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予約不要！
当日参加のみで気軽に
参加できます！
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グリムの森

写真は

ワークショップ

19日の
講座内容
です

8 月18日 土・19日 日
時間／10:00〜15:00

栃木県下野市下古山 747

場所／グリムの館 多目的ホール

http://www.grimm-no.net/
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19

㊐
日

事前予約受け付けます！

当日は安心して体験できます。
※当日参加もできます。

（講座内容は都合により変更することがあります）
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共催／craft shop Strawberry Drop

㊏
日

予 約不 要！

当日参加のみで気軽に参加できます。
入場後、各ブースで参加料をお支払いください。

入場受付でチケットを購入し、受講するブースで参加チケットをお渡しください。
チケットは９時20分から販売します。（開場は９時50分です）
19日の講座は、事前予約も受け付けます。

19 ㊐
日

■事 前予 約
グリムの館窓口、メール（info@grimm-no.net）、FAX（0285-52-1181）の
いずれかで、下記必要事項をご連絡ください。
①希望する講座名、時間等
②参加される
お子さまの名前、ふりがな
③年齢 ④連絡先

■申込受付開始日

７月14日㊏ 10:00〜

※電話での受け付けはいたしません。
※複数名で参加する場合には、全ての方のお名前、年齢を
ご記入ください。
※大人の方のみの予約は受け付けられません。
※受付時間前に届いたメール、FAXは、受け付けいたしか
ねます。
※お申し込みいただいた方には、お申し込み後２日を目安
に、予約の可否について、ご連絡いたします。メールで
お申し込みの方にはメールで、FAXでお申し込みの方に
はFAXでご連絡いたしますので、必ず受け取ることがで
きるアドレス、番号でお申し込みください。

グリムの森に

グリムの館２階

今年４月30日、「ヘンゼルとグ
レーテル」に登場する「お菓子
の家」をモチーフにした、カ
フェレストランがオープンしま
した。パンケーキをメインに、
ランチメニュー、本格コーヒー
などをご用意しております。
お一人様用のカウンター席、店
内２階にはキッズスペースもご
ざいますので、ご家族で、お友
だち同士で、お一人で、どうぞ
ご来店ください。

グリムの館２階には、グリム童
話の図書コーナーを併設した喫
茶室がございます。
シフォンケーキ工房「風」自慢
のシフォンケーキをお供に、グ
リム童話の世界をお楽しみくだ
さい。
シフォンケーキはテイクアウト
もできますので、お土産にもど
うぞ！

「お菓子の家」ができました！

［営業時間］グリムの森開園日の
11:00〜17:00
［問 合 せ］0285‑35‑1141

喫茶室 Cafe Pause

［営業時間］土曜・日曜
11:00〜16:00
［問 合 せ］090‑2540‑2787

本の交換会 開催します！
18 19 ㊐ 〜あなたが読んで面白かった本を
他の誰かにお薦めしませんか〜
８月

㊏
日

８月

日

10:00〜15:00

お子さんが大きくなって読まなくなった本や、片付けたいけれど捨ててしまうにはもったいない
本などありませんか？ 本の素晴らしさを誰かに伝え、新しい本と出合うための「本の交換会」を
行います。
参加方法は簡単！①本を持参する ②紹介カードを書く ③受付にカードと本を渡す以上です！
詳しい参加方法は、チラシ、公式サイトをご覧ください！

６月４日「おはなしフェスト」で
第１回を開催し、約30冊が交換
されました。

主催・問い合わせ／一般財団法人グリムの里いしばし TEL 0285-52-1180

8 月18 日

講座一覧

予約不要

アイシングクッキー、ハーバリウム、レジンアクセサ
リー、ディンプルアート、アロマ芳香剤、ヒンメリ、
マシュマロフォンダントのカップケーキ、ガラスの小瓶
キーホルダー・ネックレス、ペーパークラフト、エコク
ラフト、ステンドグラス風アート、ポーセラーツ、手形
アート、アロマミスト、フェイクスイーツ、サンキャッ
チャーストラップ、スクラップブッキング、プラバン、
アロマ手ごね石けん、パステルアートモザイクボックス、
ワイヤークラフト、モザイクタイル、押し花ボールペン、
万華鏡、ビーズ風デコ

8 月19 日

講座一覧

❶ ジェルキャンドルを楽しもう
craft shop Strawberry Drop
涼しげなジェルを使ってキャンドルを作ろう。
貝殻・砂を入れたキャンドルや、ドライフラワー・
アロマを入れたハーバリウムキャンドルです。
時間／30分

参加料／1,000円

定員／各30名

❷ 世界でひとつだけの

オリジナルバッグを作ろう★

トートバッグに専用のクレヨンでお絵かきをして、
世界でひとつだけのオリジナルバッグを作ろう★
誰でも簡単にできるので夏休みの楽しい思い出を
作ってね♪
時間／10〜15分

参加料／500円

❶→⓳

❺ ミニジオラマ・

ミニテラリウムを作ろう
あとりえ りーり

プリザーブドフラワーやドライフラワーを使って、
ミニジオラマやミニテラリウムを作っていただき
ます。
時間／15分
参加料／小さめな器、ガラスポット 500円
大きめな器 1,000円
定員／各40名

❹ アイシングクッキー・カップケーキデコ

Jasmine

SUGAR ART NIINA

ヒンメリ作り

Baby★memorial Art

事前予約受け付けます！

当日は安心して体験できます。
※当日参加もできます。

❸ アロマ芳香剤・ハーバリウム
茨城県筑西市にて活動しておりますJasmineです。
心とカラダをいやす事を目的としております。

クッキーやカップケーキの上にお砂糖で出来たクリーム
でオリジナルクッキー・カップケーキを作りましょう。
作った後は自分で食べる？それとも…。

●アロマ芳香剤
時間／15分
●ハーバリウム
時間／15分
●ヒンメリ
時間／30分

●アイシングクッキー・カップケーキデコ
時間／15〜30分 参加料／500円 定員／各30名

参加料／500円

定員／50名

参加料／1,000円

定員／30名

●プリンセスケーキ・チュールケーキ
時間／15〜30分 参加料／1,000円

参加料／1,000円

定員／20名

※ウェットティッシュ持参。※卵等のアレルギーがある方はご自身でご確認
の上、お召し上がりください。

つくってみよう!!
なかよし３人組

簡単で扱いやすい材料（ビーズ・布・段ボール）
を使って、キーホルダーアクセサリー、マグネッ
トをつくってみよう。チビッコ先生もいるよ！

❻ スイーツデコでパティシエ体験♪
あお・てん工房
かわいいパーツを選んで、オリジナルスイーツ雑
貨を作ろう♪
楽しいパティシエ体験してみませんか？
●小瓶ネックレスストラップ
時間／５〜10分 参加料／500円 定員／30名
●名前入り！パンケーキ黒板
時間／15〜20分 参加料／1,000円 定員／30名

❼ タイルクラフト

＆ ミニピンクッション

❽ どんなかお？

かおグッズを作ろう

さ惠ら工房

fumfum+ドロップ

色彩りのタイルを49個敷き詰めて、オリジナル
のコースターを作りましょう。

手づくりの巾着やバッグにオリジナルのパーツを
つけて、世界にひとつだけのグッズを作ろう

飾っても可愛いカップケーキみたいなミニピン
クッションが出来ます。
時間／15〜30分

参加料／各500円

●巾着
時間／15〜20分
●バッグ
時間／15〜20分

参加料／500円
参加料／1,000円

定員／20名
定員／８名

⓫ ミニパフェのメモスタンド作り
お菓子の国大使館
粘土のクリームや絵の具のソースを使って、本物
そっくりのパフェを作ります。作品は写真やカレ
ンダーなどを飾るのに使えます。
参加料／1,000円

定員／60名

⓬ てあみのモチーフやスノードームで
アクセサリーをつくろう♪

手あみで作ったお花やイチゴでヘアゴム、バレッタを作
ろう！ビーズやラメを使って、スノードーム＆スノー
ドームネックレスを作ろう!!

https://okashinokuni.shopinfo.jp （担当：小林）

⓯ 版画教室

⓰ クラゲのフレーム・モビール

⓱ ディンプルアート

講師情報・問い合わせ先：

⓭ 自分だけのお人形つくり
sinafuku

Pinetree

※小学生未満のお子様は保護者同伴でお願いします。

参加料／500円

※モチーフは
数に限りが
ございます。
※写真の内容
とは変更に
なる場合が
ございます。

毛糸や布を巻いたり貼ったりして、デザイナー
さんみたいにお洋服を作ったり、ヘアメイクさ
んみたいに髪型を整えたり、メイクをしてあげ
たりして、世界で一つの自分だけのお人形が作
れちゃいます♬
針も糸も使わずにできます!!
時間／30分

参加料／1,000円

定員／30名

簡単に彫ることができるボードを使って、気軽に
版画を体験しよう。

色々な模様の紙を貼ってオリジナルのクラゲをつ
くりましょう。フレームは簡単に飾れて夏の雰囲
気にぴったり。モビールは風に揺れると海の中を
泳ぐようです。

宇都宮大学工学部で発明された、栃木県発祥の
ディンプルアート。
ぬり絵感覚で楽しめて、ステンドグラスの様な仕
上がりです。

ドライフラワーやアートフラワーを使って、きれ
いな自分だけの花かごを作ろう。

●フレーム
時間／30分
●モビール
時間／30分

① 時間／15分
② 時間／30分

※彫刻刀があれば持参（貸出可）

参加料／500円

※予約特典あります。

定員／20名

ガラスドームにビー ●ガラスドームストラップ
ズやパーツを入れて、
時間／①11:15〜 ②13:45〜
風鈴のように仕上げ
参加料／500円
定員／各回10名
てみよう。
※小学４年生以上

参加料／500円 定員／25名
参加料／1,000円 定員／20名

●初心者向け天然石ストラップ
時間／10:45
参加料／500円
定員／５名

⓮ ＊ 色 × 花と切り株あそび ＊
ドリームフラワーボックス☆
Atelier Tiare
森 の 香りのする切り株と彩り豊 かなお 花や 緑を
使って、自由に創作を楽しみましょう。
男の子も大歓迎です☆
●色×花と切り株あそび
時間／15分 参加料／500円

定員／30名

夢いっぱい、お花畑のような小箱をつくりましょう。
好きなお花やかざりを選んで小箱をお花でいっぱいに☆

⓳ スタンプを使ってオリジナルバッグ
グリム工房

参加料／1,000円

●コットンパールネックレス
時間／①10:00〜 ②13:00〜
参加料／1,000円
定員／各回５名
※小学４年生以上

⓲ フラワーアレンジ

Lily The Witch

定員／30名

エレガンスチェーン
にコットンパールを
通し、上品なネック
レスを作ろう。

●ドリームフラワーボックス
時間／20分 参加料／1,000円

Nukka

参加料／500円

スワロクラウン

※未就学児は保護者同伴でお願いします。

講師：渡辺 勲

時間／20〜30分

❾ 親子で楽しむアイテムを作ろう！

ピンに天然石やパー
ツを通すだけの簡単
ストラップ。チャー
ムも付けてみよう。

●モチーフヘアゴムorブローチ
時間／10分 参加料／500円 定員／40名
●モチーフバレッタ
時間／10分 参加料／1,000円 定員／15名
●スノードーム（ビン）
時間／10分 参加料／500円 定員／30名
●スノードームネックレス
時間／15分 参加料／1,000円 定員／30名

時間／15〜20分

定員／各30名

予約方法／090-4597-8017 sugar.art.niina@gmail.com

※小学生未満のお子様は保護者同伴でお願いします。

❿ かわいいもの♡

プリンセスケーキWS

時間／30分

参加料／500円

定員／20名

定員／20名

or エプロンをつくろう

BAYAKO個人「灯り屋」
スタンプを使って、自分なりのオリジナルバッグ
orエプロンを作ろう！
物語をつくれるように、BAYAKOのオリジナル
スタンプを用意します。
参加料／500円

定員／10名

定員／25名
予約方法／090-3915-8933

mousemacx@gmail.com

