技を学ぶ えん旅
自分で作ったものを手にする喜び。
「和の心」
が
あふれる深谷で、
伝統とものづくりをあなたも。
歴史ある酒蔵で日本酒仕込みや、
老舗の茶舗
で茶の湯体験。植木の里・花園でBONSAIや
多肉植物の寄せ植えも楽しめます。
40 自分だけの
「たまご飯わん」陶芸

深谷の匠の技を学ぶえん旅です。

深谷は隠れた酒処

酒蔵のまち ふかや
深谷には、
「菊泉」
で有名な滝澤酒造、
「金大星正宗」
の銘柄で知られる
丸山酒造、
「東白菊」でおなじみの藤橋藤三郎商店、昭和レトロな風情
が残る七ツ梅酒造跡地があります。旅帰りに、深谷が誇る酒蔵に立ち
寄ってみませんか。

150年の歴史ある酒蔵の中で

12 酒造り体験「1日蔵人」
米の蒸し、麹造り、もろみの仕込みなど、本格的な酒造りをしていただきま
す。日本酒にあまり詳しくない方でも興味があればどなたでも参加できます。
日本酒という伝統と文化に触れてみたい方、お待ちしています。

11/5 日・12 日・19日・23 ㊗ 7:50～10:30
集合場所／滝澤酒造煙突付近
アクセス／深谷市田所町9-20 MAP／P30-A
料金／無料 定員／各日先着8人（最少催行人数2人）
必要物品／タオル、長靴、
帽子（バンダナ） 駐車場／6台
※動きやすい服装でお越しください。
※酒造衛生管理のため、
前日から納豆を食べないでお越しください。
※複数でのお申し込みは2人までとなります。
●予約先 滝澤酒造 ☎048-571-0267（平日9:00～17:00）
実施日の3日前までに予約

問い合わせ 深谷市商工振興課 ☎０４８-５７７-３４０９

あの和菓子を作ってみませんか

13 あなたも和菓子職人

＆まちカフェでおしゃべり

創業126年の和菓子屋で、職人とねりきりを
体験します。大 正時代のレトロな雰囲気に
びっくり。オンリーワンの和菓子を持って、ま
ちカフェへ！近所の澤田園では、お茶の王
様・玉露を体験。カフェ花見では、ふっかちゃ
んカフェオレを体験。どちらかお選びになっ
て楽しめます。ご自分で作ったねりきりは格
別ですよ。

炒り立てのほうじ茶の味と香り

14 老舗の太田園で

和の心に触れるひととき

9/30 土、
10/17火 13:30～16:00

明治10年創業の茶舗「太田園」で、美味しい日本茶の淹れ方や茶の湯体験を
します。また、店内の焙じ機を使用して、自家製「ほうじ茶」ができる過程を見
学します。炒り立てのお茶の味や香りの違いをお楽しみください。急須と炒り
立てのほうじ茶のお土産付きです。

集合場所／浜岡屋
アクセス／深谷市西島町3-17-22 MAP／P30-A
料金／2,000円 定員／各日先着12人（最少催行人数2人）
必要物品／エプロン、手拭き、
スリッパ 駐車場／10台

集合場所／太田園本店 アクセス／深谷市深谷町2-8 MAP／P30-A
料金／600円 定員／各日先着8人（最少催行人数2人） 駐車場／10台

●予約先 浜岡屋
☎048-571-0505（水曜日を除く9:00～18:00）
実施日の前日までに予約

11/12日・19日 10:00～11:00

●予約先 太田園
☎048-571-0632（水曜日を除く9:00～17:00）
実施日の7日前までに予約
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16 古の糸巻きが放つ
糸巻きあんどんの世界

癒やしの光

糸巻きに糸や伊勢型紙を巻きつけて、あなただけのオリジナル「あんどん」を

いにしえ

作ってみませんか？糸と伊勢型紙、どちらかお好きな方をお選びください。古
のあんどんの優しい光はあなたをきっと癒やしてくれますよ。子どもから大人
まで幅広く体験できます。

9/16 土～11/30 木 の月・水・金曜日

13:00～15:00

甘い香りに誘われて

15 深谷産天然ハチミツ絞り
ハチミツはどうやって作られるの？ハチミツと人間の密接な関わりとは？純粋
ハチミツと天然ハチミツの違いとは？深谷産天然ハチミツを絞って、食べ比べ
をしていただきます。絞ったハチミツはビンに詰め、マイラベルを貼ってお土産
にどうぞ。
甘い香りに包まれた素敵な時間をお過ごしください。

11/11土 10:00～11:30

13:30～15:00

15:00～17:00

集合場所／雑貨とちや
アクセス／深谷市永田393

MAP／P30-B

料金／糸：2,000円、伊勢型紙：3,000円
定員／各回先着5人
駐車場／10台
●予約先 雑貨とちや・小林
☎080-5545-0393（9:00～20:00）
実施日の前日までに予約

集合場所／花園養蜂場 アクセス／深谷市小前田644-1
MAP／P30-B
料金／1,000円 定員／各回先着20人（最少催行人数10人）
必要物品／手拭き、帽子（バンダナ）、
タオル 駐車場／20台
※作業しやすい服装（長袖長ズボン）
でお越しください。
※小学生以下は親子でご参加ください。
●予約先 花園養蜂場
☎048-584-0462（10:00～18:00）
実施日の3日前までに予約

17 ツリークライミングで
６ｍの高さに挑戦

樹上の世界へ

木と触れ合い、鳥と同じ目線で景色を眺めたり、小動物の痕跡を見つけたり、
普段とは違った景色を楽しむことができます。自然との一体感を楽しみません
か。プロのインストラクターの指導の下、自分の力で木に登ります。

10/29日 10:00～11:00

11:00～12:00
13:00～14:00 14:00～15:00

集合場所／愛鶏園 鶏旧舎（ホール・エッグファーム前）
アクセス／深谷市櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛MAP／P30-B
料金／1,500円 定員／各回先着8人（最少催行人数5人）
駐車場／50台
※動きやすく、汚れてもよい服装で
お越しください。
※雨天・強風の場合は中止です。
●予約先 愛たまご
☎048-585-3515
（9:00～17:00）
実施日当日までに予約

18 蘇芳染めでエコバッグ
わくわく草木染め

すおう

愛たまごと手織り工房志楽の共同企画。
普段あまりなじみのない
「蘇芳染め」
を
行います。
鮮やかな紅色が特徴の染料・蘇芳で、
お買い物エコバッグを染めてみましょう。
小学生以下のお子さんや親子でのご参加も大歓迎です。

10/29日 10:00～12:30

13:00～15:30

集合場所／愛鶏園 鶏旧舎（ホール・エッグファーム前）
アクセス／深谷市櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛MAP／ P30-B
料金／お買い物エコバッグ Sサイズ：1,000円、Mサイズ：1,800円、
Lサイズ：2,300円 定員／各回先着6人（最少催行人数2人）
必要物品／厚手のゴム手袋 駐車場／50台
※汚れてもよい服装でお越しください。
●予約先 手織り工房 志楽・國松
☎080-5070-0744
（平日9:00～12:00、
19:00～21:00）
実施日の5日前までに予約
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20 深谷城跡で茶の湯に親しむ
和を嗜む

気軽にお茶の世界に触れてみたいかたにおススメの茶会です。普段入ること
かもん りょう

のない掃部寮という隠れた茶道体験スポットで、抹茶と和菓子を嗜むという贅
沢を気軽に味わえます。

11/7火 13:30～16:00
集合場所／深谷掃部寮（深谷城址公園内）

たまご屋さんでアートを楽しむ

19 本格的なトールペイント
トールペイントとは、誰でも親しみやすく上手に描けることで人気のあるヨー
ロッパの伝統的な装飾技法です。指導は、木工作家の鈴木あけみさん。模様
の描き方からじっくり丁寧に教えますので、小さいお子さんから参加できます。
出来上がった作品はご家庭ですぐに飾れます。

10/29日 10:30～12:00

アクセス／深谷市本住町17-1

MAP／P30-A

料金／700円 定員／先着20人（最少催行人数5人） 駐車場／20台
※体験中正座をしますので、短いスカートなどでの参加はご遠慮ください。
※ふっかちゃんグッズのプレゼント付きです。
●予約先

深谷市民文化会館

☎048-573-8765（8:30～17:00）
実施日の7日前までに予約

13:30～15:00

集合場所／愛鶏園 鶏旧舎
（ホール・エッグファーム前）
アクセス／深谷市櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛MAP／P30-B
料金／500円 定員／各回先着10人（最少催行人数2人）
必要物品／エプロン、手拭き
（タオル）
駐車場／50台
※水性アクリル絵の具を使いますので、汚れてもよい服装でお越しください。
●予約先 愛たまご ☎048-585-3515（9:00～17:00）
実施日当日までに予約

22 ローズとベリーの
シックな大人色で輝く

秋色リース

ローズとベリーをあしらった魅惑の秋色リースづくり。初心者でも安心して参加
できます。シックでモダンな季節感たっぷりのリースで、いつものお部屋を秋色
で彩りませんか？

9/28 木 13:00～14:00

21 再生紙クラフトで
簡単！かわいい！

ミニかごづくり

集合場所／花園文化会館アドニス
アクセス／深谷市小前田2966 MAP／P30-B
料金／1,500円 定員／先着10人
駐車場／20台
※汚れてもよい服装でお越しください。
●予約先 花園文化会館アドニス ☎048-584-6125（8:30～17:00）
実施日当日までに予約

「ふっかちゃんの小物入れ」を作製している講師の指導で、ミニかごを作りま
す。丁寧に指導しますので、
お子さんから大人の方まで安心して体験できます。
出来上がった作品には、
「ふっかちゃんの飾り（モチーフ）」を付けてお楽しみ
ください。ひょっとしたら、今年の5月にオープンした「ふっかちゃんミュージア
ム」
から、
「ふっかちゃん」
が遊びに来るかもしれませんよ♪

10/15 日 10:00～12:00

14:00～16:00

集合場所／道の駅はなぞの アルエット
（サテライト店舗内）

アクセス／深谷市小前田458-1 MAP／P30-B 料金／1,500円
定員／各回先着10人（最少催行人数5人）
必要物品／はさみ、洗濯バサミ、
ボンド 駐車場／10台
●予約先 道の駅はなぞの ☎048-584-5225（9:00～19:00）
実施日の3日前までに予約
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23 花の美しさそのままに
雑貨屋さんで楽しむ押し花アート

ガーデンティッシュボックスづくり

身近な自然の草花を使う魅力。押し花は花・植物・野菜・果物をプレスして、
香りと一緒に美しさをそのままに残します。今回は、押し花とジオラマを組み
合わせて、素敵なお庭を演出します。あなただけの世界に一つだけのオリジ
ナルティッシュボックスを作りませんか。講師が丁寧に指導しますので、初め
ての方でも素敵な作品に仕上がります。お茶＆お菓子付きです。

10/3 火・14 土 9:30～12:00
集合場所／ローズハウス アクセス／深谷市本住町9-54
料金／2,500円

24 盆栽ワークショップ＆
インテリアで楽しむモダン盆栽

MAP／P30-A

定員／各日先着10人（最少催行人数4人）

必要物品／はさみ 駐車場／15台
●予約先 ローズハウス
☎048-573-9272
（水・日曜日を除く11:00～18:00）
実施日の7日前までに予約

盆栽格付け

住まいのインテリアとして、四季の移り変わり、美しく調和する盆栽を楽しんで
みませんか？初心者の方でも気軽にお楽しみいただけます。ご自宅やオフィス
など、飾るスペースをイメージしながら作っていきます。また、盆栽格付けで正
解された方には、苔盆栽をプレゼント！

9/17日・27水、10/15 日・25 水
11/19日・29水 10:00～11:30

集合場所／酒井盆栽 アクセス／深谷市武蔵野1205 MAP／P30-B
料金／3,000円 定員／各日先着8人（最少催行人数3人）
必要物品／エプロン、
お持ち帰り用袋 駐車場／6台
※汚れてもよい、動きやすい服装でお越しください。
●予約先 酒井盆栽 ☎048-538-9830（10:00～17:00）
実施日の5日前までに予約

25 植木職人に
プロの技術を伝授！

彩り豊かで、ぷくぷくかわいら
しい、今大人気の多肉植物。
その個性いっぱいの多肉植
物を、信楽焼を焼くときに使
用する「さや鉢」を器にしてオ
リジナルな寄せ植えを作りま
しょう！

弟子入り体験

「自分で庭木を手入れしたいけど、やり方がわからない・・・」そんな方に、安全
に樹木を手入れする方法を造園の専門家が指導します。初心者でもできるコ
ツをお教えしますので、お気軽にご参加ください。

11/18 土 13:00～15:30
集合場所／ふかや緑の王国 アクセス／深谷市櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛MAP／P30-B
料金／500円 定員／先着15人（最少催行人数5人）
必要物品／あれば剪定バサミ、
刈込バサミ、
ノコギリ 駐車場／30台
※作業ができる服装でお越しください。
●予約先 NPO法人うるおいのまち ☎048-580-7892
（平日9:30～16:30）
実施日の3日前までに予約

26 初めてでも安心
世界でたった１つ！
！

多肉植物の寄せ植え

11/14 火 13:30～14:30

集合場所／ガーデンビレッジHanazono アクセス／深谷市大谷1087
MAP／P30-B 料金／3,500円 定員／先着15人
必要物品／薄手の手袋、
エプロン 駐車場／10台
※汚れてもよい服装でお越しください。
●予約先 ガーデンショップＭＩ
ＹＡＢ
Ｉ
☎048-584-7790（水曜日を除く10:00～17:00） 実施日の7日前までに予約

12

Fukaya EN Tabi

27 本場ヨーロッパの

本格的なリースかツリーアレンジに挑戦！

伝統的なクリスマスリース
＆ツリーづくり

本格的なクリスマスリースまたはクリスマスツリーアレンジを体験してみません
か。ナチュラルなオーナメントとシダーの香りを楽しめます。予約時に、リース
またはツリー、
どちらかをお選びください。

11/18 土・23 ㊗・26 日 15:00～16:30
集合場所／フラワーズ アクセス／深谷市西島町3-17-20
MAP／P30-A

料金／3,000円

定員／各日先着7人

駐車場／5台

※汚れてもよい服でお越しください。
※開催日以外での実施をご希望の
方は、
ご相談ください。
●予約先 フラワーズ
☎048-571-0190
（水曜日を除く9:00～19:00）
実施日の前日までに予約

28 ハロウィーンアレンジメント
花の一大産地で作る

全国屈指の花の産地・深谷の花を使って、かわいいハロウィーンアレンジメン
トを作ってみませんか。
経験豊富なフラワーデザイナーが、優しく丁寧に教えます。親子での参加も大
歓迎！

10/21土 15:00～16:30
10/29日 11:00～12:30 15:00～16:30

集合場所／フラワーズ アクセス／深谷市西島町3-17-20
料金／3,000円 定員／各日先着7人 駐車場／5台
※汚れてもよい服でお越しください。
※開催日以外での実施をご希望の方は、
ご相談ください。

MAP／P30-A

●予約先 フラワーズ ☎048-571-0190（水曜日を除く9:00～19:00）
実施日の前日までに予約

29 今話題のギャザリング
フラワーアレンジメントのような寄せ植え

ギャザリングとは、根付きの花苗を使って、フラワーアレンジメントのような仕
上がりになる、
美しい寄せ植えの技法です。
その技法を使って、
見たこともない
素敵な寄せ植えを作ってみませんか？ぜひ、
その魅力を体験してみてください。

【道の駅はなぞの】

四季の彩りを感じよう

埼玉県花植木流通センター
深谷は全国有数の花卉園芸の一大産地で、ユリは全国1位、チュー
リップは全国2位の収穫量となっています。
花だけでなく、植木産業も盛ん。道の駅や埼玉県花植木流通センター
などでは、さまざまな種類の植木や盆栽を見ることができます。

9/24日、
10/11水・29日、
11/16木・26日
10:00～12:00 13:30～15:30

【ブルーモルフォ】

10/2 ・17 、11/6 ・21火

月
火
月
10:00～12:00 13:30～15:30

集合場所／道の駅はなぞの ２階、
ブルーモルフォ
アクセス／道の駅はなぞの：深谷市小前田４５８-１ MAP／P30-B
ブルーモルフォ：深谷市大塚島74-1 MAP／P31-D
料金／2,000円 定員／各回先着15人（最少催行人数3人）
必要物品／エプロン
駐車場／道の駅はなぞの：418台
ブルーモルフォ：25台
●予約先 ブルーモルフォ
☎048-575-0012
（火曜日を除く10:00～17:00）
実施日の4日前までに予約

予約はLINEでも
できます。
ギャザリ
ング情報配信中!

問い合わせ 埼玉県花植木流通センター ☎048-572-1226 MAP／P3０-B
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30 コチニールカイガラムシ
古代染色の美

で染める

古代インカの時代から、衣料などの染色として、人々に親しまれてきた「コチ
ニールカイガラムシ（メス）」で色鮮やかな赤色や紫色に染めます。この染料
は、中南米のサボテンに付くムシで、日本には生息していません。乾燥させた、
コチニールカイガラムシをすり鉢でつぶして、染めます。貴重な染料で、普段な
かなかできない体験をしませんか？

10/14 土～16 月

9:30～12:00

集合場所／手織り工房 志楽 アクセス／深谷市高畑763-2
MAP／P31-D 料金／ストール：3,000円～、手拭い・ハンカチ：1,500円
定員／各日先着6人（最少催行人数2人） 必要物品／ゴム手袋（厚手）
駐車場／2台
※北部運動公園の駐車場もご利用いただけます。
※汚れてもよい服装でお越しください。
●予約先 手織り工房 志楽・國松
☎080-5070-0744
（平日9:00～12:00、
19:00～21:00）
実施日の5日前までに予約

31 多肉植物の

ぷっくりキュートな多肉ちゃん

ミニ寄せ植え

プニプニとした葉や独特の姿がかわいらしい多肉ちゃんを使って、ミニ寄せ植
えに挑戦してみませんか？オリジナルの寄せ植えは、眺めるたびに愛着が湧いて
きます。お世話の仕方や増やし方などのアドバイスも聞けちゃいます。親子での
参加も大歓迎です♪

10/22 日 13:30～15:30

集合場所／川本サングリーンパーク アクセス／深谷市本田5990
MAP／P31-H 料金／1,000円 定員／先着20人（最少催行人数5人）
必要物品／はさみ、
エプロン、
タオル 駐車場／100台
※汚れてもよい服装でお越しください。
※小さなお子さんは保護者とご参加ください。
※写真の多肉植物の種類及び鉢は、当日の物とは異なります。
●予約先 川本サングリーンパーク
☎048-583-5611（火曜日を除く9:00～17:00）実施日の3日前までに予約

32 陶芸で手作りの
土に触れる

楽しさを味わう
！

粘土で遊んでいた頃を思い出して、世界に一つしかない作品を手びねりで
作ってみよう！小鉢やお茶碗、置物など・・・作品は自由です。初心者・親子参
加大歓迎！地元の講師がサポートします！！「挑戦してみたい！」という気持ち
と、作品イメージを持ってお越しください。のびのびと手作り・ものづくりを楽
しむ時間はいかがですか。

緑の中で充実した余暇を

川本サングリーンパーク
緑の中で充実した時間が過ごせる川本サングリーンパーク。パターゴル
フや形が変な自転車、木々の中を走るさくら鉄道など、お子さんが笑顔
になるアトラクションがたくさん。
園内にはふっかちゃんの顔出しパネルも隠れていますので、探してみて
ください。

10/1日 10:00～12:00

集合場所／川本サングリーンパーク アクセス／深谷市本田5990
MAP／P31-H 料金／1,500円 定員／先着15人（最少催行人数5人）
必要物品／エプロン、
タオル 駐車場／100台
※汚れてもよい服装でお越しください。
※小さなお子さんは保護者とご参加ください。
※作品の出来上がりまでに1か月程度かかりますので、完成後にご連絡します。
●予約先 川本サングリーンパーク
☎048-583-5611（火曜日を除く9:00～17:00）実施日の3日前までに予約

問い合わせ 川本サングリーンパーク ☎０４８-５８３-５６１1 MAP／P31-H
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33 スワッグづくりを楽しもう！
クリスマスが待ち遠しい

「スワッグ」とは、ドイツ語で壁飾りを意味し、海外ではリースと同じくらいなじ
みがある伝統的なクリスマス飾りのひとつです。リースも素敵ですが、スワッグ
を作って、飾って、クリスマスまでの1か月を楽しく過ごしてみませんか？親子参
加大歓迎です！一つの作品をお子さんと一緒に作っても記念になりますね！

11/23 ㊗ 13:30～15:30
集合場所／川本サングリーンパーク アクセス／深谷市本田5990
MAP／P31-H 料金／1,500円 定員／先着15人（最少催行人数5人）
必要物品／エプロン、
タオル、
あれば剪定ばさみ、持ち帰り用の大きな紙袋
駐車場／100台
※汚れてもよい服装でお越しください。
※小さなお子さんは保護者とご参加ください。
※材料は仕入れ状況により、
変わることがありますので、
ご了承ください。
●予約先 川本サングリーンパーク
☎048-583-5611（火曜日を除く9:00～17:00）実施日の3日前までに予約

34 竹馬・竹トンボ・
子どもたちに伝えたい

割り箸鉄砲遊び

竹トンボや竹馬を作ったり、遊んだことはありますか？伝承遊びのおもちゃを
自分で作って遊べる貴重な体験ができます。遊びを通じて、創意工夫や道具
の扱い方も覚えよう！作り方のコツは地元の名人が優しく教えます。自作の竹
トンボが空高く飛ぶ姿は感動です！！完成したおもちゃはお土産に！

11/12 日 10:00～11:30

14:00～15:30

集合場所／川本サングリーンパーク アクセス／深谷市本田5990
MAP／P31-H 料金／竹馬：300円、竹とんぼ・割り箸鉄砲：100円
定員／各回先着8人
（最少催行人数3人） 必要物品／軍手 駐車場／100台
※工具や刃物を使いますので、小さなお子さんは保護者とご参加ください。
※竹トンボ・割り箸鉄砲は、
当日受付
（団体の方は事前にお問い合わせください）
。
●予約先 川本サングリーンパーク
☎048-583-5611（火曜日を除く9:00～17:00）実施日の3日前までに予約

日本のみならず世界各国に愛好者を広
げているBONSAI。植え替えから水やり
などのお世話を通して、
盆栽鉢の中の四
季や10年後の姿を楽しもう！今回は持ち
運びがスムーズな小品盆栽を作ります。
愛着を持って育てた盆栽を暮れやお正
月などに飾り付けをしても楽しいですね。

35 盆栽の魅力を
植木の匠が伝授！

のぞいてみよう

10/29日、
11/26 日 13:30～15:30

36 ハーブの寄せ植え
笑いあり、
食ありのえん旅コラボ企画

×イタリアン

昨年も大好評。笑いあり、食
ありの地元同級生コンビが
送るコラボ企画。ブルーモ
ルフォのフラワーアーティス
ト森田氏からキッチンハー
ブの寄せ植えや、すぐに使
える窓辺のハーブガーデン
をお教えします。そして、そ
のハーブを使ったイタリア
ン の お 料 理 教 室 をパ ン
チャ・ピエーナのオーナー
シェフ栗原氏がご教示し、
簡単イタリアンレシピをプ
レゼント。最後は、みんなで
楽しく試食します。

10/10 火 14:30～16:30

集合場所／川本サングリーンパーク アクセス／深谷市本田5990
MAP／P31-H 料金／2,500円 定員／各日先着12人
（最少催行人数4人）
必要物品／エプロン、
タオル、
あれば剪定ばさみ、筆記用具 駐車場／100台
※汚れてもよい服装でお越しください。
※10月はオリーブ、
11月は深山カイドウを予定していますが、
樹種及び鉢は状況に
より、変わることがありますので、
ご了承ください。

集合場所／ブルーモルフォ アクセス／深谷市大塚島74-1
MAP／ P31-D 料金／4,000円
定員／先着25人
（最少催行人数8人）
必要物品／エプロン 駐車場／25台
※汚れてもよい服装でお越しください。

●予約先 川本サングリーンパーク
☎048-583-5611（火曜日を除く9:00～17:00）実施日の7日前までに予約

●予約先 ブルーモルフォ ☎048-575-0012（火曜日を除く10:00～17:00）
実施日の4日前までに予約
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37 なりきり看護師ケア
看護学校でプロが教える

普段はなかなか入ることのできない看護学校の実習室で、看護ケアについて
レクチャーします。ピンク色のユニフォームに着替えて、ハンドマッサージや
足湯などの癒やしのケアをはじめ、色々なケアのコツが楽しく学べます。終了
後には、
修了証を発行します。

漆喰には消臭機能、調湿機能、殺菌機能があるといわれています。そんな素材
を使って、貯金箱と手形を作ります。貯金箱の模型にコテで漆喰を塗り、模様
をつけたタイルなどを貼ります。手形づくりでは、台紙にタイルを貼ったり文字
や絵を描きます。大きな壁に本格的な漆喰塗の体験もできますよ。これであな
たも職人さん♪

38 漆喰で貯金箱と
手作り品でお部屋をデコレイ
ト

9/30 土 10:00～12:00
集合場所／深谷大里看護専門学校 アクセス／深谷市新戒749-1
MAP／P31-D 料金／無料 定員／先着20人（最少催行人数5人）
必要物品／タオル 駐車場／90台
※ユニフォームは女性用のみとなります。
また、小さいお子さんの場合、
ユニフォーム
のサイズがない場合があります。
●予約先 深谷大里看護専門学校
☎048-587-1370（平日9:00～17:00） 実施日の7日前までに予約

手形を作ろう

10/14 土、11/25 土 10:00～12:00
集合場所／深谷ベース アクセス／深谷市深谷町10-29 MAP／P30-A
料金／300円 定員／各日先着15人（最少催行人数2人） 駐車場／18台
必要物品／手拭い
※動きやすい服装でお越しください。
●予約先 鈴木工務所 ☎048-571-0252（平日9:00～17:00）
実施日の3日前までに予約

39 知っているようで意外と知らない
ちゃんと洗えてる？

毎年キャンセル待ちが出る
ほど人気の「たまご飯わん陶
芸体験」。ときがわ町で活動
している陶芸家・山本一 仁
氏の指導の下、自分にぴった
りの大きさ・形の飯わんを作
ります。仕上がりの満足度が
高く、リピーターが多い企画
です。世界に一つだけの器づ
くりをお楽しみください。名
入れもできますので、贈り物
としても喜ばれています。

正しいシャンプーのやり方

フケやかゆみ、
ベタツキ、頭皮臭、赤み、乾燥、抜け毛、薄毛など、気になる頭皮トラ
ブルを何とかしたい！
という方、間違ったシャンプーのやり方をしているかもしれません
よ。髪のプロが正しいシャンプーの仕方や知識を、施術や実験をふまえながら教えて
いきます。
あなたに合ったシャンプーのお土産付きです。
ぜひこの機会に見直してみ
てください。

10/16 月 10:00～12:00

集合場所／トータルビューティーサロン＋α103
アクセス／深谷市小前田1545-1 MAP／P30-B 料金／無料
定員／先着20人
（最少催行人数5人） 駐車場／15台
必要物品／筆記用具
※頭皮のトラブルが気になる方は、
ご自身の使っているシャンプーを
お持ちください。
●予約先
トータルビューティーサロン＋α103
☎048-584-4830
（火曜日・第３月曜日を除く
9:00～18:00）
実施日の7日前までに予約

40 自分だけの
陶芸家に学ぶ

「たまご飯わん」陶芸

10/29日

10:00～11:00 11:00～12:00
13:00～14:00 14:00～15:00

集合場所／愛鶏園 鶏旧舎（ホール・エッグファーム前）
アクセス／深谷市櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛MAP／P30-B 料金／1,800円
定員／各回先着6人（最少催行人数5人） 駐車場／50台
※汚れてもよい服装でお越しください。
●予約先 愛たまご ☎048-585-3515（9:00～17:00）
実施日当日までに予約
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42 調理家電でワンプレート
電気屋さんでお料理

ランチを作っちゃおう
！

41 お気に入りの布で
まちカフェで一息

世界でひとつの
ファブリックパネル

深谷駅から徒歩5分。カフェ花見で、あなただけのオリジナル「ファブリックパ
ネル」を作ってみませんか？約100種類の布地から好きな柄を選んで、とってお
きのパネルを作ります。完成サイズは、23×27×2㎝。材料は、すべてご用意し
ますので、手ぶらでOK！製作後は、淹れ立てのコーヒーとデザートのセットで
ホッと一息。

毎日のごはんづくりって大変ですよね？調理家電をもっと上手に使いこなせた
ら、お料理が楽しくなるかも！？炊飯器やオーブンレンジなど6つの調理家電
を使って、ごはんに合うおかずを中心に7品目作ります！家電のプロと一緒に
作るので、機械が苦手な方も全然OK！お料理初心者からベテランまで調理
家電の進化を体験してください。

10/7土 10:00～12:30

集合場所／クボデン アクセス／深谷市萱場13-11 MAP／P31-C
料金／500円 定員／先着10人（最少催行人数3人）
必要物品／エプロン、筆記用具

駐車場／10台

※料理は店内でご試食していただき、
レシピはお持ち帰りいただけます。
※アレルギーや苦手な食材がある方は、予約時にお伝えください。
●予約先 クボデン ☎048-572-2443（水曜日を除く9:30～17:00）
実施日の7日前までに予約

9/17 、10/14 土

日
9:30～11:30

集合場所／カフェ花見
アクセス／深谷市仲町2-7
MAP／P30-A 料金／2,000円
定員／各日先着8人
駐車場／2台
※商店街駐車場もご利用いただけます。
●予約先 カフェ花見 ☎048-571-0528（水曜日を除く10:00～19:00）
実施日の前日までに予約

43 まちの電気屋さんが電子
玉子料理や煮物もあっという間に

レンジの裏ワザを伝授！

皆さん上手に電子レンジを使っていますか？一緒に調理をしながら、電子レン
ジだからこそできるメニュー、時短・簡単調理法、説明書には載っていないお
手入れ方法など、分かっていそうで分かっていなかった使い方をお教えしま
す。食材も近くのスーパーで簡単に揃うものを使います。男性の方も大歓迎。
簡単レシピ・お手入れ集をプレゼント。

10/14 土・17火 10:00～13:00
集合場所／クボデンカミシバ アクセス／深谷市上柴町西3-11-4

MAP／ P31-E 料金／500円 定員／各日先着10人
（最少催行人数5人）
必要物品／エプロン、筆記用具 駐車場／10台
※料理は店内でご試食していただきます。
※お子さん連れの方は予約時にお伝えください。

44 消しゴムで

木口木版画作家に学ぶ

自分印づくり

木口木版画家・岡澤加代子さんが、
消しゴムでオリジナルハンコを指南
します。出来上がったハンコを使っ
て、地元埼玉のユネスコ無形文化
財「細川紙（小川和紙）」の葉書や
カードなどに押して仕上げます。ま
た、完成品はハンコ布袋に入れて、
お持ち帰り。岡澤さんの木口版画
を楽しみながら、みんなでティータ
イムを楽しみましょう。お土産付き
です。

●予約先 クボデンカミシバ ☎048-573-4888
（水曜日を除く9:30～17:00）
実施日の5日前までに予約

11/3 ㊗ 13:00～15:00
集合場所／愛鶏園 鶏旧舎
（ホール・エッグファーム内）
アクセス／深谷市櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛MAP／P30-B 料金／2,000円
定員／先着10人（最少催行人数2人）
必要物品／彫刻刀、
カッター、
エプロン 駐車場／50台
●予約先 愛たまご ☎048-585-3515（9:00～17:00）
実施日の2日前までに予約
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