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教え方のメソッドを
学んだ講師の講座は、
参加者の心を育み、
作品完成へのアプ
ローチは、それぞれ
の考える力を養いま
す。

体験型のワークショッ
プを受講することによ
り、趣味の幅が広がり、
ワークライフバランス
を見直すきっかけにな
ります。企業研修にも
有効です。

年齢、性別、人種、な
どに関係なく、コミュ
ニケーションの時間を
楽しめるワークショッ
プは、グローバルな感
覚を身に着け、差別を
なくします。

同じ材料を使用して
も個々の創造性を生
かし世界に1つだけ
のものが作れます。
それは特別なものに
なり、廃棄すること
なく長期間大切にさ
れます。

無料または格安で受講
できるワークショップ
を開催することにより、
貧困による格差なく、
多くの参加者にワーク
ショップを体験いただ
けます。

ワークショップとSDGｓ



SDGSカラーの
キャンドル

教材費：1500円

SDGｓそれぞれの目標カラー
を使って、キャンドルを作りま
す。SDGｓを学んで行くきっ
かけ作りに最適なコンテンツで
す。
＊電源設備が必要です。
＊アシスタントが必要です。



エコライト
教材費：1300円

太陽光で充電して光る、エコラ
イトを組み立てます。明るい時
に充電して、暗くなると自動的
にライトが点灯します。

風力発電
教材費：1000円

ペットボトルを利用して風力発
電機を作ります。軽い力で回
転・発電する特別仕様でLED
が光ります。

ソーラーカー
教材費：1200円

小型ソーラー電池で走ります。
透明ボディーで内部構造が見え
る、マイクロモーター搭載の軽
量設計です。後輪の角度調整に
より、直進と左右の旋回が変え
られます。

水力発電
教材費：1500円

パーツを組み立てて、水力発電
機を作ります。水力で、ＬED
が光り、ダムの発電方法を体験
できます。

再生可能エネルギーについて学ぼう *30名様の場合の教材費になります。



みつろうラップ
教材費：800円

コットンをミツロウでコーティ
ングするので洗って繰り返し使
用でき、プラスチックごみを減
らします。土中で分解できます。
＊電源設備が必要です。

フエルトソープ
教材費：1500円

サスティナブルで再生可能な羊
毛は、成分分解性があり、地球
に優しい繊維です。フエルトと
合わせることにより、きめ細や
かで泡立ちも良くなります。
＊水道設備が必要です。

みつろうキャンドル
教材費：1200円

蜂から分泌される、ミツロウの
シートを使用してキャンドルに
仕上げます。煤を出すことのな
いミツロウキャンドルは、空気
中のウイルスなどの有害物質を
包み込む力があります。

アロマワックスボード
教材費：1500円

メッセージからアロマが香る、
火を灯さないキャンドルです。
天然素材のソイワックス、ドラ
イフラワーを使用します。
＊電源設備が必要です。
＊アシスタントが必要です。

自然素材や、天然素材を使って作ろう *30名様の場合の教材費になります。



シーグラスハーバリウム
教材費：1000円

魚のシートを選び、シーグラス
と一緒に瓶にレイアウトし、専
用オイルを流し込みます。お好
きなウッドパーツを瓶に付けて
仕上げます。

木の実のリース
教材費：2000円

自然素材を使った癒しのリース
です。生花を長く楽しむために
加工したドライフラワー、規格
外木の実素材、再生紙を使用し
たパーツを使います、長期保管
可能で長く楽しめます。
＊電源設備が必要です。

ウクレレ
教材費：2800円

木材は加工がしやすいため、製
造時の消費エネルギーが少なく、
エコマテリアルと言われます。
地球環境にやさしいと言われる
木材でウクレレを作り、優しい
音色を奏でましょう。

端材のフラワーアレンジ
教材費：2000円

端材を加工した花器にロスフラ
ワー削減を目標にして加工した
ドライフラワーやプリザーブド
フラワーを使用します。

自然素材や、天然素材を使って作ろう *30名様の場合の教材費になります。



ピアス・イヤリング
教材費：1000円

お好きな海洋プラスチックの
パーツを選んでいただき、枠に
デザインし、レジンで硬化しま
す。
＊電源設備が必要です。
＊室内開催限定です。

エコバッグ１
教材費：1500円

海洋プラスチックゴミの、軽減
のために、エコバッグの使用を
推奨するワークショップです。
再生コットン生地を使ったトー
トバッグに、お好きなペーパー
をレイアウトしてデコパージュ
します。
*電源設備が必要です。

キーホルダービュッフェ
教材費：1200円

海洋プラスチックでできたカラ
フルなパーツとお好きなパーツ
を組み合わせ、キーホルダーに
組み込みます。

エコバッグ２
教材費：800円

海洋プラスチックゴミの、軽減
のために、エコバッグの使用を
推奨するワークショップです。
針を使わずに、手軽にエコバッ
グを作ります。
*柄はかわります。

海洋プラスチックごみについて考えよう

SAMPLE

*30名様の場合の教材費になります。



ウッドバーニング
教材費1200円

国産の間伐材を使用した升に
ウッドバーニングで
お好きな絵を描いていきます。
＊電源設備が必要です。

タイルトレー
教材費：1000円

窯で廃棄となったタイルを使用
し、お好きに色合わせしてオリ
ジナルの小物用トレイを製作し
ます。目地入れまで行います。
＊水道設備が必要です。

ステンドグラス手鏡
教材費：1200円

廃材のミラーにいろいろなガラ
スを組み合わせて、携帯に便利
な手鏡を製作します。ステンド
グラス講座は、他には無い大変
貴重な講座になります。
＊電源設備が必要です。

レインボークレヨン
教材費：700円

好きな色を溶かして、オリジナ
ルのクレヨンを作ります。
小さくて描きにくかったクレヨ
ンが生まれ変わる瞬間を感じま
しょう。
＊電源設備が必要です。

端材や、リサイクル資材を使って作ろう



ひのきの升
教材費：800円

岐阜県大垣市の伝統産業で住宅
建具の端材のヒノキを使用し側
板を組み合わせ底板を釘で打ち
付けます。
*釘打ちの際に音が出ます。

ターピーシートエコバッグ
教材費：800円

端材のターピーシートを使用し、
エコバッグを作ります。
ワッペン付きです。

エコ加湿器
教材費：1000円

岐阜県大垣市の伝統産業で住宅
建具の端材のヒノキを使用し、
ひのきのかんなくずをデザイン
して加湿器に仕上げます。

升アレンジメント
教材費：1500円

岐阜県大垣市の伝統産業で住宅
建具の端材のヒノキを使用し、
花材を自由にレイアウトし、升
にアレンジします。

端材や、リサイクル資材を使って作ろう



トートバック
デコレーション
教材費：1800円

使用済みシートベルトを使用し
ます。ベースのバッグにシート
ベルト、リボン、ブレードなど
を組み合わせてミニトートを製
作します。
＊電源設備が必要です。

端切れレザーの
キーホルダー

教材費：1200円

製造過程でどうしても出てきて
しまう、端切れを、キーホル
ダーに仕立てて、生まれ変わら
せます。
＊カシメを打ち込むときに大き
な音がします。

キーホルダー
教材費：1000円

使用済みシートベルトを使用し、
合皮やリボンと組み合わせて
キーホルダーを製作します。
＊電源設備が必要です。

端切れレザーの
コインケース

教材費：1500円

製造過程でどうしても出てきて
しまう、端切れを、コインケー
スに仕立てて、生まれ変わらせ
ます。
＊カシメを打ち込むときに大き
な音がします。

端材や、リサイクル資材を使って作ろう



フラワーアレンジメント
教材費：1500円

製造過程において、どうしても
発生してしまう端材部分も
100％リサイクルを実現して
いるメーカーの花器を使用しま
す。

着物タンブラー
教材費：1200円

お好きな柄の古着物生地を選ん
でいただき、タンブラーをカズ
タマイズします。アップサイク
ル+エコロジーが実現できる最
先端のコンテンツです。

裂き布のコースター
教材費：800円

端切れの裂き布を使います。
縦糸のジュートと、横糸の裂き
布を織り合わせて、コースター
に仕上げます。

ブレードイヤリング
教材費：1500円

たくさんのブレードの端切れの
中からお好きなブレードを選び、
専用金具で止めてイヤリング、
またはピアスに仕上げます。

端材や、リサイクル資材を使って作ろう



ピアスイヤリング
ビュッフェ

教材費：1200円

インドネシアのリサイクルガラ
スビーズを使用します。お好き
なパーツを選んでいただき、ピ
アス、イヤリングに組み込みま
す。

エコリボンヘアゴム
教材費：1000円

土に還る環境に優しい生分解性
のリボンを使用し、お好きなそ
の他のパーツと組み合わせ、ヘ
アゴムに仕上げます。

再生ガラスブレスレット
ビュッフェ

教材費：1000円

お好きな再生ガラスビーズと
パーツを選び、革ひもに通して
ブレスレットに仕上げます。

リサイクルヤーン
キーホルダー

教材費：1000円

Tシャツやニットの生産時に生
まれる端布（リサイクルヤー
ン）を使ってオリジナルのキー
ホルダーに仕上げます。

端材や、リサイクル資材を使って作ろう

SAMPLE


