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工芸品ワークショップ お申込書

お申し込み締切：2022年11月14日月

株式会社アートシステム　担当：池田

FAX専用お申込書

この用紙に必要事項をご記入の上、上記番号へFAXをご送信ください。
※受付完了後、お申し込み内容確認のためお電話させていただきます。（株式会社アートシステム TEL.018-863-2652)

【Kougei@art-as.co.jp】宛に、下記内容をご送信ください。右のQRコードからも送信
可能です。QRコード読み込み→「メール作成画面はこちら」で必要事項が本文に表示されます。
※迷惑メール設定をされている方は、上記アドレスを受信できるようにお願いいたします。

※記載していただいた個人情報は、本イベントの利用目的のみに使用し、第三者に提供することはございません。

お席には限りがございます。お申込者が定員に達した場合は、先着順で受付させていただきます。

美の国 美の技 美のくらし ～工芸の魅力を“まちなか”から～

10：00～17：00
（11月20日は16：00まで）11月18日金-20日日2022年

工芸品ワークショップ

秋田の伝統工芸品の製作体験ワークショップ
秋田の伝統工芸品をつくって楽しむ体験ワークショップです。
実際に見て、触って、ものづくりの楽しさや手しごとの素晴らしさをぜひ体験してみてください。

【お申し込み方法】

FAX

メール

■参加希望ワークショップ

WS番号

［備考欄］ ご要望などございましたらご記入ください。

ご 住 所

氏 　 名
フリガナ

氏  名 （　　　　歳）

〒　　　　ー

お申し込み日／2022年　　　月　　　日

電話番号

男　／　女 （　　　　　　歳）

■ご同行者　［　　　　　名］

■申込代表者

氏  名 （　　　　歳）

氏  名 （　　　　歳）

氏  名 （　　　　歳）

E-mail

FA X送信方向

※内側をご参考に、WS（ワークショップ）番号をご記入ください。
例／11/18㈮13時の花火模型玉づくり体験をご希望の方は左枠に［⑧］とご記入
※お申込書１枚につき１つのWS受付となります。大変お手数ですが、複数
参加ご希望の方は、その分の申込書をご送信ください。

秋田県漆器工業協同組合

漆器への蒔絵体験
筆で下絵通りに漆を塗り、金粉や色粉などを
蒔き模様を描く、コースターの製作を体験。
■体験料／2,750円（税込）
■時間目安／80分
■作品お持ち帰り／可

川連こけし工人会

川連こけし絵づけ体験
世界でたった一つ、あなただけのこけしを描く
体験。講師がていねいに指導します。
■体験料／1,000円（税込）
■時間目安／45分
■作品お持ち帰り／可

民芸イタヤ工房

イタヤ馬作り体験
イタヤカエデの若木の幹を薄く帯状に裂いた
材料で馬を編む体験。
■体験料／1,000円（税込）
■時間目安／40分
■作品お持ち帰り／可

大曲の花火協同組合

花火模型玉づくり体験
実際の花火づくりの工程である「仕込み」「玉
貼り」作業を、火薬を用いない模擬玉で体験。
■体験料／2,200円（税込）
■時間目安／1時間 
■作品お持ち帰り／可

千貝工芸

杢目銅指輪作り体験
異なる金属を25枚重ねて圧縮したものを、やす
りやペーパーで削って模様を出す体験。
■体験料／2,500円（税込）
■時間目安／２時間
■作品お持ち帰り／可

漆芸工房齋藤

塗り箸作り体験
塗を7回塗り重ねている箸をペーパーで研ぎ、模
様を出し、仕上げまでの体験。
■体験料／1,000円（税込）
■時間目安／1時間
■作品お持ち帰り／可

八橋人形伝承の会

人形の絵付け体験
素焼きした十二支の動物への絵付けを体験。
来年のお正月飾りにいかがでしょう。
■体験料／1,000円（税込）
■時間目安／1時間
■作品お持ち帰り／可

十文字和紙愛好会

十文字和紙はがきづくり体験
実際に和紙の原料に触れることのできる、素朴
な風合いのあるはがきづくり体験。
■体験料／500円（税込）
■時間目安／1時間
■作品お持ち帰り／可

阿部　登志子

本荘ごてんまり制作体験
ごてんまり制作工程の一部（模様の一部のかが
りと三方の房付け）を体験。
■体験料／3,500円（税込）
■時間目安／２時間
■作品お持ち帰り／可

小玉建具店

組子コースター製作体験
秋田杉と神代杉のシンプルな組子細工体験。組合せ自
由で自分だけの手作り組子コースターを製作しよう。
■体験料／500円（税込）
■時間目安／30分
■作品お持ち帰り／可

清水桶屋 WS ①②③

杉桶組体験
桶工法の工程の一部で、桶を組み立てる作業
を体験。
■体験料／無料
■時間目安／40分
■作品お持ち帰り／不可 

Ｅ０８（イーワッパ）

WS ④⑤⑥

WS 37383940

WS ⑧⑨⑩⑪

WS ⑦㉑41

WS 424344 WS 49

WS 32333435

WS ⑯⑰WS ⑫-⑮、㉘-㉛、45-48

WS ⑱⑲⑳36

曲げわっぱ弁当製作体験
年輪の細かい杉を使用した小判型の弁当箱作り
体験。自分だけの曲げわっぱが作れます。
■体験料／8,000円（税込）
■時間目安／２時間
■作品お持ち帰り／可

会場　秋田市文化創造館　2F「スタジオA-2」
主催　秋田県伝統的工芸品月間推進協議会

ワークショップの開催日時は内側をご覧ください ➡

例⑧
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●工芸品ワークショップ　タイムテーブル
２０２２年11月18日金 - 20日日

会場　秋田市文化創造館　2F「スタジオA-2」

11/18金

C-1

C-2

C-3

C-1

C-2

C-3

C-1

C-2

C-3

11/19土

11/20日

杉桶組体験①
体験料［無料］
時間［10:00-10:40］
受付人数［先着5名］

杉桶組体験②
体験料［無料］
時間［10:40-11:20］
受付人数［先着5名］

杉桶組体験③
体験料［無料］
時間［11:20-12:00］
受付人数［先着5名］

漆器への蒔絵体験①④WS③WS②WS①WS

組子コースター製作体験①
体験料［500円］
時間［10:00-10:30］
受付人数［先着5名］

⑫WS
組子コースター製作体験②
体験料［500円］
時間［10:30-11:00］
受付人数［先着5名］

⑬WS
組子コースター製作体験③
体験料［500円］
時間［11:00-11:30］
受付人数［先着5名］

⑭WS
組子コースター製作体験④
体験料［500円］
時間［11:30-12:00］
受付人数［先着5名］

⑮WS

組子コースター製作体験①
体験料［500円］
時間［10:00-10:30］
受付人数［先着5名］

㉘WS
組子コースター製作体験②
体験料［500円］
時間［10:30-11:00］
受付人数［先着5名］

㉙WS
組子コースター製作体験③
体験料［500円］
時間［11:00-11:30］
受付人数［先着5名］

㉚WS
組子コースター製作体験④
体験料［500円］
時間［11:30-12:00］
受付人数［先着5名］

㉛WS

組子コースター製作体験①
体験料［500円］
時間［10:00-10:30］
受付人数［先着5名］

45WS
組子コースター製作体験②
体験料［500円］
時間［10:30-11:00］
受付人数［先着5名］

46WS
組子コースター製作体験③
体験料［500円］
時間［11:00-11:30］
受付人数［先着5名］

47WS
組子コースター製作体験④
体験料［500円］
時間［11:30-12:00］
受付人数［先着5名］

48WS

⑤WS ⑥WS
体験料［2,750円］
時間［13:00-14:20］
受付人数［先着5名］

⑧WS

漆器への蒔絵体験②
体験料［2,750円］
時間［14:20-15:40］
受付人数［先着5名］

花火模型玉づくり体験①
体験料［2,200円］
時間［13:00-14:00］
受付人数［先着6名］

⑯WS 本荘ごてんまり制作体験①
体験料［3,500円］
時間［13:00-15:00］
受付人数［先着8名］

⑦WS 杢目銅指輪作り体験
体験料［2,500円］
時間［10:00-12:00］
受付人数［先着4名］

㉑WS 杢目銅指輪作り体験
体験料［2,500円］
時間［10:00-12:00］
受付人数［先着4名］

41WS 杢目銅指輪作り体験
体験料［2,500円］
時間［10:00-12:00］
受付人数［先着4名］

⑲WS 曲げわっぱ弁当箱製作体験②
体験料［8,000円］
時間［13:00-15:00］
受付人数［先着6名］

⑱WS 曲げわっぱ弁当箱製作体験①
体験料［8,000円］
時間［10:00-12:00］
受付人数［先着6名］

36WS 曲げわっぱ弁当箱製作体験
体験料［8,000円］
時間［10:00-12:00］
受付人数［先着6名］

⑰WS 本荘ごてんまり制作体験②
体験料［3,500円］
時間［15:00-17:00］
受付人数［先着8名］

⑳WS 曲げわっぱ弁当箱製作体験③
体験料［8,000円］
時間［15:00-17:00］
受付人数［先着6名］

32WS 十文字和紙
はがきづくり体験①
体験料［500円］
時間［13:00-14:00］
受付人数［先着5名］

33WS 十文字和紙
はがきづくり体験②
体験料［500円］
時間［14:00-15:00］
受付人数［先着5名］

34WS 十文字和紙
はがきづくり体験③
体験料［500円］
時間［15:00-16:00］
受付人数［先着5名］

35WS 十文字和紙
はがきづくり体験④
体験料［500円］
時間［16:00-17:00］
受付人数［先着5名］

42WS 塗り箸づくり体験①
体験料［1,000円］
時間［13:00-14:00］
受付人数［先着8名］

43WS 塗り箸づくり体験②
体験料［1,000円］
時間［14:00-15:00］
受付人数［先着8名］

44WS 塗り箸づくり体験③
体験料［1,000円］
時間［15:00-16:00］
受付人数［先着8名］

49WS 八橋人形絵づけ体験
体験料［1,000円］
時間［13:00-16:00］
随時受付/最大8名

37WS 川連こけし
絵づけ体験①
体験料［1,000円］
時間［13:00-13:45］
受付人数［先着4名］

38WS 川連こけし
絵づけ体験②
体験料［1,000円］
時間［13:45-14:30］
受付人数［先着4名］

39WS 川連こけし
絵づけ体験③
体験料［1,000円］
時間［14:30-15:15］
受付人数［先着4名］

40WS 川連こけし
絵づけ体験④
体験料［1,000円］
時間［15:15-16:00］
受付人数［先着4名］

㉒WS
イタヤ馬作り体験①
体験料［1,000円］
時間［13:00-13:40］
受付人数［先着8名］

㉓WS
イタヤ馬作り体験②
体験料［1,000円］
時間［13:40-14:20］
受付人数［先着8名］

㉔WS
イタヤ馬作り体験③
体験料［1,000円］
時間［14:20-15:00］
受付人数［先着8名］

㉕WS
イタヤ馬作り体験④
体験料［1,000円］
時間［15:00-15:40］
受付人数［先着8名］

㉖WS
イタヤ馬作り体験⑤
体験料［1,000円］
時間［15:40-16:20］
受付人数［先着8名］

㉗WS
イタヤ馬作り体験⑥
体験料［1,000円］
時間［16:20-17:00］
受付人数［先着8名］

⑨WS 花火模型玉づくり体験②
体験料［2,200円］
時間［14:00-15:00］
受付人数［先着6名］

⑩WS 花火模型玉づくり体験③
体験料［2,200円］
時間［15:00-16:00］
受付人数［先着6名］

⑪WS 花火模型玉づくり体験④
体験料［2,200円］
時間［16:00-17:00］
受付人数［先着6名］

漆器への蒔絵体験③
体験料［2,750円］
時間［15:40-17:00］
受付人数［先着5名］

10：00実 施 日 場　所 11：00 13：00 14：00 15：00 16：00 17：0012：00

※花火の写真はイメージです。体験は火薬不使用の
模擬玉で行います。（WS⑧～⑪「花火模型玉づくり体験」）【ご参加お申し込みの方】裏面のお申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたはメールでお申し込みください。その際に、参加ご希望のワークショップ（WS）の番号を忘れずにご記入ください。 　例／ ①WS


