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会場：グリムの森「グリムの館」
（栃木県下野市下古山747）

至上三川

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

グリム通り（中央通り）
石橋駅西広場
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至壬生

[ 講座一例 ] ひょうたんランプ、レジンアクセサリー、モールアート、ワイヤークラフト、
パステルアート、つまみ細工、ポンポンぐるみ、押し花ボールペン など
●問い合わせ／ craft shop Strawberry Drop（中畑：090-8057-7915）

新田上
古山小

姿

17日㊏はcraft shop Strawberry Drop主催の体験教室を開催します。
予約不要、直接ブースでお申し込みください！

至おもちゃのまち︑壬生

17日㊏の体験教室のご案内

至宇都宮
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至小山

0285-52-1180

① 自分だけのおにんぎょうを
つくろう

sinafuku*

布や毛糸を切ったり貼ったりして、自分だけのおに
んぎょうをつくろう！針が使える子には手縫いも体
験してもらえますよ。

② ミニクリームソーダの
メモスタンド作り

お菓子の国大使館

炭酸の泡や溶けかけのアイスクリームまでリアルな
作品が作れます。プロの講師がサポートしますので、
小さなお子さんも安心してご参加ください。
［講師連絡先］https://okashinokuni.shopinfo.jp

●時 間／随時参加（20〜30分）
●参加料／1,000円
●定 員／30名
●小学生以下は保護者同伴
☆予約 sinafuku.studio@gmail.com

●時 間／随時参加
●参加料／1,000円
●定 員／60名
☆予約 keba84n@gmail.com

ステンドグラス風ディンプルアートを体験しよう！

ペーパークラフト

⑤ 夏のフォトフレーム

Kotorin house

紙で作ったお花やパールを飾り、お好みのフォトフレーム、バッグを作って、お友だちに自慢しちゃおう！
☆予約 080-5173-7119 himechan-0526@ezweb.ne.jp

③ ペーパーフォトフレーム

④ ペーパーフラワーバッグ

●時 間／随時参加
●参加料／500円
●定 員／20名
●小学生以下は保護者同伴

●時 間／随時参加
●参加料／500円
●定 員／20名
●小学生以下は保護者同伴

タイルクラフト＆リボンワーク

Lily The Witch

栃木県発祥のオリジナルアート
ステンドグラス風に仕上がる不思議なアートを体験してみよう！

⑥ ナチュラル素材で作る
さわやかハンドソープ

Nukka

Open sesame

クラゲや貝殻、花などで夏をイメージした
立体的なフォトフレームを作ろう！

液体の純石けんに精油などを加えて、オリジナルリ
キッドソープを作ります。参加者全員にプレゼント
あり。

●時 間／随時参加
●参加料／1,000円
●定
●小学生以下は保護者同伴

●時 間／随時参加（約15分）
●参加料／1,000円
●定 員／15名
●対象年齢／小学生〜

員／20名

海色万華鏡をつくろう・お花のケーキづくり

さ惠ら工房

色彩りのタイル49個を敷き詰めてオリジナルコースターを創りましょう。
手鏡 or カチューシャに、好みのリボンでデコしておしゃれな自分を演出しよう。

きらきら青い海のなかのような海色万華鏡づくり
小さな一口サイズのお花のケーキを作りませんか。

⑦ キーホルダーをつくろう

⑧ アートフレームをつくろう

⑨ タイルクラフト

⑩ リボンワーク

⑪ 海色万華鏡をつくろう

⑫ お花のケーキ

●時 間／随時参加
●参加料／500円
●定
●対象年齢／3歳〜

●時 間／随時参加
●参加料／1,000円
●対象年齢／３歳〜

●時 間／随時参加（15〜30分）
●参加料／500円
●定 員／20名

●時 間／随時参加（15〜30分）
●参加料／500円
●定 員／手鏡６名、カチューシャ20名

●時 間／随時参加
●参加料／500円
●定
●対象年齢／２歳〜

●時 間／随時参加
●参加料／1,000円
●定
●小学生以下は保護者同伴

員／40名

⑬ 夏のボトルフラワー

●定

員／40名

サンキャッチャーストラップ・ビジューアクセサリー

あとりえ りーり
貝がらやお花をガラスのボトルに入れるだけ。簡単で
可愛くてオシャレなボトルフラワーを作りませんか。
●時 間／随時参加（10〜15分）
●参加料／大1,000円、小500円
●定 員／大30名、小20名
☆予約 080-1124-1018
ri-ri1018@docomo.ne.jp

員／40名

スノードーム＆手あみモチーフ

スワロクラウン

ビーズで揺れるサンキャッチャーを作ってみよう！
〝ビジュー〟とはフランス語で「宝石」。あなただけのビジューをつくってみませんか？

Atelier Tiare

員／20名

pine tree

カラフルなぷよぷよボールとたくさんのビーズをつかって、夏にぴったりのスノードームとネックレスをつくろう。
手あみのやさしいモチーフをつかって、自分好みのかわいいフォトフレームをつくろう。

⑭ サンキャッチャーストラップ ⑮ ビジューアクセサリー

⑯ スノードーム

⑰ スノードームネックレスをつくろう ⑱ 手あみモチーフでフォトフレームをつくろう

●時 間／随時参加
●参加料／500円
●定 員／キット７名、バラ12名
●対象年齢／小学生〜

●時 間／随時参加（５〜15分）
●参加料／500円
●定 員／30名

●時 間／随時参加（５〜15分）
●参加料／1,000円
●定 員／20名

ペタペタつくろうオリジナル巾着

●時 間／随時参加
●参加料／500円
●定員／ネックレス15名、リング６名
●対象年齢／小学生〜

楽しく作ろう！

fumfum+ドロップ

手づくりの巾着やバッグにパーツやレースなどをペタペタつけて、自分だけのオリジナルを作ろう。
はさみを使わないので、小さなお子様でも参加できます。

●時 間／随時参加（５〜10分）
●参加料／大1,000円、小500円
●定 員／大３名、小15名

スイーツ雑貨をつくろう♪

なかよし３人組

コースターやトートバッグにそれぞれタイルとかわいい紙を好みに貼って、
作品をつくります。一緒に楽しみましょう！

あお・てん工房

ワクワクパティシエ体験♪
好きなパーツを選んで、かわいいスイーツ雑貨が作れます♪

⑲ オリジナル巾着

⑳ オリジナルバッグ

㉑ タイルコースター

㉒ デコパージュでバッグ

㉓ あま〜い!? 壁掛けプレートをつくろう ㉔ 動物アイスのビンをつくろう！

●時 間／随時参加（15〜20分）
●参加料／500円
●定 員／15名
●小学生以下は保護者同伴

●時 間／随時参加（15〜20分）
●参加料／1,000円
●定 員／5名
●小学生以下は保護者同伴

●時 間／随時参加（15〜20分）
●参加料／1,000円
●定 員／なし
●小学生未満は保護者同伴

●時 間／随時参加（15〜20分）
●参加料／1,000円
●定 員／なし
●小学生未満は保護者同伴

●時 間／随時参加
●参加料／1,000円
●定
●小学生以下は保護者同伴

食べて美味しいスイーツデコレーション

アロマ芳香剤つくり、アロマバスボムつくり、ハーバリウムディフューザー作り

SUGAR ART NIINA

食べて美味しい世界で一つだけのスイーツデコレーションを楽しみましょう。
ウエットティッシュをご持参ください。アレルギーのある方は、ご確認の上ご参加いただき、お召し上がりください。
☆予約 090-4597-8017 sugar.art.niina@gmail.com

㉕ フラワーゼリー

完全
予約制

●時 間／10時〜、13時〜
●参加料／1,000円
●定 員／各８名
●対象年齢／6歳〜
●持ち物／保冷剤と保冷バッグ

㉖ プリンセスケーキ
●時 間／随時参加（約20分）
●参加料／1,000円 ●定 員／10名
●対象年齢／２歳〜

㉝ フラワーアレンジ講座
グリム工房
花かごにドライフラワーやアートフラワーを使って
自由に飾ります。長持ちしますので、お部屋がいつ
までも華やかです。
●時 間／随時参加（20〜30分）
●参加料／500円
●定 員／20名

㉗ アイシングクッキー
㉘ カップケーキデコ

JASMINE

茨城県筑西市にて活動しておりますJASMINEです。
あなただけのオンリーワン作品を手づくりしてみませんか

●時間／随時参加（約20分）●参加料／500円
●定員／50名 ●対象年齢／３歳〜

夏休みの思い出をかざろう −スクラップブッキング−

員／30名

㉚ アロマバスボム

㉛ ハーバリウムディフューザー

●時 間／随時参加
●参加料／500円
●定 員／50名
●小学生未満は保護者同伴

●時 間／随時参加
●参加料／500円
●定 員／50名
●小学生未満は保護者同伴

●時 間／随時参加
●参加料／1,000円
●定員／30名
●小学生未満は保護者同伴

夏休みやお気に入りの写真をかわいくかざって、お部屋にかざろう。
夏休みの宿題にもできます。お気に入りの写真を持参してください。
☆予約 090-8894-8024 akkoo1950@ezweb.ne.jp

驚きと感動を学びに変えるシモツケラボのワークショップ

一般社団法人シモツケラボ

下野市を中心に、理科実験の教室やサイエンスショーを開催しているシモツケラボです。
自分の好きな色のスライムをつくったり、天然の鉱石を発掘できるワークショップを
ご用意しましたので、ぜひ遊びに来てくださいね！

㉞ 夏の思い出アルバムページつくり ㉟ フォトカードつくり

㊱ カラフルスライムをつくろう！ ㊲ 鉱石発掘 〜トレジャーハンター〜

●時 間／10:00、11:30、13:30
●参加料／500円
●定 員／各30名
●小さなお子さま、親子参加可

●時 間／随時参加（15〜20分）
●参加料／500円 ●定 員／なし
●対象年齢／４歳〜

●時 間／随時参加（20〜30分）
●参加料／500円
●定 員／30名
●小さなお子さまの参加も可

㉜ マニキュアアート
ジオラマつくり

craft shop Strawberry Drop

㉙ アロマ芳香剤

sweetスクラップブッキング

●時 間／随時参加
●参加料／500円
●定 員／30名
●小学生以下は保護者同伴

●時 間／随時参加（15〜20分）
●参加料／500円 ●定 員／なし
●対象年齢／４歳〜

枯れない、かわいい新芽のふたばをモチーフにした
マニキュアアートでジオラマ（小さなお庭）を作っ
てみませんか？
●時 間／随時参加
●参加料／500円
●定 員／30名
●小学生以下は保護者同伴

㊳ 子どものための絵画教室
グリム絵画会
グリムの森を散策し、公園で見つけた夏の自然を
スケッチ。

●時 間／10:00〜
●参加料／500円
●定 員／20名
●持ち物／絵の具、クレヨン、鉛筆など絵を描く
道具（※画用紙はこちらで用意します）
●対象年齢／小学生以下

参加
方法

入場受付で参加チケットを購入し、受講するブースでチケットをお渡しください。
チケットは 9：20 から販売します。
（開場は 9：50 です）
どの講座も、定員になり次第、販売は終了です。

事前
受付

●グリムの館公式サイト（http://www.grimm-no.net/）のメールフォームから
必要事項をご連絡ください。

受付開始

7/13㊏
10:00〜

※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 3 日を目安に、予約の可否について、ご連絡いたします。ご記入いただい
たメールアドレスに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でお申し込みください。アドレスの誤
りや設定により、可否のメールが届かなかった場合、予約が成立しないことがあります。

●講座紹介「☆予約」に記載されている電話番号、メールアドレスでも受け付けています。
●当日は、
「事前予約チケット」の受付で、チケットをお受け取りください。
※チケットの購入、予約は材料のご用意をお約束するものです。
チケットを購入、予約した場合でも、ブースが混雑している場合は、お待ちいただくことがございます。
原則、購入したチケットの払い戻しはできません。ご購入の前に、ブースでの混雑具合を確認することをお勧めします。
「㉕フラワーゼリー」以外の講座は、全て当日参加が可能ですが、チケットは先着順になります。

り
ゆった
じっくり

7/20
9/21

グリムの森ワークショップも開催中です
フォトアルバム
作り

7/20
11/16

●時

間／①10:00
②13:00
●参加料／1,000円
●定 員／各回10名

9/21

花と葉もので
いける
季節のいけばな
●時 間／10:00〜15:00
●参加料／700円
●定 員／各日20名

11/16
喫茶店の
チョコレートパフェ
メモスタンド作り

大人可愛い
ポーセラーツ

●時 間／①10:00
●参加料／3,000円

②13:00
●参加料／2,000円

●定

②13:00

員／各回６名

●時

間／①10:00

●定

員／各回６名

少人数の講座なので、ゆったり、じっくり体験できます。親子参加、大人の方のみの参加も大歓迎です。詳しくは、チラシ、公式サイトをご覧ください。

「お菓子の家」
営業中です！

「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、
カフェレストランです。
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。

［営業時間］11:00〜17:00
［問 合 せ］0285-35-1141

グリムの館２階

喫茶室

Cafe Pause
グリムの館２階には、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！

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

