
■「ミエトイ・キャラバン in MieMu」 森の学校・わくわく木育ワークショップ開催予定

【おことわり】内容・出展者は変更される場合があります。

【種別】 「森」：森の学校（無料）・「わ」：わくわく木育ワークショップ（有料）

種別 時間 名前 内容 定員 料金 会場

7月14日 土 森
①10:00-12:00

②13:00-15:00
木のスプーンとフォーク作り いろんな木の型から、ナイフや紙やすりを使用して自分のオリジナルのスプーンやフォークを作ります。

各回

25
無料 三重森林インストラクター会 津市 交流活動室

7月15日 日 わ
①10:00～12:00

②13:00～15:00
「鳥寄せ笛」作り ｢バードコール｣と｢ことり笛｣を作ります。色んなヤマドリの声が出せます。少し練習すれば、音階も出せるかも！

各回

10

バードコール 900円/個

ことり笛 1,200円/個
手づくり木工房｢春と木の風｣ 伊賀市 交流活動室

7月16日 月・祝 森
①10:00-12:30

②13:30-15:50
草木染め 染料をフジの葉から作って、ハンカチの草木染めを楽しみます。

各回

20
無料 奥川次郎さん 紀北町 実習室

7月19日 木 森

10:00～12:00

13:00～16:00

1時間ごと5回

ウエルカムボード作り 好きな色の板（約10X25cm）と「WELCOME」の切り文字を選び、一緒に張り付けてオリジナルウェルカムボードを作ります。
各回

15
無料 クラフトクラブ ゴリサン 菰野町

交流展示室横

木育ワークショップコーナー

7月20日 金 森

10:00～12:00

13:00～16:00

1時間ごと5回

ウエルカムボード作り 好きな色の板（約10X25cm）と「WELCOME」の切り文字を選び、一緒に張り付けてオリジナルウェルカムボードを作ります。
各回

15
無料 クラフトクラブ ゴリサン 菰野町

交流展示室横

木育ワークショップコーナー

7月21日 土 わ
①10:00～11:00

②13:00～14:00
木製あんどん作り

三重で育った木をつかって行灯（あんどん）を作ろう！

部屋に飾っても楽しめます！

各回

10
5,000円 馬場建具店 伊賀市 交流活動室

7月22日 日 わ
①10:00～11:00

②13:00～14:00
木製あんどん作り

三重で育った木をつかって行灯（あんどん）を作ろう！

部屋に飾っても楽しめます！

各回

10
5,000円 馬場建具店 伊賀市 交流活動室

森 10:00～11:00 葉っぱを見てみよう 葉っぱの形 様子、色、香り、感触で博物館周辺で見つかる葉っぱを触ったり、匂いを嗅いだり、形を見たりして感じたことを書いて、自分だけの分類シートを作ってみましょう。 15 無料 藤川和彦さん 玉城町 交流活動室

森 13:00～14:00 間伐材の工作
間伐材の木や竹を使って蒸気機関車／電車を作ります。連結することもできます。

木切れの形を生かして、オリジナルの車／機関車を作ります。作った後は、坂道を転がして遊べます。
15 無料 藤川和彦さん 玉城町 交流活動室

森 15:00～16:00 親子でお絵かき
親子で無垢の木の板に、森のどんぐりや海の貝などをくっつけたり、好きな形、絵を描きます。

出来上がれば、2つをつないで飾れます。別々の絵を描いてもOK、2つをつなげて一つの絵を描いてもOK！
15 無料 藤川和彦さん 玉城町 交流活動室

7月25日 水 森

10:00～12:00

13:00～16:00

1時間ごと5回

木のおもちゃ

「さいころとぶんぶんゴマ」作り

さいころ、ぶんぶんごま、両方作ります。

さいころ：5～6種類の木から気に入ったものを選んで、さいころを作ります。

ぶんぶんゴマ：スギの木を磨いて、絵を描いて、ひもを通してぶんぶんゴマを作ります。

各回

20
無料

森の研究所

FOREST MANAGEMENT LABO
大台町 交流活動室

7月26日 木 森

10:00～12:00

13:00～16:00

1時間ごと5回

三重の木の「おはし」作り 三重の木を使った「おはし」を作り、三重の木に親しみましょう！
各回

20
無料

三重県農林水産部森林 林業経営課

木材利用推進班
津市 交流活動室

7月27日 金 森

10:00～12:00

13:00～16:00

1時間ごと5回

昆虫のはなし いろいろなテーマに合わせた昆虫標本のレイアウトなど、自由研究に活かせる昆虫標本のまとめ方について学びます。
各回

20
無料 刀根定良さん 松阪市 交流活動室

7月28日 土 森

10:00～12:00

13:00～16:00

1時間ごと5回

森の木からのコースター作り 障子などに使われる伝統的な木工技術「組子」のコースターを作ります。
各回

10
無料 馬場建具店 伊賀市 交流活動室

7月29日 日 わ
①10:00～12:00

②13:00～15:00
カホン作り

三重の木で打楽器「カホン」を作ります。

リズムに合わせて叩いてみよう♪

各回

10
1,500円 株式会社木神楽 津市 交流活動室

森 10:00～11:00 葉っぱを見てみよう 葉っぱの形 様子、色、香り、感触で博物館周辺で見つかる葉っぱを触ったり、匂いを嗅いだり、形を見たりして感じたことを書いて、自分だけの分類シートを作ってみましょう。 15 無料

森 13:00～14:00 間伐材の工作
間伐材の木や竹を使って蒸気機関車／電車を作ります。連結することもできます。

木切れの形を生かして、オリジナルの車／機関車を作ります。作った後は、坂道を転がして遊べます。
15 無料

森 15:00～16:00 親子でお絵かき
親子で無垢の木の板に、森のどんぐりや海の貝などをくっつけたり、好きな形、絵を描きます。

出来上がれば、2つをつないで飾れます。別々の絵を描いてもOK、2つをつなげて一つの絵を描いてもOK！
15 無料

8月3日 金 森

10:30～12:30

13:30～16:30

1時間ごと5回

流木とあそぼ
流木や木の実、貝殻などの自然素材を使った自由創作。

体験を通じて自然の造形の奥深さや自由さを感じたり、五感を使っての物づくりの楽しさや大切さ、素材を通して自然との繋がりを感じてみましょう。

各回

10
無料 山根由士さん 桑名市 交流活動室

8月4日 土 森

10:30～12:30

13:30～16:30

1時間ごと5回

流木とあそぼ
流木や木の実、貝殻などの自然素材を使った自由創作。

体験を通じて自然の造形の奥深さや自由さを感じたり、五感を使っての物づくりの楽しさや大切さ、素材を通して自然との繋がりを感じてみましょう。

各回

10
無料 山根由士さん 桑名市 交流活動室

8月7日 火 森

10:00～12:00

13:00～16:00

30分ごと計10回

森のかけら標本箱作り 森で採ったり拾ったり出来る木の実や種、葉などを使って、箱に標本のように名前シールをつけて貼り付け、自分だけの標本箱を作ります。
各回

5
無料 kicoris（キコリス） 菰野町

交流展示室横

木育ワークショップコーナー

8月8日 水 森

①10:00～11:00

②13:00～14:00

②15:00～16:00

木のおもちゃ

「ぽっくり」作り
木の材料をサンドペーパーで磨き、ドリルであけた穴にロープを通して、自分だけの「ぽっくり」を作ります。

各回

15
無料

森の研究所

FOREST MANAGEMENT LABO
大台町 交流活動室

8月9日 木 森
①10:00～12:00

②13:00～15:00
木のアルファベットパズル作り

三重の木で「アルファベットパズル」を作ります。

細長い木の板に墨付けをし、のこぎりでパズルのピースを切り出し、紙やすりできれいに磨きます。

各回

20
無料 三重県林業研究所 津市

交流展示室横

木育ワークショップコーナー

8月10日 金 森
①10:00～11:30

②13:30～15:00
木の実と貝殻でフォトフレーム作り

三重県の里山で見かける様々な木の実や、伊勢湾に生息する貝がらを使ってフォトフレームを飾ります。

山と海は関係が深いお話をします。

各回

25
無料 三重県環境学習情報センター 四日市市

交流展示室横

木育ワークショップコーナー

10:00～

出来上がりまで
鍋しき作り

日本の木（約15種類）の中から、お気に入りを選んでオリジナル鍋敷きを作ります。

組立は、カンナで削って、伝統的な「ほぞ組」で組み立てます。
15 500円

10:00～

出来上がりまで
キッズバイク作り

2名限定で木製のキッズバイクを作るワークショップを開催します。

実際に乗ることもできます！
2 25,000円

8月21日 火 わ
①10:30～12:00

②13:30～15:00
植物標本「森のハーバリウム」作り シダ、コケ類、アザミ、モミジのプロペラなど森の素材を使って、ハ―バリウム（植物標本）を作ります。

各回

25
1,000円

森の研究所

FOREST MANAGEMENT LABO
大台町

交流展示室横

木育ワークショップコーナー

8月23日 木 森

10:00～12:00

13:00～16:00

1時間ごと5回

木のプランター作り 三重の木の板を釘で打って、プランターを作ります。
各回

10
無料 三重県木材協同組合連合会 津市 ピロティ

8月25日 土 森 10:00～16:00 木で遊ぶスポーツ「クッブ」体験
木でできた道具を使う、スウェーデン生まれのニュースポーツ「クッブ」を体験しよう！

クッブは、2021年開催の「三重とこわか国体」のデモンストレーションスポーツです。

自由

参加
無料 三重県クッブ協会 菰野町

交流展示室横

木育ワークショップコーナー

8月26日 日 森 10:00～16:00 木で遊ぶスポーツ「クッブ」体験
木でできた道具を使う、スウェーデン生まれのニュースポーツ「クッブ」を体験しよう！

クッブは、2021年開催の「三重とこわか国体」のデモンストレーションスポーツです。

自由

参加
無料 三重県クッブ協会 菰野町

交流展示室横

木育ワークショップコーナー

交流活動室

開催日 出展者

7月24日 火

7月31日 火 藤川和彦さん 玉城町 交流活動室

8月18日 土 わ 中井木工 紀北町


