
移転 3周年イ
ベントである

tamaki niim
e のみっつ会

今回は、いろ
いろな Shop

や

コシラエ会が
盛りだくさん

！

2019年 8月10日（土）～8月15日（木）
11:00～18:00

tamaki niime Shop & Lab
兵庫県西脇市比延町 550-1 

0795-38-8113      tamaki@niime.jp
https://www.niime.jp

みっつ会情報発信中！

https://www.instagram.com/tamakiniimestaff/
https://twitter.com/tamakiniime


8/10土
CALICO［インド手仕事布］    Veriteco［草木染小物］

久保田 由貴［益子焼］    NAKED［スラッシュキルト］

リップ or 虫よけバームづくり by 石鹸屋りーふ

現代風金継ぎ by うつわ クウ

パン祭り (みさきごはん /& BREAD［パン］）

R

まる織り by tamaki 編チーム
糸あそび by tamaki 縫製チーム

HABookstore 出張本屋（10日～15日）
ハンモック by Hammock 2000（10日～12日）

※タップして詳細をご覧いただけます。



8/11日
CALICO［インド手仕事布］    Veriteco［草木染小物］

久保田 由貴［益子焼］    NAKED［スラッシュキルト］

リップ or 虫よけバームづくり by 石鹸屋りーふ

シルクスクリーン印刷 by レトロ印刷 JAM

しごとバー「地域の農業ナイト」

麺祭り (みさきごはん /アトリエM［ケーキ］）

藍染 by tamaki 染チーム
糸あそび by tamaki 縫製チーム



8/12月
NAKED［スラッシュキルト］

沖縄ゆくい商店［琉球藍衣服］    okapi［ペイントバッグ］

AIR ROOM PRODUCTS［シャツ］

糸紡ぎ or スピンドルづくり by けせら暮らし

オーナメント or ブローチづくり by ひのき染織工房

太陽光発電パネルづくり by 藤野電力

しごとバー「持続可能じゃナイト」

どんぶり祭り (みさきごはん /沖縄ゆくい商店
［パン、焼き菓子］）

R

R

R

R

オリモノ研究所 by tamaki 織チーム
糸あそび by tamaki 縫製チーム



8/13火
沖縄ゆくい商店［琉球藍衣服］    okapi［ペイントバッグ］

AIR ROOM PRODUCTS［シャツ］

うなぎの寝床［モンペ］

糸紡ぎ or スピンドルづくり by けせら暮らし

段ボールで小物づくり by 島津冬樹（carton）

重ね煮ポタージュづくり by MITOFUJI R

R

R

R

オリモノ研究所 by tamaki 織チーム
糸あそび by tamaki 縫製チーム

重ね煮 (MITOFUJI）

うなぎの寝床×Bike is life.

レンタサイクル by Bike is life.（13日・14日）



8/14水
うなぎの寝床［モンペ］     宝島染工［藍染衣服］

biga［かごバッグ］

ピフポフづくり or ペパニカアレンジ by ペパニカ

お茶づくり by 松茶商店

多面体づくり by リュータロー

niimen (みさきごはん /Cafe Selen［ケーキ］ ）

R

R

藍染 by tamaki 染チーム
まる織り by tamaki 編チーム
糸あそび by tamaki 縫製チーム



8/15木
宝島染工［藍染衣服］     biga［かごバッグ］

Repos de midi［石けん］    BAILER［バッグ］

ブレスレット or ネックレスづくり by 3sun

スパイスづくり by ヒンホイ＆堀江座

カレー (ヒンホイ＆堀江座 ）

R

Rまる織り by tamaki 編チーム
オリモノ研究所 by tamaki 織チーム
糸あそび by tamaki 縫製チーム

薪割
り

かき
氷

クイ
ズに
答え
て

わな
ゲッ
ト！

クイ
ズに
答え
て

わな
ゲッ
ト！

景品が
 当たる！



各コシラエ会を開催する
部屋です。
詳しい位置は当日配布する
地図をご覧ください。

Shop
tabe room
creation room

Lab 染め場

要予約。事前予約をオススメします。
（当日飛び込みでご参加いただける場合もあります。）
R

※　  マーク以外は、当日の先着順での受付となります。
※腹ごしらえはご予約不可です。

R

ご予約・お問い合わせ
（tamaki niime Shop&Lab）

tel: 0795-38-8113
tamaki@niime.jp
（お名前・コシラエ会名・希望時間・人数・お電話番号をお伝えください。）



CALICO / キヤリコは、現地の職人たち
と共に、インドの村々で営まれてきた昔
ながらの手法にこだわり、カディ（手紡ぎ・
手織り綿布）やジャムダニ織、カンタ刺繍、
木版捺染（と抜染）、原種コットンや羊毛
の織りなどの手仕事の
布を現代の伝統として
手がけ、未来に伝える
活動です。

(Photo by Yayoi Arimoto)

CALICO［インド手仕事布］

10 11

戻る

http://www.calicoindia.jp/

http://www.calicoindia.jp/


戻る

Veriteco［草木染小物］

瀬戸内海、香川県の豊島に移り住み、
野菜や植物の種を蒔き育て営む生活を
しています。島の恵みを纏う草木染め
で色を作った布や糸を植物に仕立てな
がら、自然界の物々の
共存の中で得る幸せを
形にしています。

http://veriteco.com/

10 11

http://veriteco.com/


戻る

栃木県益子町で食器を中心に製作しておりま
す。益子の土の力強さと素朴さ、釉薬の流れ
る様子や質感の面白さを
研究しております。

https://www.instagram.com/yuki_kubota/

久保田 由貴［益子焼］

10 11

https://www.instagram.com/yuki_kubota/


戻る

NAKED［スラッシュキルト］

布を重ねて等間隔で縫い、その間を
カットした「スラッシュキルト」とい
うキルトの制作手法を応用して素材を
作っています。たくさんのハギレを混
ぜ合わせて加工をすることにより、複
雑に混ざり合った色彩を表現しなが
ら、一点物のキルト
を作っています。

https://www.instagram.com/naked_
quilt/?hl=ja

10 11 12

https://www.instagram.com/naked_quilt/?hl=ja


戻る

リップ、虫よけバームづくり
                                          by 石鹸屋りーふ
11:00～17:00 随時受付

〔料金：各 1500 円      定員：各時間 最大 4名様〕

素材の香りがしっかりと残ったバリの離島で
作られた希少なバージンココナッツオイルや
ガーナから届いたバージンシアバターをベース
につくるリップスティックか、虫の嫌いな成分
を含むアロマオイルをお好きにブレンドして
つくるお肌にやさしい虫よけバームをつくれます。
物販もあり。

http://sekkenyareef.sub.jp/

10 11 Shop

http://sekkenyareef.sub.jp/


戻る

現代風金継ぎ byうつわ クウ

13:00 開始 16:00 終了予定

〔料金：3500 円      定員：15 名様
  持ち物：補修したい器、コップなど〕

割れてしまったり欠けてしまったりした器を
金継ぎで補修します。通常は天然漆を使いま
すが、今回はもっと簡易的な現代風金継ぎで、
手軽に金継ぎを楽しめます。
※ピースが多いものは対応不可。3ピース
くらいまでが時間内の限界です。

http://www.utsuwa-ku.com/

　 要予約。事前予約をオススメします。
（当日飛び込みでご参加いただける場合もあります。）

10 creation room R

R

http://www.utsuwa-ku.com/


戻る

まる編み生地でぐるぐるまる織り
                                               by 編チーム
11:30～/15:30～

〔料金：1つ 500 円      定員：10 名様〕

丸編機で編んだカラフルな生地たちを、ぐるぐる
と丸く織り、鍋敷きやブローチをつくります。

まる編み生地でぐるぐるまる織り
                                               by 編チーム
11:30～/15:30～

〔料金：1つ 500 円      定員：10 名様〕

丸編機で編んだカラフルな生地たちを、ぐるぐる
と丸く織り、鍋敷きやブローチをつくります。

10 14 15 creation room



戻る

糸あそび by縫製チーム

11:00～16:00 随時受付

〔料金：1つ 500 円      定員：10 名様〕

tamaki niime の色とりどりの糸と布を使って、
コサージュづくり、リースづくり、もけもけの
生き物づくりを行います！

糸あそび by縫製チーム

11:00～16:00 随時受付

〔料金：1つ 500 円      定員：10 名様〕

tamaki niime の色とりどりの糸と布を使って、
コサージュづくり、リースづくり、もけもけの
生き物づくりを行います！

10 11 12 13 14 15 creation room



戻る

HABookstore( 出張本屋 )
本屋でありながら、出版、流通も行う。
今回はHABが選定した本が tabe room
本棚に並んでいます。購入も可。

https://www.habookstore.com/

10 11 12 13 14 15

https://www.habookstore.com/


戻る

ハンモック by Hammock 2000

フェスやイベントにハンモックを提供し
ています。染編織まで一貫してこだわっ
て製作されるフルハンドメイドオリジナ
ルハンモックブランド。屋外に設置して
いますので、休みたいときにぜひ！

https://www.hammock2000.jp/

10 11 12

https://www.hammock2000.jp/


戻る

＆BREAD
岡山で夫婦で営むパン屋。
tamaki niime での腹ごしらえ会の際には毎
回売切必至。温かいご夫婦の人柄がパンに
も表れています。
※腹ごしらえはご予約不可です。

岡山で夫婦で営むパン屋。
tamaki niime での腹ごしらえ会の際には毎
回売切必至。温かいご夫婦の人柄がパンに
も表れています。
※腹ごしらえはご予約不可です。

10

みさきごはん
tamaki niime のヴィーガンごはん。動物性
の食材は一切使用せず、tamaki niime の畑
で採れたばかりのものや、安心安全信頼で
きるものを選び抜き、使用しています。

tamaki niime のヴィーガンごはん。動物性
の食材は一切使用せず、tamaki niime の畑
で採れたばかりのものや、安心安全信頼で
きるものを選び抜き、使用しています。

10 11 12 14

https://www.instagram.com/andbread720/
?hl=ja

https://www.instagram.com/andbread720/?hl=ja


シルクスクリーン印刷
　　　　　　　　　  by レトロ印刷 JAM

11:00～17:00 随時受付

〔料金〕：版代 500 円～1100 円
　　　    素材代 100 円～450 円
  〔持ち物〕：オリジナルの絵や、印刷したい素材
　　　　 　（布やバッグなど）があれば。

自分の描いた絵や文字からオリジナルの版を
つくって、好きなもの (素材 ) に印刷できます。
こちらで用意している版や、素材の販売も行い
ますので、飛び込みでもご参加いただけます！
https://jam-p.com/

11 creation room

戻る

https://jam-p.com/


戻る

藍でやさしくショールを染めよう！
                                              by 染チーム
11:30～13:00

〔料金：2500 円      定員：10 名様〕

藍をジューサーにかけて、tamaki niime のコット
ンショール Sを生葉染めします。汚れてもいい服
装でお越しください。

※藍の生育状況によって内容が変わる可能性あり。

11 14 染め場



戻る

様々な働き方や生き方を紹介するウェブサイト
《日本仕事百貨》が主催するトークイベント。

※1ドリンク制
（tabe room にてご注文をお願いします）

出張しごとバー
tabe room11 R

8/11 日　16:00～18:00
「地域の農業ナイト」
Food Hub Project　真鍋太一さん
「地産地食」を合言葉に徳島県神山町で活動して
いる農業の会社です。地元の食材をふんだんにつ
かった食堂、パン屋と食料品店も営んでいます。
地域で育て、地域で一緒に食べる。食べるを真ん
中におくことで関係性を豊かにし、土地への愛着
を育み、神山の農業と食文化を次の世代につない
でいくことを目指しています。

http://foodhub.co.jp/

　　要予約。事前予約をオススメします。
（当日飛び込みでご参加いただける場合もあります。）
R

http://foodhub.co.jp/


戻る

みさきごはん
tamaki niime のヴィーガンごはん。動物性
の食材は一切使用せず、tamaki niime の畑
で採れたばかりのものや、安心安全信頼で
きるものを選び抜き、使用しています。

tamaki niime のヴィーガンごはん。動物性
の食材は一切使用せず、tamaki niime の畑
で採れたばかりのものや、安心安全信頼で
きるものを選び抜き、使用しています。

10 11 12 14

ケーキ工房atelier Mケーキ工房atelier M
西脇市のケーキ工房。tamaki niime のため
にヴィーガンタルトとブラウニーをつくっ
ており、今回の腹ごしらえでは、新メニュー
のケーキが愉しめます！
※腹ごしらえはご予約不可です。

西脇市のケーキ工房。tamaki niime のため
にヴィーガンタルトとブラウニーをつくっ
ており、今回の腹ごしらえでは、新メニュー
のケーキが愉しめます！
※腹ごしらえはご予約不可です。

11



戻る

沖縄ゆくい商店［琉球藍衣服］

関西で沖縄の手仕事やおいしいもん、沖
縄旅行に役立つようないろいろを紹介し
ています。西脇では、台湾のジェン先生
の日常着を琉球藍で染めた服と宗像堂の
焼き菓子などを販売します。12 日は腹ご
しらえも参加。

https://www.instagram.com/mineokina
wa/?hl=ja

12 13

https://www.instagram.com/mineokinawa/?hl=ja


戻る

ペイントを施した帆布で
カバンを制作しています。
男女問わずのデザインで、
使いながら愛着の持てる
ものをと考えています。

https://www.instagram.com/okapi_bag/
?hl=ja

okapi［ペイントバッグ］

12 13

https://www.instagram.com/okapi_bag/?hl=ja


戻る

洗いざらしで着られてちょっといい気分に
なるココロとカラダにやさしいシャツ。季
節、性別、年齢、流行にとらわれずに着た
人が自分らしくいられる日用品としての
シャツ。女性から男性までのサイズでご用
意していますのでこの機会にぜひ袖を通し
てみてください。

https://www.instagram.com/
airroomproducts/?hl=ja

AIR ROOM PRODUCTS
   ［シャツ］

12 13

https://www.instagram.com/airroomproducts/?hl=ja


戻る

　要予約。事前予約をオススメします。
（当日飛び込みでご参加いただける場合もあります。）
R

糸紡ぎ byけせら暮らし

①スピンドル糸紡ぎ体験
　11:00～17:00 随時受付〔料金：500 円〕

②スピンドルづくり＋糸紡ぎ＋糸車体験
　11:00～12:00/14:00～15:00
　〔料金：2000 円      定員：各 8名様〕 

丹波篠山市を拠点に、自然の循環を暮らし
に取り入れる衣食住の提案をしています。
①では糸紡ぎの道具スピンドルで好きなだ
け糸をつくることができます。②は自分で
つくったスピンドルで糸紡ぎができ、特別
に糸車体験も！物販あり。

①スピンドル糸紡ぎ体験
　11:00～17:00 随時受付〔料金：500 円〕

②スピンドルづくり＋糸紡ぎ＋糸車体験
　11:00～12:00/14:00～15:00
　〔料金：2000 円      定員：各 8名様〕 

丹波篠山市を拠点に、自然の循環を暮らし
に取り入れる衣食住の提案をしています。
①では糸紡ぎの道具スピンドルで好きなだ
け糸をつくることができます。②は自分で
つくったスピンドルで糸紡ぎができ、特別
に糸車体験も！物販あり。

12 13 creation room R

https://www.queseragurashi.com/

https://www.queseragurashi.com/


戻る

　要予約。事前予約をオススメします。
（当日飛び込みでご参加いただける場合もあります。）
R

糸を使った小物づくり
　　　　byひのき草木染織工房＆ギャラリー

①オーナメントづくり
　11:00～17:00 随時受付〔料金：500 円〕

②コイリングブローチづくり
　11:00/12:00/13:00/14:00/15:00/16:00/17:00
　〔料金：1個 2000 円      定員：各 10 名様〕

岡山県真庭市勝山にて古い実家を改装し、染色工
房とギャラリーを営んでいます。自身のギャラリー
ののれんをつくったところ、次々と近隣の店舗の
のれんも作成することになり、勝山はのれんのま
ちとして有名に。今回のコシラエ会では、糸でオー
ナメントやブローチをつくることができます。

岡山県真庭市勝山にて古い実家を改装し、染色工
房とギャラリーを営んでいます。自身のギャラリー
ののれんをつくったところ、次々と近隣の店舗の
のれんも作成することになり、勝山はのれんのま
ちとして有名に。今回のコシラエ会では、糸でオー
ナメントやブローチをつくることができます。

12 Shop R

https://www.instagram.com/studiohinoki/?hl=ja

https://www.instagram.com/studiohinoki/?hl=ja


戻る

　要予約。事前予約をオススメします。
（当日飛び込みでご参加いただける場合もあります。）
R

太陽光発電パネルづくり
　　　　　　　　　by藤野電力
13:00～16:00

〔料金〕：20Wコース
持ち帰り 37800 円 / 体験のみ 5000 円      
〔定員〕：5組様

災害時にも使える小型ソーラパネルをつ
くります。
http://fujino.pw/

tabe room R12

http://fujino.pw/


戻る

体験！オリモノ研究所
                     by 織チーム
13:00～15:00

〔料金：無料    定員：10 名様〕

身近な織物の姿を研究し、体験を通じて学
んでいただける講座です。みんなでひとつ
の組織をデザインし、大きな模型をつくっ
たり、織機で実際に織っている様子を見て
いただけます。

　要予約。事前予約をオススメします。
（当日飛び込みでご参加いただける場合もあります。）

体験！オリモノ研究所
                     by 織チーム
13:00～15:00

〔料金：無料    定員：10 名様〕

身近な織物の姿を研究し、体験を通じて学
んでいただける講座です。みんなでひとつ
の組織をデザインし、大きな模型をつくっ
たり、織機で実際に織っている様子を見て
いただけます。

　要予約。事前予約をオススメします。
（当日飛び込みでご参加いただける場合もあります。）

12 13 15 Lab R

R



戻る

様々な働き方や生き方を紹介するウェブサイト
《日本仕事百貨》が主催するトークイベント。

※1ドリンク制
　（tabe room にてご注文をお願いします）

出張しごとバー
tabe room12 R

8/12 月　16:00～18:00
「持続可能じゃナイト」
トランジション藤野　高橋靖典さん
神奈川県で公共に利する様々な活動を行ってい
ます。現在は地域のアーティスト・クリエイター
が活動できる場作りを中心に行っています。

http://ttfujino.net/

　要予約。事前予約をオススメします。
（当日飛び込みでご参加いただける場合もあります。）
R

http://ttfujino.net/


戻る

みさきごはん
tamaki niime のヴィーガンごはん。動物性
の食材は一切使用せず、tamaki niime の畑
で採れたばかりのものや、安心安全信頼で
きるものを選び抜き、使用しています。

tamaki niime のヴィーガンごはん。動物性
の食材は一切使用せず、tamaki niime の畑
で採れたばかりのものや、安心安全信頼で
きるものを選び抜き、使用しています。

10 11 12 14

沖縄ゆくい商店沖縄ゆくい商店
関西で沖縄の手仕事やおいしいもん、沖縄
旅行に役立つようないろいろを紹介してい
ます。腹ごしらえでは、パン、焼き菓子な
どを提供。
※腹ごしらえはご予約不可です。

関西で沖縄の手仕事やおいしいもん、沖縄
旅行に役立つようないろいろを紹介してい
ます。腹ごしらえでは、パン、焼き菓子な
どを提供。
※腹ごしらえはご予約不可です。

12

https://www.instagram.com/mineokinawa
/?hl=ja

https://www.instagram.com/mineokinawa/?hl=ja


戻る

うなぎの寝床［モンペ］

福岡・八女市を拠点とし、地域文化商
社として活動をしています。今回は福
岡の筑後地域で織られている久留米絣
でつくったMONPEを中心に紹介しま
す。夏に快適な久留米絣の生地を実際
に穿いて体感ください。

http://unagino-nedoko.net/

13 14

http://unagino-nedoko.net/


戻る

　要予約。事前予約をオススメします。
（当日飛び込みでご参加いただける場合もあります。）
R

段ボールで小物づくり
　　　　　　　by 島津冬樹（carton）

①カードケースづくり 13:30～15:00

②ペンケースづくり 15:15～16:45
〔料金：各 3500 円      定員：各 10 名様〕

世界中の落ちている段ボールから財布など
の小物をつくる活動をしています。「不要
なものから大切なものへ」という楽しみか
たを考えてみませんか。
もしお気に入りの段ボールがあれば
ぜひお持ちください！

①カードケースづくり 13:30～15:00

②ペンケースづくり 15:15～16:45
〔料金：各 3500 円      定員：各 10 名様〕

世界中の落ちている段ボールから財布など
の小物をつくる活動をしています。「不要
なものから大切なものへ」という楽しみか
たを考えてみませんか。
もしお気に入りの段ボールがあれば
ぜひお持ちください！

13 Shop R

http://carton-f.com/

http://carton-f.com/


戻る

重ね煮のポタージュづくり
by MITOFUJI

10:00～

〔料金：2000 円      定員：30 名様〕

食べ物にも体を温める「陽」、体を冷やす
「陰」があるという考えのもと、両方の食
材を組み合わせて一つの鍋で煮ることで、
美味しく、食材の性質を最大現に生かす
というのが重ね煮の料理法です。今回は
ポタージュをつくりながら重ね煮を体感
してみませんか。 
https://chiori-style.com/

13 tabe room R

　要予約。事前予約をオススメします。
（当日飛び込みでご参加いただける場合もあります。）
R

https://chiori-style.com/


戻る

レンタサイクル by Bike is life.

11:00～17:00
全 8 台 無料貸し出し
（3時間以上＝1台 1600 円）

Bike is life. の自転車で西脇の町を走るこ
とができます。当日は西脇のオススメサ
イクリングマップも配布予定！
台数は限られていますのでお早めに！

https://bikeis.life/

13 14

https://bikeis.life/


戻る

うなぎの寝床× Bike is life.

8/13 火　15:00～17:00
うなぎの寝床 白水さん
　　　　 × 
Bike is life. 山田さん

うなぎの寝床 代表の白水とBike is life. 代表の
山田による、トーク。
九州を拠点にする 2人が、地域のこと、今考え
ていること、ざっくばらんにお話しします。

tabe room13 R

　要予約。事前予約をオススメします。
（当日飛び込みでご参加いただける場合もあります。）
R

http://unagino-nedoko.net/
https://bikeis.life/

https://bikeis.life/
http://unagino-nedoko.net/


戻る

みさきごはん
tamaki niime のヴィーガンごはん。動物性
の食材は一切使用せず、tamaki niime の畑
で採れたばかりのものや、安心安全信頼で
きるものを選び抜き、使用しています。

tamaki niime のヴィーガンごはん。動物性
の食材は一切使用せず、tamaki niime の畑
で採れたばかりのものや、安心安全信頼で
きるものを選び抜き、使用しています。

10 11 12 14

MITOFUJIMITOFUJI
安心安全の食材と昔ながらの製法にこだ
わった調味料と、自然派の野菜を使用し、
陰と陽の重ね煮料理を提供します。素朴で
美味しく、健康によいお料理です。
※腹ごしらえはご予約不可です。

https://chiori-style.com/

13

https://chiori-style.com/


戻る

藍をはじめとする天然染料を 100%使用
し、昔ならではの染色技術や手作業を用
いた染色を行なっています。
昨年大好評だったオリジナルの
衣服を今年も販売いたします。
そして、きぶんシリーズ 8月の
宝島染工×tamaki niime の
藍染作品も同時に発売しています。

http://www.takarajimasenkou.com/

宝島染工［藍染衣服］

14 15

http://www.takarajimasenkou.com/


戻る

biga［かごバッグ］

ブルキナファソと日本に拠点を置き、西
アフリカの手仕事を紹介します。軽くて
しなやかな手編みカゴ、モシ族の伝統的
な藍染手織り布、アフリカンテキスタイ
ルの雑貨などをお届けします。

https://biga.jp/

14 15

https://biga.jp/


戻る

　要予約。事前予約をオススメします。
（当日飛び込みでご参加いただける場合もあります。）
R

②ペパニカアレンジ
　15:00～

　〔料金〕3500 円
    〔定員〕20 名様

①ピフポフ
　11:00～/13:00～

　〔料金〕2500 円
　〔定員〕各 20 名様

紙でつくる手のひらサイズのアコーディオ
ンの「ペパニカ」と「ピフポフ」を作るワー
クショップ。作り方指導だけではなく、完
成したらワークショップに参加したみんな
で簡単な演奏をします。

http://www.papernica.com/

紙でアコーディオンづくり
　　　　　　　　　　　 by ペパニカ

14 Shop R

http://www.papernica.com/


戻る

お茶づくり by松茶商店

11:00～17:00 随時受付（所要時間 30 分）

〔料金：1000 円      定員：各 4名様〕

落花生、かぼちゃの種、黒ごま、茶葉を
すり鉢ですりつぶして、最後に客家擂茶
(はっかれいちゃ )と混ぜて飲んでいただ
く、客家擂茶の体験会のような感じです。
昔、客家擂茶は、すり鉢で豆や雑穀をす
りつぶして飲まれていました。それを簡
単に再現するようなイメージです。
物販あり。

11:00～17:00 随時受付（所要時間 30 分）

〔料金：1000 円      定員：各 4名様〕

落花生、かぼちゃの種、黒ごま、茶葉を
すり鉢ですりつぶして、最後に客家擂茶
(はっかれいちゃ )と混ぜて飲んでいただ
く、客家擂茶の体験会のような感じです。
昔、客家擂茶は、すり鉢で豆や雑穀をす
りつぶして飲まれていました。それを簡
単に再現するようなイメージです。
物販あり。

14 tabe room

http://www.matcha-store.jp/

http://www.matcha-store.jp/


戻る

多面体づくり byリュータロー

①多面体基礎
13:30～15:30

〔料金：2000 円　定員 :各 10 名様〕

猟師リュータローによる、多面体づくり。
多面体の不思議を解説しながら、実際に
手を動かしてみんなで多面体を作成しま
す。宇宙のような多面体の世界を体験し
ていただけます。

14 creation room R

　要予約。事前予約をオススメします。
（当日飛び込みでご参加いただける場合もあります。）
R

②多面体応用
16:00～18:00



戻る

みさきごはん
tamaki niime のヴィーガンごはん。動物性
の食材は一切使用せず、tamaki niime の畑
で採れたばかりのものや、安心安全信頼で
きるものを選び抜き、使用しています。

tamaki niime のヴィーガンごはん。動物性
の食材は一切使用せず、tamaki niime の畑
で採れたばかりのものや、安心安全信頼で
きるものを選び抜き、使用しています。

10 11 12 14

Cafe selenCafe selen
兵庫県篠山市の趣のある元郵便局でカフェ
を営んでいます。食事もさることながら、
ケーキが絶品！今回は、オススメのケーキ
をたくさん持ってきていただくことになり
ました。
※腹ごしらえはご予約不可です。

https://www.instagram.com/cafe_selen/
?hl=ja

14

https://www.instagram.com/cafe_selen/?hl=ja


戻る

大阪府枚方市にある築 150 年の古民家を
使った雑貨とカフェ『ルポ・デ・ミディ』。
自然と向き合いながら昔ながらの製法で作
る天然素材の石けん、
ねんどや米ぬかなど
自然素材のスキンケア
で出店させて頂きます。

https://www.instagram.com/reposdemidi/

Repos de midi［石けん］

15

https://www.instagram.com/reposdemidi/


戻る

BAILER［バッグ］

BAILER/ ベイラーは、船舶用布バケツを
生活の道具として使いやすくデザインし
たブランド。3sun としてコシラエ会も
参加します。

http://3sun.jp/

15

http://3sun.jp/


戻る

ブレスレット、ネックレスづくり
                                               by 3sun

11:00～17:00 随時受付〔料金：500 円〕

アップサイクルを軸としたブランド。今回は
工場に眠っていたカラフルな釦を使ってブレ
スレットやネックレス作りのワークショップ
を行います。

http://3sun.jp/

15 Shop

http://3sun.jp/


戻る

　要予約。事前予約をオススメします。
（当日飛び込みでご参加いただける場合もあります。）
R

スパイスづくり
　　　　　　　by ヒンホイ＆堀江座

14:00～15:00
〔料金：2000 円　定員：20 名様〕

カレー店主＆元カレー店主による、スパイ
スづくり講座！スパイスに興味があるけど
何がオススメかわからない、組み合わせ方
を知りたいなど、今こそ疑問を解消し、美
味しい料理づくりに役立てましょう！

15 tabe room R



戻る

ヒンホイ
神戸の大人気カレー店。スパイスを使って
いるのにマイルドでとても食べやすい美味
しさ。今回は堀江座とコラボです！

15

やさい食堂 堀江座
元々カレー店でしたが、今では野菜を使っ
た体にやさしいお料理を提供するように。
カレーももちろん絶品！
※腹ごしらえはご予約不可です。

15




