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★ワークショップの体験には事前申し込みが必要です。
　随時開催のワークショップでは定員に満たない場合は
　当日参加も可能です。
　また各ワークショップは随時見学も可能です。

★宿泊をご希望の方は勝山文化往来館ひしおにお問合せ
　ください。

お申込み方法
氏名、年齢、電話番号、ワークショップ名、希望日時などを明記の上、電話、FAX、メールにてお申し込みください。
ご予約は先着順になります。定員に達し次第、募集締め切りとなりますので、お早めにお申し込みください。また、ご
予約のキャンセルは随時ご連絡ください。キャンセルが出次第、順次キャンセル待ちの方に連絡いたします。
なお、いただいた個人情報は事務局からの連絡、活動のご案内以外には使用しません。

■電話、FAXの方

※件名に「勝山町並み・体験クラフト市WS申し込み」と明記ください。

勝山文化往来館ひしお

TEL/FAX 0867-44-5880

最新情報はwebで

http://katsuyamacraft.blog.jp/
http://www.facebook.com/katsuyamacraftichi

■メールの方
勝山文化往来館ひしお
E-mail：hishio2@space.ocn.ne.jp

郷原漆器・木地挽き体験／和紙づくり

ハンコで作るマンダラのお皿

のれんスタンプラリー

木版画・消しゴムスタンプ

糸紡ぎ／はり灸治療体験

手打ちそば

勝山はりこ
木で作る箸置き制作

かずらの和紙の灯り

台湾茶の茶会

発酵ランチを食そう

裂織り／ベンガラ染め
野菜販売／発酵’sバル

交流定住

木工

シネマニワの教室 演技編

家と小鳥のオルゴールづくり
けしごむはんこ

こけ玉づくり

パンづくり
和の香り・お香づくり

もったいないフォーラム in真庭

革細工

醤油しぼり・だし醤油づくり

とんぼ玉体験／モザイクガラス体験

木工

発酵ランチを食そう

発酵ランチを食そう
発酵ランチを食そう

竹細工／リースづくり

発酵ランチを食そう

布小物づくり

高田石ペーパーウエイト
づくり体験



けしごむはんこ

アオイアツシ／明神堂
木版画家、絵描き。京都『竹笹堂』
で伝統木版を習得中。竹笹流支部講
師。イラストと伝統の融合を模索
し、作品制作を行っている。

けしごむはんこの制作体験。けし
ごむはんこでハンカチなどの小物
づくり。

[日時] 10/4・5両日とも　10：00～16：00
＊けしごむはんこは30分～40分程度
[会場] 山藤邸　[料金] けしごむはんこ：1,000円～
小物づくり：1,000円～（ハンカチなどを予定）
＊変更の可能性があります。
[定員] 6名程度（当日受付可能）
[備考] 対象年齢：10歳以上＊10歳未満も保護者同伴であれば可
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パンづくり

渡邉格／パン屋タルマーリー
国産小麦を使い、勝山に住む糀菌、
乳酸菌、酵母などがはぐくむ５種類
の自家製酵母を使い分け、様々な味
わいのパンを焼いています。

自家製レーズン酵母を使用し、バ
ケット、ピタを作ります。こねか
ら焼くまでの工程を説明、実際に
体験します。

[日時] 10/4・5両日とも　13：00～15：30
[会場] 勝山文化センター
[料金] 3,500円
[定員] 各回20名
[備考] 対象年齢：15歳以上
[持参物] タッパー・エプロン（各自）
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大阪出身。美咲町在住。人と自然の
関わりの中での暮らし。作物を育て
たり、食べたり、鶏の世話したりな
どなど。その中に自然と生まれるも
のを作るということ。そんなものづ
くりを目指してます。

ハンコで作るマンダラのお皿

堂下了一／谷ノ窯

象嵌技法を使って模様入りのお皿
が作れます。ハンコや棒で模様を
描いたり、石や布でテクスチャー
をつけたり、お好きに作って楽し
んでください。

[日時] 10/4・5両日とも　10：00～16：00
[会場] 原田耕作邸
[料金] 2,000円
[定員] 20名（当日受付可能）
[備考] 対象年齢：小さなお子様でも可
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和の香り・お香づくり

津山市在住。薫物屋香楽認定香司。
美作香文化研究会主宰。インド修行
を機に本格的にお香研究をスター
ト。お香の故郷エジプトを訪問しお
香ルーツを確認する。関東、関西で
のお香講座イベント活動や岡山教
室、大阪教室にて指導にあたる。お
香創作と研究に邁進中。

「塗香（ずこう）」と「文香（ふみこう）」
の 2 種類の香づくり。塗香は邪気
を払い身を清めるため、手にすり
込んで使用する粉末状のお香です。
白檀や丁子など香原料をオリジナ
ル調合し作ります。さらに千代紙
で香り袋の文香も作ります。

[日時] 10/4・5両日とも　10：00～／13：00～の計2回
[会場] 赤岩旅館　[料金] 3,000円
[定員] 各回6名　[備考] 対象年齢：高校生～大人
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浜村早苗お香教室

高田石ペーパーウエイトづくり体験

古くは室町時代の中期から作られ、
名勝神庭の滝近くの山中に産する良
質な黒色粘板岩の形を活かして磨き
上げる高田硯。現在、その伝統の技
術を唯一受け継いで作り続け、採石
から販売まで全てを行っている。

高田石を砥石と耐水ペーパーを
使って磨いて、ペーパーウエイト
を作ります。

[日時] 10/4・5両日とも　10：00～14：00
（途中、乾燥時間を含みます）
[会場] 中島硯店
[料金] 2,000円
[定員] 2名
[備考] 対象年齢：小学生以上 
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中島石真／中島硯店

勝山はりこ

岡野屋旅館プロジェクト
廃業した旅館建築の活用を目的に
2010年より開始。展覧会などアート
プロジェクトを継続して行い、今年
より「勝山はりこ」と名付けた制作活
動に取り組む。アートから文化へ、（作
家の個人制作から地域住民の制作へ）
の転換は可能か？岡野屋旅館にて不
定期に制作活動を行っています。

「勝山はりこ」メンバーが制作した
はりこのお面やオブジェに好きな
ように絵付けします。自由な発想
で世界に一つだけのオリジナルは
りこを作りませんか。

[日時] 10/4・5両日とも　10：00～16：00
＊所要時間 1時間程度。随時受付可能。
[会場] 岡野屋旅館前　[料金] 1,000円
[定員] 20名（当日受付可能）　[備考] 対象年齢：不問

21



シネマニワの教室 演技編

シネマニワは映画館のない真庭市
で、ちいさな映画の種をまき、それ
を大切に育てていくような活動がで
きればと7年前に発足し、映画上映・
制作を行っている。代表の山崎樹一
郎は同市湯原在住の農家。

山崎樹一郎監督（『ひかりのおと』
『新しき民』）による俳優ワーク
ショップ。一日目は演技を体験。
二日目は実際にカメラの前で演技
をして、短編映画を撮影します。
未経験の方も演じる楽しさを体感
できます。

[日時] 10/4　10：00～11：30、10/5　10：00～16：00
＊両日参加可能の方のみ。
[会場] 町河本　[料金] 3,500円（両日合わせて）
[定員] 5名　[備考] 対象年齢：不問
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シネマニワ

木で作る箸置き制作

西宮市出身。沖縄県立芸術大学で木
彫を専攻。勝山では、2013年に岡野
屋旅館プロジェクトで木彫作品を展
示し、町の方々から多くの支持を得
ている。2014年、勝山レジデンスア
ーティスト。

彫刻刀やヤスリを使って木製のオ
リジナル箸置きを作ります。木を
磨いたり色を塗ってみたり、木の
手触りや質感を感じながらイメー
ジを形にしましょう。

[日時] 10/4・5両日とも　10：00～16：00
　＊所要時間 2時間程度。随時受付可能。
[会場] 岡野屋旅館前　[料金] 1,000円
[定員] 午前・午後、各5名程度
[備考] 対象年齢：10歳以上＊10歳未満も保護者同伴であれば可
[持参物] やる気

21

勝部梓

台湾茶の茶会

Ben & Mayuka／天地の香露
台湾茶とは生産量が極めて少ない希少
なお茶です。世界のお茶愛好家を魅了
するその香りは、花や果実、蜂蜜など
に例えられるほど個性豊かで素晴らし
い。香料を使わず自然に香る台湾茶
に、心を癒されてみませんか？

誰でも気軽に楽しめる台湾茶会で
す。こだわりの台湾烏龍茶を 2 種
類飲み比べながら、台湾の茶器を
使って淹れて頂きます。台湾茶の
味わい方や美味しく淹れるコツな
ど、台湾茶の世界をわかりやすく、
楽しく紹介します。

[日時] 10/4・5両日とも
10：00～／12：30～／14：30～の計3回
[会場] 三協ギャラリー　[料金] 3,000円
[定員] 各回4名　[備考] 対象年齢：中学生以上
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木工

須藤歩／家具工房 にいの屋
旧勝北町の小さな工房で、木の家具
や小物を制作。扱う材料は楢・タモ・
メープル・チェリー・ウォールナット
など。堅い木でも、何年も使ってい
ると優しい丸みや艶が出てくる。作
ったものたちが、いつか使い込まれ
て素敵になっていく姿を想像しなが
ら、日々制作している。

マイ箸づくり体験。予め細く切っ
た木に鉋をかけて、八角形に削っ
ていきます。手作りでオリジナル
の箸が出来上がります。

[日時] 10/4・5両日とも　10：00～／11：00～／
13：00～／14：00～／15：00～の計5回
[会場] 松岡邸
[料金] 2,500円（手作りの箸箱をお付けします）
[定員] 各回2名　[備考] 対象年齢：小学生以上（保護者同伴）
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こけ玉づくり

谷口伸好／花や たにぐち
暖簾の町並みから川風を受け、橋を渡
れば三角屋根の勝山木材ふれあい会
館。その真ん中の大きな欅の木の下に
ある花屋。四季の風を一鉢に乗せる和
みの花。一枝に心を込めるしつらいの
花。緩やかに時が流れる木漏れ日の花
屋。中国新聞カルチャースクール講師
他。

季節の植物を使った、様々な表情
を持ったこけ玉づくりを楽しむこ
とができます。

[日時] 10/4・5両日とも　10：00～16：00
[会場] 花や たにぐち（雨天の場合、勝山木材ふれあい会館内）
[料金] 1,500円
[定員] 午前・午後、各10名
[備考] 対象年齢：小学生以上
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かずらの和紙の灯り

福岡市出身。2000年、勝山に移住
し、本格的にかずらと和紙による灯
りの創作を始める。材料となるかず
らは、自身が12月から1月に山で採
取し、1年を掛けて乾燥させたもの。
自然素材を使い、柔らかい灯りを創
りだしている。

自然の素材と工芸和紙を使ったオ
リジナルのランプが作れます。

[日時] 10/4・5両日とも　10：00～12：00／
13：00～15：00／15：00～17：00の計3回
[会場] あかりギャラリー KEN工房（真庭市神庭685-1）
[料金] 5,000円（材料費込み）
[定員] 各回2名　[備考] 対象年齢：18歳以上
[持参物] 汚れても良い服装、エプロン、タオル1枚
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村上研二／あかりギャラリー KEN工房



真庭へようこそ「真庭ライフスタイル」の体験

◎移住の先輩たちの体験談
◎真庭暮らしのご相談
◎行政のバックアップ相談

真庭での暮らし、子育て、仕事の話から真庭暮らし、助成金について
など、移住、定住にご興味のある方は気軽にお立ち寄りください。移
住者（地域おこし協力隊）や市職員が、あなたの聞きた事についてい
ろいろとお話させていただきます。

[日時] 10/4・5両日とも　10:00～16:00
[会場] 勝山郷土資料館　[料金] 無料
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真庭市総合政策課　交流定住センター／地域おこし協力隊

◎真庭生活　イメージモニターツアー
農園や観光地で仕事＆生活の話を聞いたり、暮らしのスポットなどをめぐ
ります。

[日時] 10/5　10：00～13:00
[料金] 無料　[定員] 10名
[備考] 年齢対象：不問　お問合せ：0867-42-1033

真庭市地域雇用創造協議会

発酵ランチを食そう
まにわ発酵'sのメンバーの食材を取
り入れたランチの提供。各1日20食
限定≪予約可≫

cafe うえのだん2
tel.0867-44-5881
提供時間10：00 ～ 16：00

レストラン 西蔵10
tel.0867-44-5300
提供時間11：00 ～ 14：30

ろまん亭17
tel.0867-44-2345
提供時間10：00 ～ 16：00（予約のみ）

うどん処 本峰20
tel.0867-44-5225
提供時間11：30 ～ 19：30

CAFE てぁ28
tel.0867-44-5558
提供時間11：00 ～ 15：00

手打ちそば

[日時] 10/4・5両日とも　11：00～14：00
[会場] 顆山亭　[料金] 1杯500円　[備考] 販売のみ
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勝山で楽しく暮らすためのおじさんの集まり。

かつやま町並み保存事業を応援する会

勝山で楽しく暮らすためのおじさんの集まり。

かつやま町並み保存事業を応援する会

野菜販売

真庭産の新鮮な旬の野菜や農産物を販売します。

[日時] 10/4・5両日とも　10：00～16：00
[会場] 江原邸　[備考] 販売のみ

24

真庭市を中心とした農家グループ。ミネラル豊富な採れたて野菜を販売し
ている。

ミネラル野菜倶楽部

発酵’sバル

真庭市の発酵食品文化を広めようと
いう若手後継者らのグループ。日本
酒の辻本店、落酒造場、ひるぜんワ
イン、蒜山ラッテバンビーノ、パン
屋タルマーリー、IL RICOTTARO、
河野酢味噌製造工場の7社により結
成。

まにわ発酵'sが開発した新商品が
お披露目されます。ミネラル野菜
をディップやソースにつけてお召
し上がりください。お酒やドリン
クの販売もあります。

[日時] 10/5のみ
10：00～16：00
[会場] 江原邸
[備考] 販売のみ
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まにわ発酵’s

写真はイメージです

写真はイメージです

のれんスタンプラリー
スタンプの台紙に描かれているの
れんマップをもとに町並みの家々
を巡り、軒先にかかるのれんと同
じデザインのスタンプを集めてい
く地元で人気のイベントです。ク
ジ引きでは素敵な景品をご用意し
ています。

[日時] 10/5のみ
10：00～15：00（クジ引きは16：00まで）
[会場] 顆山亭の前の家（クジ引き場所）　[料金] 無料
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打ちたて、茹でたてのざるそばを
食べられます。細めに打ち上げ、
ほどよくコシがある麺。数ヶ月寝
かせたかえしに昆布とかつお出汁
で作ったつゆ。本格的なそばをお
楽しみいただけます。その美味し
さは、地元住民にも評判です。ぜ
ひお召し上がりください。


