平成２９年度 ものづくり体験ができるイベント情報 （埼玉県内）
イベント名

主催

問合先電話

開催日時

開催場所

ものづくり体験内容

情報提供

1 下里さくら祭り

ＮＰＯ法人霜里学校

0493-72-0429

平成29年4月2日（日）

小川町旧下里分校

和紙の折り染め体験

小川町

2 第10回 “すぐそこ新座”春まつり

すぐそこ新座春まつり実行委員会

048-477-1449

平成29年4月8日（土）、9日（日）

新座市総合運動公園

クラフト教室、かざぐるまづくり、紙すき体験、
押し花しおり、葉書づくり

新座市

3 CDとビー玉でコマをつくろう！

(株)クリーン工房

ふじみ野市環境課
049-262-9022

平成29年4月29日（祝）

ふじみ野市・三芳町環境センター

不要になったCDやDVDとビー玉を使ったコマ
ふじみ野市
作り

4 春の銘仙館まつり

秩父銘仙協同組合

0494-21-2112

平成29年4月29日（祝）～5月5日（祝）（実演）
平成29年4月29日（祝）、30日（日）（ワークショップ）

ちちぶ銘仙館

・銘仙製造工程の実演
・銘仙ガーラント作り、手織り布作り、くるみボ
タン作り

5 大凧あげ祭り

春日部市大凧あげ祭り実行委員会

同実行委員会事務局
（春日部市役所商工観光課内）
048-736-1111

平成29年5月3日（祝）、5日（祝）

江戸川河川敷

凧づくり教室

6 第30回木が香るフェスティバル

木が香るフェスティバル実行委員会

埼玉県秩父農林振興センター林業部
0494-24-7215

平成29年5月13日（土）・14日（日）

道の駅ちちぶ

木工教室（イス、マガジンラックなど）、丸太切
り体験ほか

7 第32回 和紙の里 文化フェスティバル

東秩父村

0493-82-1226

平成29年5月13日（土）、14日（日）

東秩父村 和紙の里
道の駅 和紙の里ひがしちちぶ

木工工作などの体験教室

東秩父村

8 いずみＤＡＹ 2017

環境学館いずみ

環境学館いずみ
049-284-7115

平成29年5月21日（日）
10:00～12:00

環境学館いずみ

工作体験（バードコール）

坂戸市

9 布ぞうり教室

吉川市くらしの会

吉川市商工課
048-982-9697

平成29年5月29日（月）

吉川市中央公民館

布ぞうり作り

吉川市

10 ウイング祭

戸田市本町商店会

048-441-5316

平成29年6月3日（土）
10:00～19:00

上戸田地域交流センターあいパル

・紙バンドで作る小物入れ
・ラテアート体験＆販売

戸田市

11 うどん打ち体験

キャッセ羽生

048-565-5258

平成29年6月11日、7月9日、16日、8月6日、27日、
9月3日、平成30年3月4日 いずれも日曜日

キャッセ羽生（体験棟）

うどん打ち

羽生市

12 女性チャレンジショップ事業

戸田市経済政策課

048-441-1800
（内線395）

平成29年6月13日（火）～18日（日）、20日（火）～25日（日）
各日10:00～16:00

上戸田地域交流センターあいパル

キャンドル作り、ベビー用品、ガラス作品（アク
セサリーなど）

戸田市

13 第２２回べに花まつり

桶川市べに花の郷づくり推進協議会、桶川
市、（一社）桶川市観光協会

川田谷生涯学習センター
:048-786-4030

平成29年6月17日（土）、18日（日）
11:00～15:00

川田谷生涯学習センター

切り絵体験

桶川市

14 第２２回べに花まつり

桶川市べに花の郷づくり推進協議会、桶川
市、（一社）桶川市観光協会

川田谷生涯学習センター
:048-786-4030

平成29年6月17日（土）、18日（日）
10:30～、13:30～（各回先着25名）

川田谷生涯学習センター

べに花染め体験

桶川市

15 寄せ植え教室～こけ玉編～

横瀬町公民館

0494-22-2267

平成29年6月18日（日）

横瀬町町民会館

こけ玉作り

横瀬町

16 竹ひごで作る虫かごづくり

NPO法人西川木楽会

090-7259-3645

平成29年6月25日（日）

西武池袋線「東吾野駅前」集合

竹で虫かごづくり

飯能市

やませみ

042-979-0010（水曜定休日）

平成29年6月27日（火）

国際興業バス「名栗川橋バス停」集合

ルバーブのジャムづくり

飯能市

18 こけ玉作り体験

キャッセ羽生

048-565-5255

平成29年7月2日（日）

キャッセ羽生（体験棟）

こけ玉作り

羽生市

19 たんさんまんじゅう作り講習会

鶴ヶ島市農業交流センター

049-279-3335

平成29年7月8日（土）

鶴ヶ島市農業交流センター農産加工室

昔ながらの「たんさんまんじゅう」作り

17

やませみの“食”ツーリズム
～ルバーブのジャムづくり～

秩父市

春日部市

秩父市

鶴ヶ島市
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20 川口市小学生ＣＧ体験教室

川口市

048-258-1619

平成29年7月15日（土）～17日（祝）、22日（土）、23日（日）
各日午前・午後（計２回）開催

ＳＫＩＰシティ マルチメディアコーナー
（彩の国ビジュアルプラザ）

コンピューターグラフィックスの製作体験

川口市

21 エコクッキング教室

資源リサイクル課

048-456-1593

平成29年7月21日（金）

中央公民館

小学４年～６年生対象。ごみをなるべく出さな
い野菜の切り方などの調理体験

朝霞市

22 小川町七夕まつり

小川町七夕まつり実行委員会

0493-72-0280

平成29年7月22日（土）、23日（日）

小川町駅周辺

手すき和紙体験

小川町

23 夏休み藍染め体験

毛呂山町歴史民俗資料館

049-295-8282

平成29年7月22日（土）、9月21日（木）

毛呂山町歴史民俗資料館

絞り染め、生葉染めなど、伝統技術の体験

24 夏休み親子陶芸教室

朝霞市

048-463-2920

平成29年7月24日（月）と8月21日（月）
２回連続講座

丸沼芸術の森

作陶

25 ミニキエーロ作り

入間東部シルバー人材センター

ふじみ野市環境課
049-262-9022

平成29年7月26日（水）

ふじみ野市・三芳町環境センター

ミニサイズの「ベランダdeキエーロ」作り

26 むかしあそび

入間東部シルバー人材センター

ふじみ野市環境課
049-262-9022

平成29年7月29日（土）

ふじみ野市・三芳町環境センター

昔のおもちゃ作り（竹とんぼ、ぶんぶんごまな
ふじみ野市
ど）

NPO法人西川木楽会

090-7259-3645

平成29年7月29日（土）

西武池袋線「東吾野駅前」集合

本立て、スパイスラック、カッティングボード、
飾り棚のいずれか一つを製作

28 夏休み縄文土器作り

毛呂山町歴史民俗資料館

049-295-8282

平成29年7月30日（日）

毛呂山町歴史民俗資料館

土器作り体験

29 家具清掃と水鉄砲つくり

入間東部シルバー人材センター

ふじみ野市環境課
049-262-9022

平成29年8月9日（水）

ふじみ野市・三芳町環境センター

家具の清掃体験と水鉄砲つくり

30 秋作栽培講習会

鶴ヶ島市農業交流センター

049-279-3335

平成29年8月19日（土）～12月16日（土）
期間中の土曜日に全9回開催

鶴ヶ島市農業交流センター体験農園

大根、白菜、ブロッコリー、チンゲン菜の種まき
から収穫までの過程を学ぶ

31 ものづくり技能フェスタ ２０１７

埼玉県職業能力開発協会

048-814-0011

平成29年9月2日（土）、3日（日）
10:00～16:00（3日は15:00まで）

ソニックシティ（第１～５展示場、イベント広場）

手作り体験教室多数（詳細未定）

埼玉県

32 押し花ティッシュケース作り教室

キャッセ羽生

048-565-5256

平成29年9月10日（日）

キャッセ羽生（体験棟）

押し花ティッシュケース作り

羽生市

33 いるまクラフトフェア

ＮＰＯ法人入間市文化創造ネットワーク

04-2931-3500

平成29年10月8日（日）、9日（祝）
10:00～16:30（9日は16:00まで）

入間市文化創造アトリエ

手すき和紙、紙細工 ほか多数

入間市

34 第21回かすかべ商工まつり

春日部商工会議所・春日部市

春日部商工会議所
048-763-1122

平成29年10月21日（土）、22日（日）

大沼運動公園、大沼市民体育館

凧づくり教室、桐の端材でものづくり

春日部市

35 第５６回朝霞市文化祭展示部門

朝霞市文化協会／朝霞市

048-463-2920

平成29年10月28日（土）、29日（日）

朝霞市中央公民館・コミュニティセンター

手工芸、郷土料理作り等（内容未定）

朝霞市

36 楽しいな～商工フェスティバル～

伊奈町商工会

048-722-3751

平成29年10月29日（日）

伊奈町制施行記念公園

未定

伊奈町

37 市内小学生親子イルミネーション制作

あげおイルミネーション実行委員会

048-775-5917

平成29年10月予定

上尾市プラザ22

市内小学生親子によるイルミネーション制作

上尾市

38 雅楽谷の森フェスティバル

雅楽谷の森フェスティバル実行委員会

048-769-1661

平成29年11月3日（祝）

蓮田市役所特設会場

勾玉製作体験、火おこし体験

蓮田市

27

ユガテの森でクラフト体験
～日用品を作ろう～

毛呂山町

朝霞市

ふじみ野市

飯能市

毛呂山町

ふじみ野市

鶴ヶ島市
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39 第14回 坂戸市環境展

環境政策課

049-283-1447

平成29年11月4日（土）、5日（日）
9:30～16:00（5日は15:30まで）

市民総合運動公園

工作体験（未定）

40 第34回春日部市庄和地域産業祭

春日部市庄和地域産業祭実行委員会

同実行委員会事務局
（春日部市役所商工観光課内）
048-736-1111

平成29年11月5日（日）

庄和総合公園、庄和総合支所

木工貯金箱作り教室

41 あげお産業祭（あげお工業フェア2017）

あげお工業フェア実行委員会

048-777-4441

平成29年11月12日（日）

上尾市民体育館

親子ロボット教室

上尾市

42 はんのう生活祭・西川材フェアー

はんのう生活祭運営委員会・西川材フェアー はんのう生活祭042-986-5083
実行委員会
西川材フェアー042-974-3111

平成29年11月12日（日）

飯能市役所駐車場

木工体験、模擬上棟体験

飯能市

43 そば打ち体験

キャッセ羽生

048-565-5259

平成29年11月12日、19日、12月3日、10日、17日
いずれも日曜日

キャッセ羽生（体験棟）

そば打ち

羽生市

44 川口市小学生ＣＧ体験教室

川口市

048-258-1619

平成29年11月18日（土）、19日（日）、25日（土）、26日（日）
各日午前・午後（計２回）開催

ＳＫＩＰシティ マルチメディアコーナー
（彩の国ビジュアルプラザ）

コンピューターグラフィックスの製作体験

川口市

45 小川町紅葉まつり

小川町

0493-72-1221

平成29年11月18日（土）予定

栃本親水公園

手すき和紙体験

小川町

46 小川和紙フェスティバル

小川町

0493-72-1221

平成29年11月25日（土）、26日（日）

埼玉伝統工芸会館

和紙を使ったワークショップ（予定）

小川町

47 クリスマスリース作り体験

キャッセ羽生

048-565-5257

平成29年11月26日（日）

キャッセ羽生（体験棟）

クリスマスリース作り

羽生市

平成29年11月・12月（予定）

春日部駅東口改札前

押絵羽子板「職人の技」実演、お子様向け「お
絵かき羽子板」体験

春日部市特産品協議会事務局
48 第20回かすかべ押絵羽子板と特産品まつり 春日部市特産品協議会・春日部羽子板組合 （春日部商工会議所内）
048-763-1122

（予定）

坂戸市

春日部市

春日部市

49 第16回こしがや産業フェスタ

こしがや産業フェスタ２０１７実行委員会

越谷商工会議所
048-966-6111

平成29年12月3日（日）・4日（月）

越谷市立総合体育館

だるま顔描き、桐箱組立て、甲冑着用体験

50 醤油搾り実演会

毛呂山町歴史民俗資料館

049-295-8282

平成29年12月9日（土）

毛呂山町歴史民俗資料館

醤油造りの実演、体験

毛呂山町

横瀬町公民館

0494-22-2267

平成29年12月初旬（そば打ち）
平成29年12月下旬（ミニ門松）

横瀬町町民会館

そば作り、ミニ門松作り

横瀬町

52 たくあん作り講習会

鶴ヶ島市農業交流センター

049-279-3335

平成29年12月

鶴ヶ島市農業交流センター農産加工室

大根の樽漬けなどの体験

鶴ヶ島市

53 キムチ作り講習会

鶴ヶ島市農業交流センター

049-279-3335

平成29年12月

鶴ヶ島市農業交流センター農産加工室

野菜の塩漬けなどの体験

鶴ヶ島市

54 年越しそば打ち講習会

鶴ヶ島市農業交流センター

049-279-3335

平成29年12月

鶴ヶ島市農業交流センター農産加工室

そば作り体験

鶴ヶ島市

55 落ち葉堆肥作り講習会

鶴ヶ島市農業交流センター

049-279-3335

平成29年12月～平成30年4月頃まで月1回くらい

鶴ヶ島市農業交流センター市民農園内堆肥場

落ち葉を発酵させた肥料作り

鶴ヶ島市

56 焼きたて「手づくりパン」教室

横瀬町公民館

0494-22-2267

平成30年1月中旬

横瀬町町民会館

パン作り体験

57 手作り味噌講習会

鶴ヶ島市農業交流センター

049-279-3335

平成30年1月下旬～3日間

鶴ヶ島市農業交流センター農産加工室

米（麹作り）、大豆からの味噌作り

51

年末年越し公民館講座
～そば打ち＆手作りミニ門松講座～

越谷市

横瀬町

鶴ヶ島市
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越谷市中央市民会館

だるま顔描き、桐箱ﾃｨｯｼｭﾎﾞｯｸｽ作り、折り紙、
ﾍﾟｰﾊﾟｰｸﾗﾌﾄ、押し花ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ

越谷市

平成30年2月中旬

横瀬町町民会館

オリジナルアクセサリー作り

横瀬町

04-2931-3500

毎週 （水）、（金）

入間市文化創造アトリエ

ハンカチ染め、バンダナ染め、スカーフ染め
他

入間市

ＮＰＯ法人入間市文化創造ネットワーク

04-2931-3500

毎週 （水）、（木）、（金）、（土）

入間市文化創造アトリエ

手織り、手紡ぎ、フェルト 他

入間市

62 レザークラフト体験イベント

草加市地場産業振興会

048-931-1970

毎月第４（土）

草加市文化会館伝統産業展示室「ぱりっせ」

レザークラフト体験
（革の動物アクセサリー、革のネームプレート
づくり）

草加市

63 産業フェア

吉川市商工課

吉川市商工課
048-982-9697

未定

吉川市民交流センターおあしす

未定

吉川市

開催日時

58 生涯学習フェスティバル

越谷市教育委員会生涯学習課
越谷市生涯学習推進会・越谷市・越谷市教
048-963-9283
育委員会共催

平成30年2月25日（日）

59 作ってみよう！「七宝焼」教室

横瀬町公民館

0494-22-2267

60 染物体験・講習

ＮＰＯ法人入間市文化創造ネットワーク

61 織物体験・講習

※終了したイベントの次回開催日は未定です。

開催場所

