 ・　　  制作 体験

①10時～12時（定員10名）
②13時～15時30分（定員15名）

楽しい思い出の１枚をスクラップブッキングして作る写真
立てです。２種類を１セットとして１つは会場で、もう１
つはお家で作成いただけるキットです。使いたい写真をお
持ちいただければ作成しやすいです。無くても大丈夫です。

途中参加OＫ

■ 材料費：500円　■ 制作所要時間：30分
■ 素材・材料：紙　■大きさ：10cm×16cm
■ 作品の重さ：100g

LaLaLa peach mama

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6名）

カラフルでＰＯＰ！自分だけのオリジナルクッキーを作
ろう。初めての方でも小さなお子さんでも簡単に作れま
す。作って楽しい食べて美味しいクッキーです。

途中参加OＫ

■ 材料費：500円　■ 制作所要時間：30分
■ 素材・材料：アイシングクリーム・クッキー
■大きさ：5cm×5cm　■ 作品の重さ：20g程度

Ｄｒｏｐ

多肉植物アレンジ　　　 ・　　  制作 体験

①10時～12時（定員10名）
②13時～16時（定員15名）

ぷっくりとした姿が可愛い多肉植物をテラコッタの鉢に
寄せ植えします。初心者様向けの簡単アレンジですので、
お気軽にご参加ください。

途中参加OＫ

■ 材料費：1,200円　■ 制作所要時間：20分
■ 素材・材料：テラコッタ2号鉢・多肉植物
■大きさ：10cm×8cm　■ 作品の重さ：約200g

アトリエ虹色空間

Ⓐ繭のアクセサリー　Ⓑ手紡ぎ体験　　　 ・　　 ・　　  制作 体験 販売

①10時～11時
②13時～14時
③14時～15時
（各定員4名）

繭のアクセサリー作りと、手紡ぎ体験。家蚕（カイコ）や
野蚕の珍しい繭・糸・布の展示もします。またその糸を利
用したシルク衣料小物・カイコに関する書籍を展示販売し
ます。（有料制作者の空き時間に、手織りを無料で体験可。）

途中参加OＫ

■ 材料費：Ⓐ500円　Ⓑ500円
■ 制作所要時間：ⒶⒷ15分　■ 素材・材料：シルク他
■大きさ：各種　■ 作品の重さ：各種

WILD SILK MUSEUM

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　■ 制作所要時間：40分
■ 素材・材料：色紙　■大きさ：色紙サイズ
■ 作品の重さ：約150g

ぬくもり会


