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11/23 （土） 
冬の食卓「タイルなべしき」 

11/24 （日） 
どこでも活躍「おかもちＢＯＸ」 

11/27 （水） 
冬の食卓「スパイスラック」 クリスマス「グルーガンライト」 

３色のタイルを 
お好みの模様で、 
カット済みの木枠に 
並べます。 

カット済みの木材を 
電動ドリル 
ドライバーで 
組み立て、 
お好みの色を 
塗った後に 
ステンシルで 
仕上げます。 

三角に丸めた 
紙の上から 
お好みの色の 
グルーガンで 
絵をなぞり、 
乾かして 
完成させます。 

サイズ：（約）縦16×横16cm 
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 

サイズ：（約）幅30×奥行19×高さ20cm 
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 

サイズ：（約）直径6×高さ14cm 
開催時間： 
 ①10：00～12:00（最終受付11:00） 
 ②14：00～17:00（最終受付16:00） 
参加費：500円（税込550円） 
定員：各4名     所要時間：60分                                                                                                                             

11/30 （土） 

ワークショップ 
スケジュール 

事前予約優先 047-306-4510 
11月  ※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新浦安店 
  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。 
 ※小学生以下の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。 

11/2 （土） 
小物も置ける「メッセージボード」 

11/3 （日） 
世界に一つ「オリジナル柄グラス」 

11/6 （水） 

実際にチョークで書ける 
メッセージボードを 
釘を使って組み立てします。 
ミルクペイントかウッドワック
スで着色します。 

サイズ：（約）幅36×奥行9×高さ36cm 
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 

サイズ：（約）高さ12×直径6cm 
開催時間：①10：00～12:00 （最終受付11:00） 
        ②14：00～17:00（最終受付16:00） 
参加費：500円（税込550円） 
定員：各4名     所要時間：60分 

ホビールーターを使って 
グラスに文字や絵を 
彫っていきます。 
自分だけのオリジナルグラスを 
作ってみませんか。 

世界に一つ「オリジナル柄グラス」 

サイズ：（約）高さ12×直径6cm 
開催時間：①10：00～12:00 （最終受付11:00） 
        ②14：00～17:00（最終受付16:00） 
参加費：500円（税込550円） 
定員：各4名     所要時間：60分 

ホビールーターを使って 
グラスに文字や絵を 
彫っていきます。 
自分だけのオリジナルグラスを 
作ってみませんか。 

11/9 （土） 11/10 （日） 11/13 （水） 
クリスマス「ストリングボード」 お部屋のドアに「ネームプレート」 

サイズ：（約）縦10×横15cm 
開催時間：①10：00～12:00（最終受付11:00） 
        ②14：00～17:00（最終受付16:00） 
参加費：500円（税込550円） 
定員：各4名     所要時間：60分 

木材をお好みの色で 
ペイントします。 
ステンシルで 
文字や柄を付けて 
ドアプレートを作ります。 

木の板にカラー釘を 
打っていき、 
糸を巻き付けて 
いきます。 
釘が打ちやすいように 
便利な道具も 
あるので、 
お子様でも簡単に 
制作できます！ 
 

包丁マイスターから学ぶ！「包丁研ぎ教室」 

開催時間：①10：00～12:00 
        ②14：00～16:00 
参加費：2,000円（税込2,200円）コンビ砥石付 
定員：各8名     所要時間：120分 

包丁メーカー「貝印」さんによる 
包丁の研ぎ方講習です。 
ご自宅で使用している包丁を 
ご自身で研いでいただきます。 
 
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。 

サイズ：（約）縦10×横10cm 
開催時間：①10：00～12:00（最終受付11:00） 
        ②14：00～17:00（最終受付16:00） 
参加費：500円（税込550円） 
定員：各4名     所要時間：60分 

11/20（水） 
何個も欲しい「オリジナル木箱」 

11/17 （日） 
あると便利「ハシゴ型タオル掛け」 

11/16 （土） 
簡単ＤＩＹ「マルチボックス」 

カット済みの木材を 
木工用接着剤で 
組み立てます。 
ＤＩＹ初心者の方にも 
おすすめです。 

木材を電動ドリルドライバーで 
組み立てます。 
 
お好みの色でペイントして 
完成させます。 

サイズ：（約）幅39×奥行27×高さ9cm 
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 

カット済みの木材を 
電動ドリルドライバーで 
組み立てます。 
 
電動工具・ＤＩＹ初心者の方 
にもおススメです。 

サイズ：（約）幅25×奥行20×高さ16.5cm 
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 

サイズ：（約）幅33×奥行5×高さ92cm 
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 
組み立てます。 
 
電動工具・ＤＩＹ  
初心者の方にも 
おススメです。 

サイズ：（約）幅36×奥行9×高さ36cm 
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 
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912/22（日）

クリスマス「手形アート」

12/25（水）
マスクケースに!「マルチボックス」

12/28（土）
あると便利!「防災ブレスレット」

お子さんの成長が
わかる手形・足形を
画用紙につけて
素敵な思い出を
作ってみませんか?

おじい様・おばあ様へ
ギフトカード代わりのプレゼントとしても
喜ばれる作品です。

カット済みの木材を
接着剤で組み立て、
塗装後、
パッチン錠や丁番、
ハンドルを付けたら
完成です！

救急箱や小物入れ
としてもお使いいただけます。

丈夫なアウトドア
コードを編んで
ホイッスル付きの
ブレスレッドを作ります。

カバンや身に着けて
常に持ち歩くことが
でき、緊急時にはコードを
解いてロープとしても使える便利グッズ!!

サイズ：（約）縦27×横38cm

開催時間：

①10：00～12:00（最終受付11:00）

②14：00～17:00（最終受付16:00）

参加費：1枚 500円（税込550円）

定員：随時（予約優先） 所要時間：60分

サイズ：（約）幅25×奥行20×高さ16.5cm

開催時間：①10：00～12：00

②14：00～16：00

参加費：1個 1,000円（税込1,100円）

定員：各4名 所要時間：120分

サイズ：（約）直径6cm

開催時間：

①10：00～12:00（最終受付11:00）

②14：00～17:00（最終受付16:00）

参加費：1個 500円（税込550円）

定員：随時（予約優先） 所要時間：60分

12/29（日）

ワークショップ
スケジュール

事前予約優先 047-306-4510
12月 ※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新浦安店
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。
※小学生以下の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。

12/1 （日）
クリスマス「ストリングボード」

12/4（水） 12/7（土）

木の板にカラー釘を
打っていき、
糸を巻き付けていきます。

釘が打ちやすいように
便利な道具もあるので、
お子様でも簡単に制作できます！

サイズ：（約）縦10×横10cm

開催時間：①10：00～12:00（最終受付11:00）

②14：00～17:00（最終受付16:00）

参加費：1個 500円（税込550円）

定員：各4名 所要時間：60分

世界に一つ「オリジナル柄グラス」

サイズ：（約）高さ12×直径6cm

開催時間：

①10：00～12:00（最終受付11:00）

②14：00～17:00（最終受付16:00）

参加費：1個 500円（税込550円）

定員：随時（予約優先） 所要時間：60分

ホビールーターを
使ってグラスに
文字や絵を
彫っていきます。
自分だけの
オリジナルグラスを
作ってみませんか。

12/8（日） 12/11（水） 12/14（土）

12/21（土）12/18（水）12/15（日）

小物も置ける「メッセージボード」

実際にチョークで書ける
メッセージボードを
釘を使って組み立てします。
ミルクペイントかウッドワック
スで着色します。

サイズ：（約）幅36×奥行9×高さ36cm

開催時間：①10：00～12:00

②14：00～16:00

参加費：1個 1,000円（税込1,100円）

定員：各4名 所要時間：120分

クリスマス「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
組み立て、ペイントして
仕上げます。

伸縮するので本が増えても
大丈夫！

サイズ：（約）幅33～58×奥行15×高さ23cm

開催時間：①10：00～12:00

②14：00～16:00

参加費：1個1,000円（税込1,100円）

定員：各4名 所要時間：120分

クリスマス「多肉パフェ」

サイズ：（約）幅7.5×奥行7.5×高さ10cm

開催時間：①10：00～11:00 ②11：10～12:10

③14：00～15：00 ④15：10～16：10

参加費：1個 500円(税込:550円)

定員：各4名 所要時間：30～60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。

冬の食卓「タイル鍋敷き」

サイズ：（約）縦16×横16cm

開催時間：①10：00～12:00

②14：00～16:00

参加費：1個 1,200円（税込:1,320円）

定員：各6名 所要時間：120分

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？

クリスマス「キャンドルカップ」

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？

サイズ：（約）幅6.8×奥行6.8×高さ6.2cm

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（予約優先） 所要時間：30～60分

クリスマス「チョークボードツリー」

サイズ：（約）幅30×奥行9×高さ47cm

開催時間：①10：00～12:00

②14：00～16:00

参加費：1個 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、
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！

おしゃれに収納「ミニトランク」

サイズ：（約）幅35×奥行27×高さ10cm

開催時間：①10：00～12:00

②14：00～16:00

参加費：1個 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、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！

Welcome2020!「万年カレンダー」

サイズ：（約）幅15×奥行6×高さ14cm

開催時間：①10：00～12:00

②14：00～16:00

参加費：1個 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組み立てて、
毎年使える卓上のカレンダーを
作ります。
お好みの色でペイントし、
数字や文字をステンシルします。

日付を変えるのは
お子さんの日課にしても
いいかもしれませんね。
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