
ワークショップ 
スケジュール 

※当日席がある場合は当日参加が可能です。 
※参加のお申し込みはケーヨーデイツー唐木田店 
  にてお受け致します。 
※汚れてもよい服装での参加をお願いします。 
※写真は作品例です。小物は含まれません。 
※混み合う場合はお待ちいただく場合がございます。 
※人数に達し次第受付終了とさせて頂きます。 
※一人で作業できないお子様は保護者の方との 
  共同作業での参加をお願いします。 

9月 

9/1 （日） 
万能！「マルチBOX」 

開催時間：①10：00～12:00 
        ②14：00～16:00 
参加費：1,000円（税込:1,080円） 
定員：各４名     所要時間：120分 

9/5（水） 9/7 （土） 

9/8 （日） 9/12 （木） 9/14 （土） 

9/15 （日） 9/16 （月） 9/21 （土） 

9/22 （日） 9/25 （水） 9/29（日） 

「タイル鍋敷き」をつくろう！ 

敬老の日「オリジナルグラス」をつくろう！ 

オリジナル「傘立て」をつくろう！ 

秋の園芸「おうち型プランター」をつくろう！ 秋の園芸「グリーンフレーム」 

敬老の日「アロマストーン」をつくろう！ 敬老の日「フィンガーペイントアート」 

万能！「マルチBOX」 

食欲の秋！「スパイスラック」 

9/28 （土） 

開催時間：①10：00～12:00 
        ②14：00～16:00 
参加費：1,200円(税込:1,296円) 
定員：各6名     所要時間：120分 

開催時間：①10：00～12:00 
        ②14：00～16:00 
参加費：500円（税込:540円） 
定員：各6名     所要時間：60分 

ホビールーターを使用 
して、ガラスを削り 
お好みのデザインに 
仕上げていきます。 
 
世界に一つのオリジナル 
グラス、プレゼントに 
いかがですか？ 
 

秋の園芸「多肉パフェ」 読書の秋「可動式ブックスタンド」 

開催時間：①10：00～12:00 
        ②14：00～16:00 
参加費：1,200円（税込：1,296円） 
定員：各４名     所要時間：120分 

木枠の土台に 
目地材とタイルを入れ、 
お好きなデザインで 
仕上げます。 
 
 

開催時間：①10：00～12:00 
        ②14：00～16:00 
参加費：1,000円（税込:1,080円） 
定員：各４名     所要時間：120分 

カット済みの木材を 
電動ドリルドライバーで 
組立て、お好みの色で 
仕上げていきます。 
 

カット済みの木材を 
釘打ちして組立て、 
４種類の塗料（メディウム） 
でペイントをしていきます。 
 
塗料の知識を深めながら 
お部屋に飾れる作品も 
一緒に作ることが出来る 
ワークショップです。 

石膏と、お好みの香りを 
選んでアロマストーンを 
作ります。 
ドライフラワーやビーズ
で 
飾りつけをして完成です。 
 
プレゼントにも 
ぴったりの作品です！ 
 

開催時間：①10：00～12:00（最終受付11:00） 
        ②14：00～16:00（最終受付15:00） 
参加費：500円（税込：540円） 
定員：各8名    所要時間：60分 

開催時間：①10：00～12:00（最終受付11:00） 
        ②14：00～16:00（最終受付15:00） 
参加費：500円（税込:540円） 
定員：随時     所要時間：30～60分 

開催時間：①10：00～12:00 
        ②14：00～16:00 
参加費：1,500円(税込：1,620円) 
定員：各4名     所要時間：120分 

開催時間：①10：00～12:00 
        ②14：00～16:00  
参加費：1,200円（税込：1,296円） 
定員：各8名       所要時間：60～90分 

開催時間：①10：00～12:00 
        ②14：00～16:00 
参加費：1,000円（税込:1,080円） 
定員：各４名     所要時間：120分 

カット済み木材を 
電動ドリルドライバー 
で組立て、お好みの 
色で仕上げます。 
 
本を置いて 
インテリアとしても 
お使いいただける 
作品です。 
開催時間：①10：00～12:00 
        ②14：00～16:00 
参加費：1,000円（税込：1,080円） 
定員：各6名     所要時間：120分 

指につけても安心！ 
フィンガーペイント用の 
絵の具を使用して 
おえかきをしていきます。 
 
記念用にも、 
プレゼントにも 
いいですね。 
 

グラスにお好きな 
多肉植物と、 
カラーサンドを入れ、 
ミニサイズの 
パフェを作ります。 
 
 

開催時間：①10：00～11:00 
        ②11：10～12:10 
        ③14：00～15：00 
        ④15：10～16：10 
参加費：500円(税込：540円) 
定員：各4名（4回開催）  所要時間：30～60分 

カット済みの木材を 
接着剤で組立て、 
色塗りをし、取っ手と 
鍵をつけて完成です。 
 
小物入れとしても、 
救急箱としても活躍する 
マルチな作品！ 

開催時間：①10：00～12:00 
        ②14：00～16:00 
参加費：1,000円（税込:1,080円） 
定員：各４名     所要時間：120分 

カット済みの木材を 
組立て、色塗りをし、 
最後に背面にネットを 
つけたら完成です。 
 
調味料入れとしても、 
小さなお花の鉢置き 
としても使える作品で

カット済みの木材を 
接着剤で組立て、 
色塗りをし、 
取っ手と、鍵をつけて 
完成です。 
 
小物入れとしても、 
救急箱としても 
活躍するマルチな作品！ 

カット済みの木材を 
電動ドリルドライバーで 
組立て、ワックスや 
ジェル状のステインで 
お好みの色に仕上げます。 
 
オリジナル傘立てで 
雨の日もたのしみに♪ 

お部屋にアクセント！「ハンギング」 
 
 コードを使用して、 

編みこんでいく 
作品です。 
 
ガラスボトルをいれて 
多肉植物や 
エアープランツを 
飾っても素敵ですね。 



ワークショップ 
スケジュール 

※当日席がある場合は当日参加が可能です。 
※参加のお申し込みはケーヨーデイツー唐木田店 
  にてお受け致します。 
※汚れてもよい服装での参加をお願いします。 
※写真は作品例です。小物は含まれません。 
※混み合う場合はお待ちいただく場合がございます。 
※人数に達し次第受付終了とさせて頂きます。 
※一人で作業できないお子様は保護者の方との 
  共同作業での参加をお願いします。 

10月 

10/1 （火） 
「レジン」でキーホルダーをつくろう！ 

開催時間：①10：00～12:00（最終受付：11:00） 
        ②14：00～16:00（最終受付:15:00） 
参加費：500円（税込:550円） 
定員：随時     所要時間：30～60分 

10/5（土） 10/6 （日） 

10/10 （木） 10/12 （土） 10/13 （日） 

10/16 （水） 10/19（土） 10/20（日） 

10/22 （火） 10/26 （土） 10/31（木） 

お部屋に飾ろう！「ウォールフック」 

伝統刺繍「刺し子コースター」にチャレンジ！ 秋の園芸「おうち型ラック」をつくろう！ 「タイルラック」をつくろう！ 

あると便利！「マルチBOX」をつくろう！ 「防災ブレスレット」をつくろう！ オリジナル「キャンドルカップ」 

あると便利！「キースタンド」 

おしゃれに収納！「ミニトランク」  

10/27 （日） 

開催時間：①10：00～12:00 
        ②14：00～16:00 
参加費：1,500円(税込:1,650円) 
定員：各4名     所要時間：120分 

開催時間：①10：00～12:00 
        ②14：00～16:00 
参加費：648円（税込:712円） 
定員：材料がなくなり次第終了です。 所要時間：120分 

 
 
 

「多肉の寄せ植え」「鉢カバー」をつくろう！ 読書の秋「マガジンラック」 

開催時間：①10：00～12:00 
        ②14：00～16:00 
参加費：1,000円（税込1,100円） 
定員：各6名     所要時間：120分 

開催時間：①10：00～12:00 
         ②14：00～16:00 
参加費：2,000円（税込:2,200円） 
定員：各4名     所要時間：120～150分 

カット済みの木材を 
電動ドリルドライバーで 
組立て、お好みの色で 
仕上げていきます。 
 
お部屋に置いても 
お庭に置いても 
素敵ですね。 

カット済みの木材を 
接着剤で組立て、 
色塗りをし、 
取っ手と、鍵をつけて 
完成です。 
 
小物入れにも、 
救急箱にもなる 
マルチな作品！ 
開催時間：①10：00～12:00 
        ②14：00～16:00 
参加費：1,000円（税込：1,100円） 
定員：4名    所要時間：120分 

開催時間：①10：00～12:00（最終受付11:00） 
        ②14：00～16:00（最終受付15:00） 
参加費：500円（税込:550円） 
定員：随時（材料がなくなり次第終了です）  
所要時間：30～60分 

開催時間：①10：00～12:00（最終受付：11:00） 
        ②14：00～16:00（最終受付：15:00） 
参加費：500円(税込:550円) 
定員：随時     所要時間：30～60分 

開催時間：①10：00～12:00 
        ②14：00～16:00 
参加費：1000円（税込:1100円） 
定員：各4名           所要時間：120分 

開催時間：①10：00～12:00 
        ②14：00～16:00 
参加費：1,000円（税込:1,100円） 
定員：各４名     所要時間：120分 

カット済み木材を 
電動ドリルドライバー 
で組立て、お好みの 
色で仕上げます。 
 
お気に入りの本や 
雑誌を入れて、 
読書の秋を 
楽しみましょう♪ 
開催時間：①10：00～12:00 
        ②14：00～16:00 
参加費：2500円（税込:2,750円） 
定員：各3名     所要時間：120～150分 

初心者でも育てやすい 
多肉植物の寄せ植えと 
鉢カバーづくりを 
行います。 
 
鉢カバーは、 
素焼き鉢に、お好みの 
色でペイントをし、 
ステンシルをして 
完成です。 
 
 開催時間：①10：00～12:00 

        ②14：00～16:00 
参加費：1200円（税込1,320円） 
定員：各4名  所要時間：60～90分 

開催時間：①10：00～12:00 
        ②14：00～16:00 
参加費：2,000円（税込:2,200円） 
定員：各４名     所要時間：120分 

カット済みの木材を 
電動ドリルドライバーで 
組立て、色塗りをし、 
フックをつけたら 
完成です。 
 
アクセサリーをかけて 
使っても素敵ですね。 

カット済みの木材を 
電動ドリルドライバーで 
組立て、お好みの色で 
仕上げていきます。 
 
 

カット済みの木材を 
電動ドリルドライバーで 
組立て、鍵と取っ手を 
付けたら、お好みの色で 
仕上げていきます。 
 
お気に入りのものを 
トランクいっぱいに 
詰めこもう！ 

丸いグラスに 
ガラスペイントと 
上からお好みの塗料を 
スポンジで色を重ねて 
仕上げます。 
 
ハロウィンの飾り付けに 
いかがでしょうか？ 
 
小物やお菓子を 
入れてもいいですね。 

日本の伝統刺繍である 
刺し子でつくるコースターです。 
 
はじめての方でも簡単に 
楽しめる作品となっています。 
 
 
対象年齢：小学校中学年以上 
 

 
 

アンティーク色の枠の 
中にドライフラワーや 
ストーンを入れて、 
レジン液で固めます。 
 
はじめてレジンを 
される方におすすめの 
ワークショップです。 

「ハシゴ型タオル掛け」をつくろう！ 

カット済みの木材を 
電動ドリルドライバーで 
組立て、お好みの色で 
仕上げていきます。 
 
お部屋に置いて 
インテリアにもなる 
おしゃれなタオル掛け 
です。 

引張強度が180kgほど 
あるコードを使用して、 
ブレスレットを作ります。 
留め具の部分は 
ホイッスルになっており、 
コードをほどけば 
応急処置や荷物の 
固定にも使用できる 
万能ブレスレットです！ 

カット済みの木材を 
組立て、木枠の部分に 
２色のタイルでお好みの 
デザインに仕上げます。 
 
簡単な電動工具の 
使用方法とタイルの 
敷き方を一緒に学べる 
ワークショップです！ 
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