
◎ワークショップの楽しみ方（アイコン表記）
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料理教室多目的室

10:30～12:30
●座輪和 ～みんなが集まる場所～
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文京区で子育てサロンを運営される「座輪和（ざわわ）」さん
による手芸、お絵かき、お話し等のアットホームな空間です♪
ほっと一息に。ぜひお立ち寄りください。
《対 象》どなたでも
《受 付》当日、直接会場へ
《参加費》 ５００円 （③は無料）
《定 員》当日先着順 （最終受付 終了３０分前）

※数に限りがございます
〔講 師〕 座輪和（ざわわ）

●水墨画体験教室

つくる

国際墨画会所属の水墨画家、瀬知エリカ先生による水墨画
体験教室、テーマは縁起物（大根とねずみ）を描きます
個人製作から、参加者全員での共同制作まで、楽しく水墨画
を描きましょう♪
《対 象》 どなたでも（小学３年生以下は、保護者の付添必要）
《参加費》 ３００円
《定 員》 ２０名 事前申込（抽選）
電話または４階受付まで
《持ち物》 筆記用具・眼鏡など
〔講 師〕 瀬知エリカ 【一般社団法人国際墨画会】

●キラキラクッキーを作ろう

レトロかわいいおしゃれな “ロシアンクッキー”を作ります♪
烏山福祉作業所の「工房asi」さんは“量より質”、“やさしくて

おいしいお菓子”を心がけとして、日々、個性的な商品の開発、
生産に取り組まれています。
ぜひご一緒に楽しいお菓子作りを体験しましょう！
※作製したクッキーはお持ち帰り頂けます
《対 象》小学生以下（未就学児付添必要）

《参加費》 ６００円
《定 員》 １２名 事前申込（抽選）
電話または４階受付まで
《持ち物》 エプロン、三角巾
〔協 力〕 烏山福祉作業所 工房ａｓｉ

http://karasuyama.jp/
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「しぜん-キンダーブック」を使った食育ワークショップ
“じゃがいも” “さつまいも” を使って、子どもから大人まで一緒
に食育を体験するワークショップです。聞いて、見て、試してみる
ことで、みんなで新しい発見を楽しみましょう！※いもの実食つき
《対 象》 ５歳から大人まで、どなたでも
《参加費》 ５００円（持ち物：エプロン、三角巾）

《定 員》 ２０名 事前申込（抽選） ⇒電話または４階受付まで

《持ち物》 エプロン、三角巾
〔協 力〕 フレーベル館 https://www.froebel-kan.co.jp

①ＵＶレジンのキーホルダー
②お花をふんわりとパステルで描いてみよう
③お話 ライブペインティング（１回目:１０時半～ / ２回目:１１時～）

14:00～16:00

みる
きく

10:30～12:00

※ 画像はイメージです

●“いも”をもっと知ろう！
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13:30～15:00

※ 画像はイメージです

出典：しぜん2017年10月号いも・表紙

※ 画像はイメージです



料理教室多目的室トレーニングルーム

●しゃかたんを作って
音楽を楽しもう

ペットボトルに様々な素材を入れて、打楽器
「しゃか」と「たん」を作ります。 手作り楽器
で「もの作りの楽しさ」も感じられます♪
《対 象》 どなたでも
《受 付》 当日 直接会場へ
《参加費》無 料
《定 員》 ２０名 （先着）
〔講師団体〕 ＮＰＯサウンドクリエーター

つくる

10:45～11:45
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15:15～16:00

●応急救護体験
～キミも救急隊員

心肺蘇生やＡＥＤの使い方、けがの手当など、
大切な人を、家族を、命を守るための応急救
護を学びます
《対 象》どなたでも
《受 付》当日、直接会場へ
《参加費》 無料
《定 員》 １２名（先着順） ※見学自由
〔協 力〕小石川消防署
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●染色アート
【オリジナルハンカチを作ろう】
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好きな絵柄を選んで、ハンカチに染めていた
だきます。
型染めが初めての方も安心してご参加ください
《対 象》どなたでも （未就学児付添必要）
《参加費》 ７００円
《受 付》当日、直接会場へ
《定 員》先着順※数に限りがございます

〔講 師〕 染色アート作家「色の花」 代表Ｍａｉ

色鮮やかな、

●陶芸体験教室
【豆皿を作ろう】

つくる

文京区伝統工芸会会員の陶芸家、

渡辺みゆきさんによる、陶芸体験教室陶土
の成形、模様付け、豆皿の形作りまでを体
験して頂けます
《対 象》 どなたでも

（小学３年生以下は、保護者の付添必要）

《参加費》 １５００円
《持ち物》 エプロン
《定 員》 １６名 事前申込（抽選）
①14:00～15:00 ②15:00～16:00の２部入れ替え制

電話または４階受付まで
〔講 師〕あがの陶房 渡辺みゆき 【文京区技能名匠者】
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※ 画像はイメージです

世界に一つの皿作り

10:30～12:00

14:00～16:00

※ 画像はイメージです

オリジナルハンカチ作り

●基本の和食塾

『お米の研ぎ方を学ぶ』

お米の研ぎ方指南にはじまり、「稲荷寿し」、
「とろろけんちん汁」、「白菜漬け温玉サラダ」
の３品を調理します
《対 象》どなたでも（小学生以下は親子での参加）

《参加費》 ８００円
《定 員》 １６名 事前申込（抽選）
電話または４階受付まで
《持ち物》 エプロン、三角巾
〔講 師〕 高井英克 http://www.hidekatsu-takai.com
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10:15～13:00

※ 画像はイメージです

本格和食・和の家庭料理を
学べる料理教室

食育と科学のプロによる調理＆実験教室。
前半はグループワークによる学びの時間、
実験、調理・・・後半はスイーツパーティ♪

身近な科学について、親子でじっくり話し合っ
てみませんか？
《対 象》 小学生～中学生以上の親子
《参加費》 ８００円（持ち物：エプロン、三角巾）

《定 員》 １８名 事前申込(抽選）
⇒電話または４階受付まで

《持ち物》 エプロン、三角巾
〔講 師〕 食育×科学 れしぴ研究所

●光るグミ
＆フロートを作ろう
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14:00～16:00

食べられる科学実験 !!

◎ワークショップの楽しみ方（アイコン表記）

１人、一つの打楽器を作成

本物の消防士からの学べる

命を守るためのノウハウ

文京福祉センター江戸川橋 TEL：03-5940-2901
お祭り開館時間：２(土)  9:45～16:30 ３(日)10:00～16:00

ホームページアドレス https://bunkyofukushi-matsuri.jimdo.com/


