【団体様向け】令和元年７月～

01.手びねり陶芸教室

新潟ふるさと村体験教室プラン 01-03

講師：羊工房
仕上げの釉薬の色は 5 種類から選択できます。
（白・青・緑・ピンク・
定員： 最小 15 名～最大 30 名

茶もしくは黒） 所要時間：120 分

体験料：1,000 円（税込）
※土 500g で茶碗 1 つ＆湯呑み小サイズ
2 個程度が作れます。
※焼き上がり後、講師より宅配便にて
着払いでお送りします。
（目安は約 2 週間
後。新潟市内の場合、ダンボール 1 箱で
1,000 円程度です）

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

02.花育こけだま教室

講師：kmmu ミュウフラワーガーデン
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。
所要時間：1 時間

芝ぼうや

こけだま

定員： 最小 15 名～最大 30 名

こけだまは好きなアイビーの苗を選びます。名前をつけて可愛がってくださいね。

体験料： 500 円（税込）

季節に合わせたデザインも可能です♪

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

03.レジンキーホルダーづくり

講師：NICOTTO
UV レジンを使った体験です。ネックレスやブローチなどの
アクセサリーにも変更できます（当日選択 OK）
。
所要時間： 約 40 分＋乾燥時間（ひとり 10 分程度）
定員：最小 15 名～最大 30 名

思い出づくりやプレゼントにもいかがでしょうか？

アンティークな雰囲気のパーツも。

体験料： 800 円（税込）

レジンは約 10 分で固まります。
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04.紙芝居

新潟ふるさと村体験教室プラン 04-06

講師：紙芝居集団すなやま
紙芝居枠をつかって、雰囲気たっぷりです♪
所要時間：15 分～30 分
定員：最小 10 名～最大 40 名
体験料：

無料

会場は、ふるさと庭園内の民家。落ち着いた空間です。

拍子木で観客を盛り上げます！いろいろなお話が聴けますよ♪

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

05.アメリカンフラワー（小花ブーケ）

講師：手作りマルシェクローバー

フシギな液体を使って”アメリカンフラワー”のブーケを作る体験。
所要時間：約 40 分

定員：最小 30 名～最大 30 名

体験料：500 円（税込）

乾燥したら固まるフシギな液体です。 大人の女性にも楽しんでいただけます！

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

06.樹脂粘土で動物マスコットづくり

講師：手作りマルシェクローバー

カラフルな粘土で、カワイイ動物を作ります。
所要時間：約 40 分

定員：最小 30 名～最大 30 名

体験料：500 円（税込）

季節に合わせたデザインもあります♪

男の子にも人気の体験です。
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07.ガラスペイント体験

新潟ふるさと村体験教室プラン 07-09

講師：Antique Rose
ガラスやカップを可愛くおしゃれにデコレーション！
所要時間：90 分

【1】家族でできるエコガラス講座（500 円プラン）

定員： 最小 10 名～最大 20 名

体験料： 1,000 円（税込）

ガラスポット（ふた付）の他、ガラスの花瓶の色付けも出来ます。

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

08.癒しのキャンドルづくり

講師：Atelier Infinity
好きなパーツを入れて、ジェルキャンドルを楽しめます。
所要時間： 15～60 分＋乾燥まで 20 人につき 1 時間程度
※直接お渡しできる方のみの受付となります。
定員：最小 10 名～最大 30 名
体験料： 800 円（税込） ／ 1,000 円（税込）

【作品サンプル見本】左：800 円 ／ 右：1,000 円
もちろん、パーツや下に敷く砂などはお好きに選べます。

100 種類以上のパーツをご用意♪ きれいに包装してお渡しします。

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

09.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：15～30 分
定員： 最小 10 名～最大 40 名

会場は、ふるさと庭園内の民家。落ち着いた木の造りです。

体験料：

無料

小道具なども雰囲気たっぷりで、語りの世界に引き込まれます。
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10.そば打ち体験

新潟ふるさと村体験教室プラン 10-12

講師：白勢そばの会
所要時間：120 分※講師実演→そば打ち体験→後片付け・試食
定員： 最小 15 名～最大 30 名
体験料：1,500 円（税込）
※体験で作った手打ちそばは、ご自宅にお持ち帰りいただきます。

講師がデモンストレーションで打ったそばを試食することも出来ます（右上の写真参照）。お申込み時にお知らせください。

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

11.お山の森の木工教室

講師：お山の森の木の学校
木の輪切りを選び、好きな形のプレートにはりつけて飾りつけをし、
オリジナルのドアプレートを制作できます。

所要時間： 60 分

定員：最小 20 名～最大 30 名

体験料： 1,000 円（税込）

好きな木の実や枝を選び、組み合わせて作ります。阿賀の木材や自然素材をつかって自由な発想でものづくりをする体験です。

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

12.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。お手入れカンタンです♪
所要時間：30～60 分
定員： 最小 10 名～最大 30 名
※対応人数は植物の手配によりま
すので、お早めに問い合わせくだ
さい。

体験料：
木のスプーン…500 円（税込）
ガラスの器
【作品サンプル見本】500 円（木のスプーン）／800 円（ガラスの器）からお選びください。

…800 円（税込）
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13.木のカスタネットで音楽遊び

新潟ふるさと村体験教室プラン 13-15

講師：音楽教室ネコフンジャッタ

木のカスタネットを作り、リトミック（音楽遊び）をします。
所要時間： 30 分

定員： 最小 10 名～最大 20 名

体験料： 700 円（税込）

自分のデコレーションしたカスタネットで遊びます。小さなお子様だけなく、手作りの楽器で音楽に癒されたい方もどうぞ♪

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

14.笹だんご講座

講師：株式会社 田中屋本店
笹だんご作りの笹巻きを体験できます。
体験料：1,058 円（税込）※笹だんご 3 個作れます。
所要時間：約 60 分＋蒸し時間 30 分
定員： 最小 10 名～ 最大 40 名

笹だんごは常温で４日、冷凍で約１ヶ月お日持ちします♪ 講師は笹だんごのプロ、田中屋本店 新潟ふるさと村店スタッフです！

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

15.かんたんスライム作り

講師：FUNAYA
好きな色で作るスライム。小さなお子さまでもカンタンに作れます♪

所要時間：30 分（作るのはスライム１個 5～10 分）
定員： 最小 15 名～最大 30 名

体験料：300 円（税込／1 個）

好きな色の絵の具や洗濯のりなどを使ったスライムづくり。短い時間でカンタンに作れるので、子ども会などにもオススメです♪

