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ものづくり体験 

ものづくり体験

実際に手をつかいイメージを

ふくらませ作業するものづくり体験。

五感をつかって伝統や文化など

訪れた場所のもつ魅力を体感する

これは旅の進化系!!

　旅で出会う工芸品などのお土産。その素晴ら
しい品々が、どのように手間をかけられ作られて
いるのか、見たり聞いたりしただけでは、なかな
か分からないものですね。
　それなら、実際に「体験」してみることをお勧
めします。
　現地で作り手と出会い、話を聞いて、手を動
かす。そこには先人たちの知恵や作り手の思い
など多くの発見があることでしょう。
　手しごとの里・秋保にはいろいろなジャンル
の、ものづくりの体験ができる工房があります。
　いつもは買うだけのお土産が自分でつくるこ
とができたら・・・自分だけのオリジナル作品に
ワクワクし、きっと忘れられない秋保の旅になる
ことでしょう。心躍る体験ツアー、まずは予約か
らレッツトライ!!



秋保工芸の里
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秋保大滝

秋保神社

秋保中学校
秋保小学校

大滝れすとはうす
馬場小学校

秋保市民センター

湯元小学校

秋保・里センター

湯元公園

　雰囲気のあるログハウスでアートフラワーを使ったアレンジ
メントの制作が体験できます。

❹GreenFieldえむ

フラワーアレンジメント
●体  験  料　3,000円～
●所要時間　2時間
●体験時間　10:00～12:00
●受  取  日　当日
●予約方法　電話
●体験人数　1～6名

☎022-399-2636
　（体験:火・水・木曜日午前中)

　カップや湯呑など作りたいも
のを自由な発想で作ることがで
きます。後日、手作りの陶器が届
くのも楽しみの一つ。

陶　芸
●体  験  料　2,500円～
●所要時間　1～2時間
●受付時間　10:00～15:00
●受  取  日　約3ヶ月後
●予約方法　電話
●体験人数　2名～
　　　　         ※団体要相談

❷ギャラリー石神窯
☎022-399-2283

　15色のカットされたガラスを
配置して皿や花入れなど作り
ます。無数の組み合わせでオリ
ジナルな一品を!!

ガラスフュージング
●体  験  料　2,500円～
●所要時間　30分～1時間
●営業時間　10:00～16:00
●受  取  日　1ヶ月～1ヶ月半
●予約方法　電話
●体験人数　1～10名

❶ガラス工房 尚
☎022-399-5728
(定休日:水曜日・木曜日)

　クラスコファニチャー
で出る端材の木を利用し
て絵の具で絵を描いたり
木の実などでデコレー
ションします。色々なテー
マで開催予定です。

❺CLASSOCO
　 FURNITURE

木工ワークショップ
●体  験  料　1,500円～
●所要時間　2時間
●体験時間　10:00～12:00
●受  取  日　当日
●予約方法　電話・メール・
　　　　　　インスタDM
●体験人数　1名～

☎022-724-7869
(体験:月1回・指定日)

　大きさいろいろの無地のこけしに黒・赤・ピンクの
3色で絵付けします。ラッカーで仕上げてもらいます。

15玩愚庵こけし屋

こけし絵付け
●体  験  料　1,000円
●所要時間　40分～1時間
●受付時間　9:00～15:30
●受  取  日　当日
●予約方法　電話
●体験人数　1～14名

☎022-398-2673
(定休日:火曜日)

　19㎝大の無地のこけしに黒・赤・黄・青の4色
で絵付けします。ラッカーで仕上げてもらいます。

こけし絵付け
●体  験  料　1,000円
●所要時間　40分～1時間
●営業時間　9:00～17:00
●受  取  日　当日
●予約方法　電話
●体験人数　1～15名

12佐藤こけし屋
☎022-398-2627

　箸の長さをカットして
紙ヤスリで仕上げた後、
柿渋で着色し漆を塗り
ます。仕上がりの色は
黒・朱・生成り(漆本来の
色味)の3色の中から選
べます。

箸作り（漆塗り）
●体  験  料　1,300円
●所要時間　40分～1時間
●営業時間　9:00～17:00
●受  取  日　後日送付 ※送料別
●予約方法　電話・FAX・HP
●体験人数　2～20名

14熊野洞
☎022-398-2661
（定休日：12～3月は日曜日・祝日）

　糸ノコで型を切り
抜き、アクリル絵の
具で絵付けや焼き
付けすることができ
ます。
　できた作品を無料
でキーホルダーにす
ることもできます。

13ひらの工芸

糸ノコ木工
●体  験  料　1,000～1,500円
●所要時間　1時間～
●営業時間　9:00～16:00
●受  取  日　当日
●予約方法　電話（前日まで）
●体験人数　1～5名（一組ずつ）

☎022-398-2958
(体験:日曜日のみ)

　貴重な埋もれ木をナイフで削って、箸置きを
作ります。保護者同伴で、子どもの体験も可能
です。

11埋もれ木

箸置き作り
●体  験  料　1,000円
●所要時間　30分～1時間
●営業時間　9:00～17:00
●受  取  日　当日
●予約方法　電話
●体験人数　1～10名

☎022-398-2803

予めシート状にした土をつかって造形していくので、初めてで
も失敗なく楽しめます。

❸陶房とよこ

陶　芸
●体  験  料   2,000円
●所要時間   2時間
●営業時間   10:00～15:00

●受  取  日   3～4ヶ月後
●予約方法   電話（2週間前まで）
●体験人数   3名以上

☎022-399-2282
(体験:4月～10月日曜日のみ)

　好きな図案を切り取り、シルク
スクリーンでTシャツに印刷!持ち
込みの布にも印刷できます。

❻秋保の杜
　佐々木美術館＆人形館

オリジナルTシャツ作り
●体  験  料　3,000円
●所要時間　3時間
●営業時間　10:00～17:00
●受  取  日　当日
●予約方法　電話・HP・前日まで
●体験人数　1～5名

☎022-797-9520
　  (定休日:月曜日）

　全て教室の材料、備品を使って作
品を作ることができます。

モルタルアート
●体  験  料　1時間1,100円+材料費
●所要時間　2時間～
●体験時間　11:00～14:00
●受  取  日　当日
●予約方法　HP
●体験人数　1～3名

❼ヴィヴィアンアトリエ
https://www.vivi-aa.com/

　コップや小鉢、一輪挿し、風鈴などカラフルできれいなガラ
ス作品を作ることができます。

❽ガラス工房 元

吹きガラス
●体  験  料　3,600円
●所要時間　30分
●営業時間　10:00～17:00
●受  取  日　翌日以降
●予約方法　電話（2日前まで）
●体験人数　1～4名

☎022-398-4123
(定休日:火曜日)

　ビーズを入れるだけの簡単なものから本格的なオイルタイ
プや天然石入りのスペシャルなものまで作ることができます。

❾仙台万華鏡美術館

万華鏡作り
●体  験  料　1,300円～
●所要時間　5分～30分
●受付時間　9:30～16:30
●受  取  日　当日
●予約方法　予約不要
●体験人数　1名～ ※団体要予約

☎022-304-8080

　様々な大きさ・形の無地やろくろ線の入ったこけしに絵付け
します。ロウで仕上げてもらいます。ろくろ体験は、コマや楊枝
立て、エッグスタンドなどが作れます。

10我妻こけし

こけし絵付け ろくろ(コマ・楊枝立てなど)

●体  験  料　500円～
●所要時間　40分～1時間
●営業時間　9:00～17:00

●受  取  日　当日
●予約方法　電話
●体験人数　1名～

☎022-398-2327


