【団体様向け】平成 28 年 4 月～

01.陶芸教室

新潟ふるさと村体験教室プラン 01-02

講師：羊工房
手づくり体験
※ろくろ体験を入れても OK(別途 1,000 円)
※仕上げの釉薬の色は 5 種類から選択可能
（白・青・緑・ピンク・茶もしくは黒）

所要時間：1 時間 30 分～2 時間
※焼き上がり後 2 週間程度、後日郵送（着払い）

定員：

最小 10 名～最大 40 名
※10 名以下の場合は、割増で応相談

体験料： 一人 1,000 円（土 500g）※焼き上がり
後郵送（着払い１家族で平均 600～700 円）

ブルーシートを敷いて活動します。

作品は一度お預かりし、焼成します。

ロクロ体験も可能です（5～10 分）
。

----------------------------------------------------------------------------

02.こけだま教室／芝ぼうや教室

講師：kmmu ミュウフラワーガーデン

【1：写真右】花育こけだま教室
アイビーの苗に水苔を巻き、かわいいこけだまを作ります。

【2：写真左】花育芝ぼうや教室
くつ下に芝の種を入れて作るお人形です。ペットボトルにお水
を入れ育てましょう。

所要時間：
【1】【2】ともに約 1 時間
定員：
芝ぼうや

こけだま

好きなアイビーの苗を選びます。

【1】【2】ともに最小 10 名～最大 150 名

体験料： 【1】500 円

使っている用具もとっても可愛い♪

【2】600 円

楽しくて「学び」のある体験です！
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新潟ふるさと村体験教室プラン 03-04

03.レジンキーホルダーづくり

講師：NICOTTO
UV レジンを使ってキラキラのキーホルダーづくり
思い出作り、プレゼント作りにいかがですか？

所要時間：20 分～40 分
定員：

最小 5 名～最大 150 名程度

体験料：

一人 800 円程度
※人数によって異なります。
※人数が多いほど、多少割安になります。

カラフルで見ているだけで楽しいです♪

カラフルで見ているだけで楽しいです♪

アンティークな雰囲気のパーツも。

アンティークな雰囲気のパーツも。

レジンは約 10 分で固まります。

レジンは約 10 分で固まります。

----------------------------------------------------------------------------

04.紙芝居

講師：紙芝居集団すなやま
「カーチ・カチ」拍子木の音がひびき
舞台の扉が開けば物語の世界が広がる
みんなあつまれ紙芝居

所要時間：15 分～30 分

会場は、ふるさと庭園の民家です。

定員：

最小 10 名～最大 50 名程度

体験料：

無料

拍子木で観客を盛り上げます！

いろいろなお話が聞けますよ♪
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新潟ふるさと村体験教室プラン 05-06

05.アメリカンフラワー＆粘土工芸教室

講師：手作りマルシェクローバー

経験豊富なメンバー4 人がきめ細やかに指導します。

【1】アメリカンフラワー（小花ブーケ）
【2】樹脂粘土（動物マスコット）
その他、季節に応じてメニューはいろいろあります。

所要時間：
【1】【2】ともに 30 分～1 時間程度
定員：

【1】
【2】ともに最小 30 名～最大 100 名

体験料： 【1】【2】ともに 500 円～

こちらは粘土工芸（動物マスコット）
。

ワイヤーを液体につけます。

慣れたら一人で出来るようになります♪

----------------------------------------------------------------------------

06.ガラス創作体験

講師：Miyabi Glass
【1】家庭でできるエコガラス講座
【2】ガラスを溶かして作るワークショップ
（ネックレス、ブローチ、指輪、キーホルダー、ヘアピン等）

【3】エコガラス創作体験
（②にくわえ、バレッタ、額、一輪挿し等のメニュー）

【4】ガラス絵付け体験（②③と同様のメニュー）
【5】ガラス彫刻体験（ロックグラス、グラス大、グラス小等）
所要時間： 10 分～1 時間または 1 日（内容による）
定員：

最小 5 名～最大 100 名（内容による）

体験料： 500 円～1,500 円、またはそれ以上
【1】家族でできるエコガラス講座

【2】ガラスを溶かして作る WS

※500 円の体験は最少人数 10 名様～承ります。

【3】エコガラス体験 【4】ガラス絵付け体験

【5】ガラス彫刻体験
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07.フラワーアレンジメント

新潟ふるさと村体験教室プラン 07-08

講師：Parmi les fleurs
【1】季節に応じたフラワーアレンジ対応
（アロマオイルとお花のコラボ作品）

【2】新潟県産の花のこけだまづくり
（ボケ・サツキ・里山の樹木を使用）

所要時間：
【1】【2】15～30 分、デザインにより
1 時間～1 時間 30 分
最小 5 名～最大 50 名（応相談）

定員：

体験料： 500 円～3,000 円（花材による）

季節にあわせて、生花、プリザーブド、ドライ、アートフラワーなどのアレンジに対応しています。ご相談ください！

----------------------------------------------------------------------------

08.キャンドルづくり体験

講師：Atelier Infinity
【１】ジェルキャンドル【２】カービングキャンドル
【３】ろう細工キャンドル
（ねんどのようなやわらかいロウでお好きな形に）

【４】アロマリードデュフューザー作り
（お好きなアロマをブレンドして作る自分専用のボトル）

所要時間： 15～60 分
＋乾燥まで約 2 時間
定員：

後日お渡し可能

最小 5 名～最大 40 名（種類による、応相談）

体験料： 500 円～1,000 円以上（種類による）

100 種類以上のパーツをご用意♪ 【2】カービングキャンドル

【3】ろう細工キャンドル

バリエーション豊富！
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09.銀のアクセサリー

新潟ふるさと村体験教室プラン 09-10

講師：自由工房カトレア
たたいてつくろう！銀のアクセサリー
鉄板（純度 950）の銀を金槌やたがねで模様をつけ、みが
いて、ペンダントやストラップ（１cm 角位）を作ります。

所要時間：20 分～1 時間（個人差あり）
定員：

最小 5 名～最大 10 名

体験料： 700 円～（銀の大きさにより値段が異なります。）

銀板(950)を使用したオリジナルアクセサリー作り。磨くとだんたん光り出すので、完成時はみなさんびっくりします。

----------------------------------------------------------------------------

10.民話の昔がたり

講師：昔語りサークル黒埼とんと
「とーんと昔があったてんがの」
子どもも、おとなも、語りの世界に入って
一緒に楽しみましょう。

所要時間：15 分～30 分

会場は、ふるさと庭園内の民家。

定員：

最小 10 名～最大 50 名程度

体験料：

無料

語りの世界に引き込まれます。

柔らかい雰囲気と落ち着いた空間です。
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11.そば打ち体験

新潟ふるさと村体験教室プラン 11-12

講師：白勢そばの会
気さくな講師と楽しくそば打ち体験しましょう。自分
で作ったそばは、その場で試食することもできます
し、持って帰っていただくこともできます。

所要時間：120 分
※講師実演→そば打ち体験→後片付け・試食

※人数により時間応相談。参加人数が多いほど時
間が掛かります。
定員：

最小 10 名～最大 30 名

体験料： ※1,500 円（試食あり、お持ち帰りも可）

そば打ち専用の包丁を使います。 ご自身の打ったそばをその場で召し上がっていただけます♪※お持ち帰りも可能です。

----------------------------------------------------------------------------

12.木の学校の木工教室

講師：お山の森の木の学校
好きな形の木のプレート、様々な形の木の輪切りを選
び、プレートにはりつけて文字を書きます。木の学校の
特製レーザーパーツや自然素材を貼り付けたり、色付け
をして完成です。

ドアプレート、キーハンガーづくり
所要時間：30 分～60 分
定員：

最小 20 名～最大 50 名

体験料： 1,000 円

好きな木の実や枝を選び、組み合わせて作ります。木材や自然素材をもとに、自由な発想でものを作る体験です。
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13.シルバーアクセサリー

新潟ふるさと村体験教室プラン 13-14

講師：工房 SOPHIA
【1】 銀粘土で作るシルバーアクセサリー
銀粘土 5g を使って作る

【2】ワイヤーアート
ワイヤーを使ってアクセサリー作り

所要時間：
【1】約 1 時間 30 分【2】約 20 分
定員：

最小 5 名～最大 10 名

体験料： 【1】1,500 円～【2】500 円～

型や葉などの形にはめてつくるリング、ネックレスは、体験料 1,500 円～です。

オリジナルリングは体験料 2,500 円～。

----------------------------------------------------------------------------

14.多肉植物の寄せ植え体験

講師：風花＊Kazabana

今人気の多肉植物を用いる体験。器を選んで、植物の寄せ植え
をします。

所要時間：30～60 分
※人数・年齢によってかかる時間が異なります。
定員：

最小 5 名～最大 50 名

※対応人数は、植物の手配によります。
※お早めに問い合わせていただくことを推奨します。
体験料： 500 円～

好きな器（お皿やスプーン）を選んで、寄せ植えしていきます。人気は、ガラスの器。手のひらサイズで可愛らしいです。
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15.越後杉のお箸づくり

新潟ふるさと村体験教室プラン 15-16

講師：髙島かよ子（くらしに木をつかう協議会）
新潟の杉（越後杉）と三条産のカンナで自分の好きな形の
お箸をつくります。
所要時間：1 時間 30 分～2 時間
定員：

最小 5 名～最大 10 名

※できれば午前１回、午後１回入れて欲しい。
午前 2 人、午後 3 人でも可
体験料： 1 膳 2,000 円

会場は、木の香りのする庭園内の民家。 木目など、木の表情がそれぞれ違います。 ゆったり活動したい方にオススメです。

----------------------------------------------------------------------------

16.木のおもちゃ作り

講師：大沢博雄（くらしに木をつかう協議会）

※受入不可日…第 1・3・5 木曜・毎週水曜・毎週金曜
（講師多忙のため、なかなか予約が取りづらい状況です）
【1】動く木のおもちゃペンギン、カニ、トッキッキの３種
【2】音を楽しむおもちゃ
小鳥笛、佐渡の真竹でオカリナ、ヒノキの呼子笛

【3】人気の高い越後杉の小物
ウッドノッカー、小物箱／筆箱、名刺入れ

所要時間：
【1】10 分（トッキッキ）～30 分（ペンギン・カニ）
【2】30 分（小鳥笛・呼子笛）～120 分(オカリナ)
【3】30 分(ウッドノッカー)60 分(小物箱／筆箱・名刺入れ)
定員：最小 5 名～最大 20 名

体験料：

会場は、木の香りのする庭園内の民家。

【1】300～500 円【2】300～2,000 円（オカリナ）【3】500～800 円

特に、音を楽しむおもちゃ「小鳥笛」の活動（所要 30 分、300 円）が人気です。
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17.プリザーブドフラワーアレンジ

新潟ふるさと村体験教室プラン 17-18

講師：ナチュラルアレンジ Nancy’s

枯れないお花のプリザーブドフラワーやドライフラワーを使って、
ナチュラルなお花のアレンジをしましょう。

【１】ハートポットアレンジ（ハート型の木の実に飾りつけ）
【２】ナチュラルリース【３】トピアリー作り（植木作り）

【４】丸オーナメント（ゆらゆら揺れる飾り作り）
所要時間： 40～60 分
定員：

最小 5 名～最大 25 名

体験料：
【1】500 円、ほか 1,500～2,500 円（種類による、応相談）

お店構えもとっても可愛らしいです♪

枯れないお花の作品づくりなので、プレゼントにもピッタリです。

----------------------------------------------------------------------------

18.ビーズアクセサリーづくり

講師：アートジュエリーwicce
ビーズ（ガラス玉）を中心にパールやスワロフス
キー、天然石、皮などを使ったアクセサリー。

●ビーズアクセサリーづくり（ビーズのネッ
クレス、ブレスレット、ほか小物など）

所要時間：30 分～60 分
定員：

最小 10 名～最大 30 名
※大人だけの場合は 7 名～OK

体験料：【1】900 円～（年中～中学生）
【2】1,200 円～（大人）
年中の小さなお
子さんもご参加
できます。もちろ
ん、男性、大人の
方も大歓迎！
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19.木の楽器でリトミック

新潟ふるさと村体験教室プラン 19-20

講師：りとみっく school ネコフンジャッタ
木を使って、世界に一つだけのマイ楽器作り＆作った楽器
でリトミック（音楽あそび）をします。

【１】ひのきのオリジナルカスタネット作り
【２】クラベスづくり
（火の用心のカチカチの打楽器イメージ）

【３】祭りの鈴づくり
所要時間： 30 分
定員：

最小 5 名～最大 20 名

体験料：【1】【2】700 円 【3】1,000 円

祭りの鈴とクラベスの完成イメージ。

小さなお子様だけではなく、手作りの楽器で音楽に癒されたい方にもオススメ♪

----------------------------------------------------------------------------

20.スクラップブッキング体験

講師：mocoro

ペーパーやストーンシール、マスキングテープなどを使って、
写真をミニアルバムやフォトフレームなどにデコレーション
します。

【１】お気軽かんたん体験（左写真）
【２】じっくりデザイン体験
所要時間： 【1】30 分【2】2 時間
定員：

最小 10 名～最大 30 名

体験料：【1】700 円 【2】1,200 円

制作中の机上もカラフルで可愛いです♪

こちらの 2 枚は、じっくり 2 時間体験のもの。いずれも L 版の写真が入ります。
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21.木の実クラフト体験

新潟ふるさと村体験教室プラン 21-22

講師：アトリエ夢
松ぼっくりやどんぐりなどの木の実と、枯れないお花のプリザ
ーブドフラワーを使って工作をしてみませんか？※熱いグルー
ガン（のり）を使用するので高学年以上におすすめです。

所要時間： 30 分～40 分

定員： 最小・最大 20 名

体験料：500 円
木の実は煮沸消毒、
お花も染め物のプロ
が手がけてしっかり
乾燥させているので
安心。

女の子だけでなく、
男の子も楽しめる
ものづくりの活動で
すよ♪

----------------------------------------------------------------------------

22.笹だんご講座

講師：株式会社 田中屋本店
笹だんご作りを実際に体験することで、郷土の名産品を
肌で感じることができます。講師は、越後名物笹だんご
の田中屋本店！

【１】笹だんご講座(5 個★基本プラン)
笹だんご作りの笹巻きを体験できます。
体験料：1,296 円（1,200 円＋税）所要時間：約 60 分

【２】笹だんご講座(10 個)
体験料：2,160 円（2,000 円＋税）所要時間：約 90 分
定員：いずれも最小 5 名～最大 40 名程度（応相談）

新潟の和菓子と言ったら、名物笹だんご！

新潟ふるさと村バザール館名品コーナーの田中屋本店スタッフが講師です♪
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23.かんたんポケットトイ

新潟ふるさと村体験教室プラン 23

講師：おもちゃコンサルタントマスター 岡田真弓

※土日祝のみ受入 OK です。
木育インストラクター・おもちゃコンサルタントマスタ
ーの講師による、ミニサイズのトイづくり体験です。

【１】 京こま風手作りミニこまづくり
（クイリングテープを巻き、ミニこまを作って遊べます。
）
【２】 木のサイコロづくり（好きな材を選んでヤス
リで磨き、オリジナルサイコロを作ります。
）

所要時間： 【1】20 分【2】20～30 分
定員：

最小 5 名～最大 25 名

体験料：【1】100 円 【2】200 円

好きな色の素材・材料が選べます。

以上

素材のあたたかさや心地よさに触れながら、ものづくりを楽しんでください♪

