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ま い に ち ここ で 、 す て きな こと

イベントプログラム

ワークショップ開催時間は、上記日程・時間の中で各講座により異なります。

イベ ント の お 申 込 み は 、開 催 時 間 中 随 時 受 付 け て い ま す 。各 イ ベ ント 開 催 場 所・詳 細 に つ い て は 、会 場 内 設 置 の イチ マ ル 内 案 内 パ ネ ル を ご 確 認 くだ さ い 。
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風景スケッチ
陶芸体験
お箸を魔法のステッキに
変えよう！

1
魔法開発！
（魔法陣編）
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イチマルのイベント紹介
今日のあなたは特別！写真もいっぱい撮っちゃおう！

旅の記念館
陶芸体験

ガラスアクセサリー
染色ワークショップ
陶芸体験
少女マンガ似顔絵

足湯
武器作り・トロッコ列車
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大人のスケッチ大会
陶芸体験

小さなメダル
時代劇風パステル画似顔絵

魔法開発！
（魔法の杖作り編）

陶芸体験

旅の記念館
陶芸体験

小さなメダル
時代劇風パステル画似顔絵

足湯
ノミ研ぎ屋
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小さなメダル
陶芸体験
時代劇風パステル画似顔絵

ガラスアクセサリー
染色ワークショップ
旅の記念館
陶芸体験

風景スケッチ
陶芸体験

お顔や手にペイントをしてウキウキわくわく！イチマルだけの特別な
しるしをつけて冒険をもっと楽しみましょう！

あなたは何色？真っ白ハンカチをあなた色に。

4月22日（土）、23日（日）、29日（土）、
5月3日（水）、4日（木）、14日（日）
〈所要時間20〜30分程度〉
参加費 1,000円
担当・大川 友希 開催時間10時〜17時
予めこちらで用意したハンカチと輪ゴムを使って絞り染めをします。
一度に出来る人数は10人まで。こちらで色止めをして、2時間後に
受け渡し致します。

29

陶芸体験
お箸を魔法のステッキに
変えよう！
皮小物・刻印ワークショップ

6

ガラスアクセサリー
フェイス・ボディペイント
木製ハンドメイドルアー
陶芸体験
皮小物・刻印ワークショップ

オリジナルペイントルアーで釣り上げろ！

1日

10名
まで

木製のハンドメイドルアーに絵の具でペイントをして頂きます。絵の具が
乾けば使用可能となりますので、天気がよければ、目の前の高滝湖で
釣りに興じることも可能です。無料レンタル釣り具をご用意しており
ます。ただし、数に限りがありますので、お待ち頂く場合がありますの
で、予めご了承ください。別途、表面硬化処理も承ります。

その武器、
戦士・武闘家・魔法使い・僧侶・遊び人・盗賊？貴方はどれ？

武器作り・トロッコ列車

5月9日（日）
〈所要時間60分程度〉
参加費 1,000円(会期後、武器の郵送のご希望の方は￥2,000）
開催時間10時から12時 担当・岩﨑 龍次
こちらであらかじめ用意した部品で新種の道具を考えだし、造形します。
もしくはオリジナルカラーに着色していきます。その武器をトロッコ
（展示車両）
に陳列展示（会期終了まで）
しつつ、
トロッコに乗車して優雅
な気分を満喫して頂きます。小学生以下は保護者同伴です。

お箸を魔法のステッキに変えよう！

4月14日
（金）、21日
（金）、29日
（土）、30日
（日）、5月12日
（金）
〈所要時間15分程度〉参加費 1,000円
開催時間●10時から12時●13時から15時
29日
（土）、30日
（日）は午前中のみの開講 担当・満尾 洋之
お客さんの似顔絵を妖怪風に描きます。自分の思いもよらない姿に
出会えること間違いなしです。

足湯
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真鍮アクセサリー
陶芸体験
旅の記念館
染色ワークショップ

真鍮アクセサリー
陶芸体験
妖怪似顔絵
人相書きワークショップ
染色ワークショップ
村の秘伝の泥おにぎり作り
真鍮アクセサリー
陶芸体験
ガラスアクセサリー
少女マンガ似顔絵
フェイス・ボディペイント
ガーランド作り

真鍮アクセサリー
陶芸体験

23
陶芸体験
七宝焼アクセサリー工房
染色ワークショップ

30

陶芸体験
妖怪似顔絵
少女マンガ似顔絵
人相書きワークショップ

7
陶芸体験
ガラスアクセサリー

14
真鍮アクセサリー
陶芸体験
旅の記念館

七宝焼アクセサリー工房
陶芸体験
染色ワークショップ
水風船合戦

イチマルマモルセメル

湖に眠っていた装身具のカケラたちをアクセサリーにしよう

5月14日（日）
〈所要時間2時間程度〉
参加費 500円 開催時間 13時から15時
担当・豊福 亮

4月8日（土）、15日（土）、16日（日）、22日（土）、29日（土）、
5月6日（土）、13日（土）
〈所要時間10分〜20分程度〉
参加費 ●リング ¥1,500●ネックレス ¥1,500
●チャーム ¥1,500●ピアス ¥1,500
開催時間10時〜17時 担当・白鳥 朝子

真鍮アクセサリー

最終日に、街を守る、攻めるの水風船合戦。イチマルの中央に置かれた
旗を取り合います。3人1組でおいで下さい。お一人でも混成チームを
作ります。防水具をご用意致しますが、念のため、濡れても良い服装で
お越しください。

陶芸体験
（手びねり、
ろくろ、
絵付け…）

トレーラーの荷台に組上げた茅葺屋根の桧張り浴槽に足をつけて頂き
ます。一度に入浴できる人数は大人5人。
（子供だと8人くらいまで）

4月8日
（土）、30日
（日）、5月3日
（水）、6日
（土）
〈所要時間30〜40分程度〉
参加費 1,000円 開催時間10時から15時
担当・杉田 明

あらかじめこちらで用意した真鍮のパーツに槌目を入れたり刻印を
打ったりして表面に模様をつけます。一度に出来る人数は5人〜7人
まで。小学生以下は保護者同伴です。

アートの思い出を一生残る形に

4月11日（火）、25日（火）、5月9日（火）
〈所要時間15分程度〉参加費 100円
開催時間 13：00〜17：00 担当・岩﨑 龍次

1日

6名

4月10日（月）、12日（水）、17日（月）、18日（火）、
24日（月）、28日（金）、
5月3日（水）、5日（金）、8日（月）、10日（水）
会期中すべての木、土、日曜日〈所要時間15〜30分程度〉
参加費 1,500円 開催時間10時〜17時
担当・宇城 飛翔（千葉陶芸工房）

魔法の鳥笛で警笛を鳴らせ！

木工鳥笛

4月11日（火）
〈所要時間60分程度〉
参加費 1,000円 開催時間 10：00〜12：00
担当・岩﨑 龍次

粘土を使って形をつくるロクロ体験と、陶芸用の絵具でお皿に模様を
つける絵付け体験をご用意しております！約１-2ヶ月後に焼き上げて
お渡しになります。

こちらであらかじめ用意した、カワセミ型、ハト型、
フクロウ型、
ウ型、ダイ
シャクシギ型の木型より選択し、笛の構造で組み立て、造形（少々の
彫可）、仕上げて（みがき・着色）いきます。実際に音が鳴る鳥型の木工
制作です。小学生以下は保護者同伴です。

とある村を掘ったらそこはおにぎりだった

あなたの新たな一面お見せします!

まで

５分ほどスケッチさせて頂き、それをもとに美少女漫画のヒロイン風
似顔絵を描きます。女性はもちろんのこと男性もぜひご参加下さい。

市原の美味しい空気の中でのびのびポカポカスケッチ大会！

風景スケッチ

村の秘伝の泥おにぎり作り
4月１5日（土）、29日(土)〈所要時間30分程度〉
参加費 100円 開催時間13時から15時
担当・中野 経子

1日

20名
まで

村の土を掘って時間内にひとつでも多く泥おにぎりを作りましょう。
どなたでも参加できます。汚れることもありますので、汚れても構わ
ない服装で(業務用のビニール手袋を貸し出します。)

4月10日（月）、17日（月）、24日（月）、5月10日（水）
〈所要時間30分程度〉参加費 1,000円
開催時間 13時から15時 担当・江澤 佳世子
色鉛筆やクレヨン、コンテなどを自由に使って湖畔や水車をスケッチ。
作品はフォトフレームに入れて持ち帰って頂きます。誰でも自由に
参加。小学生以下は保護者同伴でお願いします。

春の湖と菜の花の風景スケッチ

大人のスケッチ大会

七宝焼きのアクセサリーを作ろう！

「七宝焼きのアクセサリーを作ろう！」では、金属のうえに乗せた絵の具
が溶けてガラスになる不思議を体験しながら素敵なアクセサリーをつ
くります。お気に入りのアクセサリーや作品を七宝焼きでつくりません
か？
（当日に持ち帰れます）。どなたでも参加できますが、小学生以下
は、保護者同伴でお願いします。

4月20日（木）
〈所要時間1時間程度〉
参加費 1,000円 開催時間 13時から15時
担当・豊福 亮

4月11日（火）、14日（金）、18日（火）、21日（金）、
24日（月）、28日（金）
〈所要時間30分程度〉
参加費 1,000円 開催時間10時〜17時
担当・犬童 南佳子

発見！魔法石‼模様をいれて身につけよう！

4月29日（土）、30日（日）
〈所要時間30分程度〉
参加費 1,000円 開催時間 13時から15時
担当・満尾 洋之

5月3日（水）、4日（木）、5日（金）、6日（土）、7日（日）
〈所要時間30分程度〉
参加費 1,200円 開催時間10時〜17時 担当・保木 詩衣吏
ガラスに絵付けし、窯で焼成してアクセサリーを制作します
（後日発送）。
受付は常時、一度に10名が制作可能です。どなたでも参加可能です。
小学生以下は保護者同伴でお願いします。

1日
4月12日（水）、19日（水）、26日（水）
〈所要時間15分〜30分程度〉
10名
参加費 500円〜1,000円
まで
（作品サイズにより異なります）
開催時間●10時から12時●13時から15時 担当・ももなり 嵩

サンプルの中から1つ選んで頂き、似顔絵をお描きします。今回は市原
特別バージョンとして、時代劇風似顔絵もお描きします。

刻みつけてメモリー、
印してハーモニー、
貴方の冒険を革に記そう！

革小物・刻印ワークショップ

会期中の全金曜日
〈所要時間10分〜製作する形によっては更に時間がかかります〉
参加費 500円 革のサイズ、種類によって値段に変更があります
開催時間10時〜17時 担当・高宮 宙志
革に刻印棒で印をつけていきます。簡単なアクセサリー製作から、刃物
を使用することもありますので、未就学児〜小学校低学年までは保護者
同伴でお願い致します。ご希望に併せて小銭入れまで作ります。サイズ
や形は、出来る限りご要望にお答えします。

神妙にお縄を頂戴せよ！

人相描きワークショップ

ガラスのアクセサリー作り

時代劇風パステル画似顔絵

コナ・トケ・ヒカル！？

4月9日（日）、23日（日）、5月14日（日）
〈所要時間2時間程度〉
参加費 1,000円（アクセサリーにより異なります）
開催時間●10時から12時●13時から15時 担当・坂本 千弦

イチマルから見える風景を描きましょう。初心者の方でも安心して参加
できるよう道具の貸し出しや基本的な描き方もお教えします。

とある村で見つけた宝物

真鍮アクセサリー
陶芸体験
ガーランド作り
村の秘伝の泥おにぎり作り

七宝焼アクセサリー工房
陶芸体験

13

水風船合戦

箸置きづくり

陶芸用粘土で箸置きを制作できます。一度に最大6名まで。焼成後、
ご自宅に郵送いたします。普段使っているお箸に魔法のチカラが宿る
ような箸置きを作りましょう！

9

真鍮アクセサリー
少女マンガ似顔絵
陶芸体験
旅の記念館

さんなど、イチマルならではのイベントが目白押しです。ぜひ気になるワークショップにご参加ください！

少女マンガ似顔絵

小さなメダル

22

妖怪似顔絵
お箸を魔法のステッキに
変えよう！
皮小物・刻印ワークショップ

日 sun

イチマルでは、毎日様々なイベントが行われています！まるで冒険ゲームの登場人物になったような体験ができるワークショップやとっても個性的な似顔絵屋

あなたの中の隠れた姫に会いに来て

5月5日（金）
〈所要時間10〜30分程度〉
参加費 1,000円
担当・渥美 雅史 開催時間10時〜17時

15

妖怪似顔絵
お箸を魔法のステッキに
変えよう！
皮小物・刻印ワークショップ

Spa!噂の秘湯の「市マルの足湯」が来る！晩春の疲れを癒しましょう

染色ワークショップ

木製ハンドメイドルアー

8

妖怪似顔絵
皮小物・刻印ワークショップ

陶芸体験

妖怪似顔絵

5月5日（金）、6日（土）
〈所要時間15分程度〉
参加費 500円〜1,000円
担当・吉澤 有香 開催時間10時〜17時

土 sat

12

11

君のうしろに怪しい影が…
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陶芸体験
お箸を魔法のステッキに
変えよう！

風景スケッチ
陶芸体験
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水 wed

参加する皆様に友人、知人、家族、恋人の人相(似顔絵を)を描いてもらい
ます。絵だけではなく、詞書も書いて本格的に！(風貌、特徴、年の頃、罪状
なども）

錆びた道具をホイミ！錆びた刃物、
ちょっとだけ壊れた道具、復活！

ノミ研ぎ屋

4月25日（火）
〈所要時間60分程度〉
参加費 1,000円（ご持参頂いた刃物、道具に応じて）
開催時間 10：00〜12：00 担当・岩﨑 龍次
ご持参頂いた、切れなくなった刃物を一緒に研ぎます。柄の修理、調整、
その他、機械式道具の簡易修理も一緒に行います。

空と湖と大地と叫ぶ君
1日

4月１２日（水）、19日(水)、26日(水)
20名
〈所要時間30分程度〉
まで
参加費 1,000円
開催時間●10時から12時●13時から15時 担当・本山 ひろ子
メダル色つけワークショップ。井戸の中から見つけた秘密のメダルを
自分だけのオリジナルメダルに仕上げましょう。ヤスリを使ってピカピカ
に磨いたり、着色液を使って黒く染めたりします。どなたでも参加でき
ますが、小学生以下は、保護者同伴でお願いします。多少手が汚れること
もありますので、汚れても構わない服装で(エプロン貸します)

魔法開発！

アー写を撮って気分は旅人！

5月1日・魔法陣作り
（月）、2日・魔法の杖作り
（火）
〈所要時間30分程度〉
参加費 500円 開催時間 13時から15時
担当・豊福 亮

旅の記念館

4月8日（土）、13日（木）、22日（土）、27日（木）、
5月4日（木）、13日（土）
〈所要時間15分程度〉
参加費 1,000円 開催時間10時から16時
担当・山本 美由希、伊東五津美
旅先で出会った自分自身のポートレートを撮りませんか。菜の花いっ
ぱいの市原での旅の思い出を持ち帰りましょう。

自然の石や木や水や風を感じて魔法陣を作り、その魔法を唱える杖を
作ります。近隣にある石や木や葉などを拾い集めボードに美しく配置し
魔法陣を作ります。更に杖を作り、その魔法の名前を湖に向かって叫び
ながら唱えます。なんと...その魔法を唱えると....スッキリします。

村を祀ろう

ガーランド作り
4月15日（土）、5月6日（土）
〈所要時間45分程度〉
参加費 1,000円 担当・中野 経子
開催時間 11時から12時

1日

20名
まで

どなたでも参加できます。主に接着布を使用します。アイロンや、場合
により針を使用して手縫いする工程も出てくる場合があります。未就学
児童のお子様には大人の立会いが必要です。
※イベント内容は都合により変更する場合がございます。予めご了承下さい。

ichihara-artmix.jp

イベントの模様や出来上がった作品、イチマルのアーティスト紹介やオリジナルグッズについては、
いちはらアート×ミックス2017公式サイト、イチマル公式フェイスブック、公式インスタグラムで随時発信中！

ACCESS 〒290-0554 千葉県市原市不入 75-1（市原湖畔美術館敷地内がイチマル会場となります）

