平成３０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 野菜等栽培教室

鳩山町（産業環境課）

鳩山町役場 産業環境課
北部地域等活性化推進室
049-296-3862

年中（土作り・苗植え時期に参加者募集）

鳩山町農村公園

季節に応じた野菜作り（もち米を含む）
※土作り・苗植えから収穫まで

鳩山町

2 藍染体験

羽生市 商工課

羽生市役所 商工課
048-560-3111

毎週（火）、（木）、（日）

羽生市民プラザ（染工房）

ハンカチ、Tシャツなどの藍染体験

羽生市

3 レザークラフト体験イベント

草加市地場産業振興協議会

草加市文化会館 伝統産業展示室
048-931-1970

毎月第４（土）
10:00～16:00

草加文化会館 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

4 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
(春日部市役所観光振興課内)
048-736-1111

平成30年5月3日(祝)、5日(祝)

江戸川河川敷

凧づくり教室

5 ２０１８バラまつり

伊奈町観光協会
（伊奈町・伊奈町教育委員会・伊奈町商工
会後援）

同協会
０４８－７２４－１０５５

平成30年5月10日（木）～6月10日（予定）

伊奈町制施行記念公園

竹とんぼの作成

伊奈町

6 ものづくりフェア

飯能ものづくり実行委員会

同実行委員会
090-9103-2256

平成30年5月18日（金）10：00～17：00
19日(土）9：00～17：00
20日（日）9：00～16：00

中央公園
（市民会館隣）

工芸作家の方と一緒に体験する、木や革、ガ
ラスなどを使ったものづくり

飯能市

7 いずみＤＡＹ 2018

環境学館いずみ

環境学館いずみ
049-284-7115

平成30年5月20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

8 ハンギング講座

松伏町

まつぶし緑の丘公園管理センター
048-991-1211

平成30年6月2日（土）、11月中旬～下旬（土）
各日午前・午後 （計２回開催）

まつぶし緑の丘公園レクチャーホール

ハンギング（壁掛けタイプの寄せ植え）の制作
体験

松伏町

9 2018埼玉工業大学公開講座

埼玉工業大学生涯学習委員会
（寄居町教育委員会後援）

同大学教育研究協力課
FAX：048-585-6896

平成30年6月9日(土)、16日(土)、30日(土)
各日午後開催（講座により日程は異なります）

埼玉工業大学（深谷市）

プログラミング

寄居町

キヤッセ羽生
（三田ヶ谷農林公園）

キヤッセ羽生
048-565-5255

平成30年6月10日、7月8日、15日、8月5日、26日、9月2日、
平成31年3月3日
いずれも日曜日

キヤッセ羽生（体験棟）

うどん打ち

羽生市

生活の木メディカルハーブガーデン薬香草
園

同園
042-972-1787

平成30年6月14日（木）
10：00～13：40

生活の木メディカルハーブガーデン薬香草園

ハーブのスワッグ
（花束）づくり

飯能市

埼玉県立川の博物館

同博物館
048-581-7333

平成30年6月23日(土)
10:00～15:00

埼玉県立川の博物館

ミニ盆栽づくりやハーバリウムづくりなど

寄居町

10 うどん打ち体験

11

「ガーデン散策＆ハーブのスワッグ作り」～
ハーブランチとはちみつのおみやげ付き～

12 お家に緑を持って帰ろう

春日部市

13

村の伝統山菜”のごんぼう”を使った村ランチ
東秩父村
作り体験

東秩父村役場 産業建設課
０４９３－82-1223

平成30年6月23日（土）
10:30～13:30

東秩父村生きがいセンター

うどん打ち体験、天ぷら作り、のごんぼう餅作
り

東秩父村

14

交流ツアー第5回おさんぽハイク「竹工作＆あ
東秩父村
じさいの道散策」

東秩父村役場 産業建設課
０４９３－82-1223

平成30年７月１日（日）、８日（日）
10:00～15:00 （計2回開催）

白石キャンプ場

竹工作（器、カップ、遊び道具など）

東秩父村

キヤッセ羽生（体験棟）

こけ玉作り

15 こけ玉作り体験

キヤッセ羽生
（三田ヶ谷農林公園）

キヤッセ羽生
048-565-5255

平成30年7月7日（土）

16 川口市CG制作体験教室

川口市

川口市役所（産業労働政策課）
048-258-1619

平成30年7月14日（土）～16日（月・祝）、21日（土）、22日（日）、
SKIPシティ マルチメディアコーナー （彩の国ビ
秋季は土日４日間開催
コンピューターグラフィックス（CG）の制作体験
ジュアルプラザ）
午前・午後（全１８回）

川口市

17 第７０回記念小川町七夕まつり

小川町七夕まつり実行委員会

同実行委員会（小川町商工会内）
0493-72-0280

平成30年7月28日（土）・29日（日）

小川町駅周辺

和紙を使ったワークショップ（詳細未定）

小川町

18 夏休み藍染め体験

毛呂山町歴史民俗資料館

同資料館
049-295-8282

平成30年7月28日（土）、9月22日（土）

毛呂山町歴史民俗資料館

藍の絞り染め、型紙彫りと型染めなど伝統技
術の体験

毛呂山町

19 かわはく夏まつり

埼玉県立川の博物館

同博物館
048-581-7333

平成30年7月29日(日)
10:00～16:00

埼玉県立川の博物館

和紙の団扇づくりやハイドロカルチャーづくり

寄居町

鳩山町教育委員会

鳩山町教育委員会 文化財分室
049-296-3862

平成30年7月31日（火）～8月2日（木）、8月4日（土）

鳩山町多世代活動交流センター

古代の食器、ミニ瓦作り

鳩山町

埼玉県地域技能振興コーナー
（埼玉県職業能力開発協会）

埼玉県地域技能振興コーナー
（県職業能力開発協会 技能振興課）
048-814-0011

平成30年9月2日（日）
10:00～16:30

ソニックシティ
（第1～第5展示場・第2商談室･イベント広場）

※前回例（今回の内容未定）
銅版レリーフ、畳コースター、ケーキ・マジパ
ン細工、キャラクター文鎮 など

20

鳩山の粘土・復元古代窯を使った焼き物づく
り体験

21 ものづくり技能フェスタ２０１８

羽生市

－

平成３０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
22 OgawaOrganicFes2018

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

OgawaOrganicFes実行委員会（予定）

未定

平成30年9月8日（土）

埼玉県立小川げんきプラザ

和紙を使ったワークショップ（詳細未定）

小川町

埼玉県立川の博物館

同博物館
048-581-7333

平成30年9月15日(土)、16日(日)
10：00～15：00

埼玉県立川の博物館

水引のアクセサリーやミニ畳つくりなど

寄居町

24 朝霞アートマルシェ２０１８

朝霞アートマルシェ実行委員会
（朝霞市商工会）

朝霞市商工会
048-470-5959

平成30年10月7日（日）、8日（月・祝）

朝霞駅周辺

せっけんづくり、小物づくりなど

朝霞市

25 第22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30年10月13日(土)、14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

23

職人さんに学んで作る
～自分だけの工芸品～

春日部市

26

技能フェスタ
（川口市市産品フェア２０１８内）

川口市・川口市市産品フェア実行委員会

川口市役所 産業振興課
048-259-9019

平成30年10月28日（日）

SKIPシティ

※前回例（今回の内容未定）
銅板表札づくり、銅板マンガ絵づくり、サンド
ブラスト、七宝キーホルダーづくり、七宝ミニ
表札づくり、キャラクターぶんちんづくり、大工
さんの道具箱づくり、和のお箸包づくり

27

彩の国技能まつり
（ものつくり大学碧蓮祭内）

埼玉県技能士会連合会

同連合会
048-833-5923

平成30年10月28日（日）

ものつくり大学

前回例（今回の内容未定）
My箸づくり、タイルアート、彫金アートなど

－

28 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

上尾市観光協会
048-775-5917

平成30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

29 森と住まいの木づかいフェスティバル

西川ねんりんの会
（飯能市後援予定）

同会（柏屋商事内）
042-973-2351

平成30年10月 （開催日未定）

飯能市役所駐車場

木工品の製作など

飯能市

30 第４０回小川町商工祭

小川町商工会

同商工会
0493-72-0280

平成30年11月3日（土）

未定

和紙を使ったワークショップ（詳細未定）

小川町

31 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

蓮田市商工会
048-769-1661

平成30年11月3日（土）

蓮田市役所特設会場

勾玉製作体験、火おこし体験

蓮田市

32 第15回 坂戸市環境展

坂戸市（環境政策課）

坂戸市役所 環境政策課
049-283-1447

平成30年11月3日（土）、4日（日）
9：30～16：00 （4日は15：30まで）

市民総合運動公園

工作体験(未定）

坂戸市

33 第35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
(春日部市役所商工振興課内)
048-736-1111

平成30年11月4日(日)

庄和運動公園
庄和総合支所

木工貯金箱づくり教室

34 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
アー実行委員会

はんのう生活祭 042-986-5083
西川材フェアー 042-974-3111

平成30年11月11日（日）

飯能市役所駐車場

木工体験、模擬上棟体験など

飯能市

35 行田商工祭・忍城時代まつり

行田商工祭・忍城時代まつり実行委員会

行田商工会議所
048-556-4111

平成30年11月11日（日）
10：00～16：00

行田市産業文化会館前

木工教室（先着50名予定）

行田市

36 あげお産業祭（あげお工業フェア）

あげお工業フェア実行委員会

上尾市役所 商工課
048-777-4441

平成30年11月11日（日）予定

上尾市民体育館

親子ロボット教室

上尾市

37 そば打ち体験

キヤッセ羽生
（三田ヶ谷農林公園）

キヤッセ羽生
048-565-5255

平成30年11月11日、18日、12月2日、9日、16日
いずれも日曜日

キヤッセ羽生（体験棟）

そば打ち

羽生市

鳩山町役場 産業環境課
北部地域等活性化推進室
049-296-3862

平成30年11月17日（土）

石坂の森

リース作り体験、丸太切り体験

鳩山町

キヤッセ羽生
（三田ヶ谷農林公園）

キヤッセ羽生
048-565-5255

平成30年11月17日（土）

キヤッセ羽生（体験棟）

クリスマスリース作り体験

羽生市

三郷市商工会

同商工会
048-952-1231

平成30年11月17日（土）、18日（日）

三郷市勤労者体育館

万華鏡の制作

三郷市

里山を楽しみ体験する「欲張りウォーキング」
38 『紅葉の里山を巡り、食欲の秋を満喫しよ
鳩山町（産業環境課）
う！』

39 クリスマスリース作り体験

40

第42回三郷市商工まつり
（産業フェスタ2018内）

川口市

春日部市

平成３０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

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

埼玉県技能士会連合会

同連合会
048-833-5923

平成30年11月18日（日）

埼玉県県民活動総合センター

前回例（今回の内容未定）
My箸づくり、タイルアート、彫金アートなど

42 小川和紙フェスティバル

小川町

小川町役場 にぎわい創出課
0493-72-1221

平成30年11月24日（土）・25日（日）

未定

和紙を使ったワークショップ（詳細未定）

43 醤油搾り実演会

毛呂山町歴史民俗資料館

同資料館
049-295-8282

平成30年12月上旬

毛呂山町歴史民俗資料館

大正～昭和初期に行われた家庭醸造醤油造
りの実演、体験

毛呂山町

44 クリスマスアレンジ・お正月飾り講座

松伏町

まつぶし緑の丘公園管理センター
048-991-1211

平成30年12月上旬（日）
午前…クリスマスアレンジ講座
午後…お正月飾り講座

まつぶし緑の丘公園レクチャーホール

クリスマスやお正月に飾れるかわいい小物の
制作

松伏町

45 第21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

春日部市特産品協議会事務局
(春日部商工会議所内)
048-763-1122

平成30年12月21日(金)～23日(日) (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

46 お父さんと一緒にクリスマスケーキ作り

坂戸市勤労女性センター

同センター
049-281-3595

平成30年12月22日（土）
午前・午後 （計2回開催）

坂戸市勤労女性センター

クリスマスケーキ作り

坂戸市

47 凧あげまつり

松伏町

まつぶし緑の丘公園管理センター
048-991-1211

平成31年1月上旬～中旬の日曜日開催予定

まつぶし緑の丘公園管理棟

凧の色塗り・制作

松伏町

48 彩の国総合技能展

埼玉県・埼玉県職業能力開発協会

埼玉県 産業人材育成課
048-830-4598

平成31年2月2日（土）・3日（日）

ふれあいキューブ
（東部地域振興ふれあい拠点施設）

※前回例（今回の内容未定）
ソーラーカー模型、コバトンメダル、万華鏡、
銅版アート、畳ースター、LEDイルミネーション
などの製作

41

彩の国技能まつり
（彩の国いきいきフェスティバル内）

主催

－

小川町

－

