
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ことがございます。 
※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。 

11月 

11/2 （土） 
冬のDIY「タイル鍋敷き」をつくろう！ 

開催時間：①10：00～12:00 
        ②14：00～16:00 
参加費：1,200円（税込:1,320円） 
定員：各6名     所要時間：120分 

11/3 （日） 

11/9 （土） 11/10 （日） 11/14 （木） 

11/23（土） 

「レジン」のキーホルダーをつくろう！ 

「おうち型プランター」をつくろう！ アンティーク調「ミニチェア」をつくろう！ 七五三「折り畳み身長計」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：１個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：1,200円（税込:1,320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：1,500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：1,000円（税込:1,100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 
組立てミニチェアを作ります。 
 
ペイントには 
クラッキングメディウム 
というひび割れ加工の 
出来る塗料を使用し、 
お好みの色で仕上げて 
いきます。 
 
 

ジュエリー型の 
シリコンにレジン液を 
流し、ラメやビーズを 
閉じ込めて、 
キーホルダーを 
作ります。 
 
レジンをはじめて 
みたい方におすすめ
のワークショップです。 

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。 
 
屋内外どちらも 
使用可能な塗料を使う為、 
お花を入れてお庭に置いても。 
小物入れとして室内に 
置いてもいいですね！ 

木枠の土台に 
ワックスを塗り、 
目地材と、3色の 
タイルを敷き詰め、 
お好みのデザインで、 
仕上げていきます。 
 
手作りの鍋敷きで、 
食卓に彩りをつけましょう♪ 

カット済みの木材に 
チョークボードペイントを 
塗り、丁番で止めて 
折り畳みの出来る 
身長計を作ります。 
 
チョークで 
お絵かきもできる 
すぐれもの！ 

11/21 （木） 

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 

読書の秋「可動式ブックスタンド」 

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。 
 
文庫本もハードカバー 
サイズもしっかり 
入るサイズです♪ 

11/17 （日） 
ヨーヨーキルト「ミニツリー」をつくろう！ 

小さなサイズにカットを 
した布を針で縫い合わせ、 
その布を重ねて 
ツリーを作ります。 
 
ビーズやパールを 
つけてアレンジをしても 
かわいいですね。 

開催時間：①10：00～12:00（最終受付10:30） 
        ②14：00～16:00（最終受付14:30） 
参加費：700円（税込:770円） 
定員：材料がなくなり次第終了とさせていただきます。 
所要時間：60～90分 

11/4 （月） 
冬のDIY「メッセージボード」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。 
 
壁掛けも出来るように 
なっている便利な 
作品です！ 

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

11/30 （土） 
オリジナル「ガーランド」をつくろう！ 

星やフラッグ型の 
木材にペイントと、 
ステンシルをして、 
麻紐を通したら 
オリジナル 
ガーランドの 
完成です！ 
 
お部屋に飾るインテリアを 
一緒につくってみませんか？ 
 
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：600円（税込:660円） 
定員：各6名  所要時間：60分 

11/16 （土） 
「多肉の寄せ植え」「鉢カバー」をつくろう！ 

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：1,200円（税込:1,320円） 
定員：各４名     所要時間：60～90分 

11/28 （木） 
あると便利！「ミニトランク」 

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 
またはミルクペイントで 
色を塗り、鍵、取っ手、 
丁番をつけたら 
完成です。 
 
A4サイズまで 
しっかり入る 
サイズです！ 
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 

11/24 （日） 
「タイルラック」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、ワックスを 
塗ります。 
 
木枠の部分には 
2色のタイルと、 
目地材を敷き詰め、 
お好みのデザインで 
仕上げていきます。 
 
 

裁ほう上手でつくる「ヘアアクセサリー」 

まるで糸で縫った 
ようにしっかりとくっつく 
接着剤「裁ほう上手」を 
使って、リボンモチーフの 
ヘアアクセサリーを 
作ります。 
 
お裁縫が苦手な人でも 
かんたんにつくれる 
ワークショップです。 
 
 
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：2個350円(税込:385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：2,000円（税込:2,200円） 
定員：各４名     所要時間：120分 

事前予約優先 042-371-5051 



ワークショップ
スケジュール

12月

12/1 （日）
プロから学ぶ「包丁研ぎ」

開催時間：①10：00～12:00

②14：00～16:00

参加費：2,000円（税込:2,200円）（コンビ研ぎ石代含む）

定員：各8名 所要時間：120分

12/5 （木）

12/8 （日） 12/12 （木） 12/14 （土）

12/22（日）

「メッセージボード」をつくろう！

クリスマス「チョークボードツリー」をつくろう！クリスマス「多肉パフェ」をつくろう！ オリジナル「タイル鍋敷き」をつくろう！

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:550円)

定員：各4名 所要時間：30～60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

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

開催時間：①10：00～12:00

②14：00～16:00

参加費：1,200円（税込:1,320円）

定員：各6名 所要時間：120分

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

かわいいパーツでパフェを
デコレーションしたら完成！
クリスマスバージョンの
パーツをご用意します。

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

ツリーの部分はチョークで
おえかきができます。
今年のクリスマスは
チョークボードツリーで
飾り付けをしよう！

12/21 （土）

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

「万年カレンダー」をつくろう！

カット済みの木材を
色塗りし、電動ドライバーで
組立て、背面にベニヤ板を
つけたら完成です。

来年も再来年も、これから
先もずっと使えるすぐれもの！

今年からは、手づくりの
カレンダーにしてみませんか？

12/19 （木）
冬のDIY！「マガジンラック」

開催時間：①10：00～12:30

②14：30～17:00

参加費：2,500円（税込:2,750円）

定員：3名 所要時間：120～150分

12/7 （土）
カンタンDIY！「キースタンド」

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。

インテリアにも最適！
おしゃれな壁掛けボードの
完成です♪

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：6名 所要時間：120分

12/29 （日）
あると便利！「防災ブレスレット」

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：各6名 所要時間：30～60分

12/15 （日）
クリスマス「キャンドルカップ」をつくろう！

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。

付属のLEDライトをつけて
お部屋の飾り付けに
いかがですか？

お菓子や小物も入れられますよ。

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：1個500円（税込:550円）

定員：各6名 所要時間：30～60分

12/28 （土）
「ジュエリーキーホルダー」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：1個500円（税込:550円）

定員：随時 所要時間：60分

12/26 （木）
アクレーヌで作る「ボンボンマスコット」 予防対策をしよう！「マスクケース」

カット済みの木材を
接着剤でつけて、
色塗りをし、
鍵、丁番、ハンドルを
つけたら完成です！

冬の風邪予防対策に
マスクケースは
いかがですか？

救急箱や小物入れとしても
お使いいただけます。

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：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：748～778円（税込:822～855円）

定員：材料がなくなり次第終了 所要時間：120分

普段お使いの包丁を自分の手で研い

でみませんか？

関孫六でおなじみの包丁メーカー「貝

印」による包丁研ぎ教室のご案内です。

ご自宅で使用している包丁を布や新

聞紙に包んでご持参ください。

※三徳包丁1本が目安となります。

※使用した砥石はお持ち帰り

いただけます。

カット済みの木材を
電動ドリルドライバーで
組立て、色塗りをし、
フックをつけたら
完成です。

自宅や車のキーは
もちろん、アクセサリー
などをかけて使っても
いいですね。

木枠の土台に
ワックスを塗り、
目地材と、3色の
タイルを敷き詰め、
お好みのデザインで、
仕上げていきます。

あったかお鍋が恋しい季節！
オリジナルの鍋敷きを
一緒につくってみませんか？

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。

お気に入りの絵本や
雑誌を入れて読書を
楽しみましょう！

ジュエリー型の
シリコンにレジン液を
流し、ラメやビーズを
閉じ込めて、キラキラの
キーホルダーを作ります。

これからレジンを
はじめてみたい方に
おすすめのワークショップです！

アクレーヌとは、
ニードル専用の
アクリルファイバーで、
羊毛よりも早くて、
かんたんにまとまることが
できる素材です。
初心者でもかんたんに
できる作品となっています！

かわいいどうぶつたちの
ふわふわもこもこの
マスコットをつくってみませんか？

引張強度が180kg
あるコードを使用し、
留め具の部分は
ホイッスルに
なっています。

備えあれば憂いなし！
作ったブレスレットは
カバンにつけたり、
防災グッズの中に入れて、
備えておきましょう。

事前予約優先 042-371-5051
※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ことがございます。

※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。
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