
                       
 

藤野芸術の家 催し情報 
 

□■初夏と七夕の期間限定メニュー■□ 
当日9:00～12:00、13:00～15:00に随時受付。予約不要 

●New七宝アートでカラフルアクセサリー作り 
特殊なペンを使って細かい表現も簡単にできる新しい七宝焼き体験です。 
銅版に七宝絵の具をホセ（竹べら）を使って盛り、焼成します。数分間冷ましてから、デコペンで細かい模様

を描き、お好きなアクセサリーパーツを貼り付けて完成です。銅版は丸型、しずく型の土台付きのシンプルな

形のものと、小鳥や猫、熊などの動物の形にカットされたものからお選びください。パーツはストラップ、キーホ

ルダー、ブローチ、ネックレス等からお好きなものを選びます。デコペンを使うことで、従来の七宝焼きでは表

現することの難しかった線や点などの細かい表現も簡単にでき、お子様はお絵描きするように気軽に、大人

の方は高級感ある七宝焼きならではの質感を味わいながら作品作りを楽しめます。 

なお、焼成後ラインストーンを貼り付けることもできます。（焼成はスタッフが行います。) 

■期 間  開催中～7月2日（日） 

■参加費 どうぶつアクセサリー（型抜き銅版タイプ）・ストラップ・キーホルダー・ブローチ・ネックレス 各1,000円   

まる・しずくアクセサリー（土台付き銅版タイプ）・ストラップ・キーホルダー・ブローチ・ネックレス・イヤリング・ヘアゴム 各1,300円 

 

●木をくっつけて楽しもう♪  
「リールゴマセット」、「ロボット」、「ジェット機」、「クラフトバイク」から選び、楽しく作って楽し

く遊べる木のクラフト体験です。 
各ベースに木片や木の枝、木の実などをボンドで貼り付けて、絵の具やニス、ラインストーン、スパンコール

などで仕上げます。「リールゴマセット」は、リールゴマとコマを回す小さな台がセットになっています。グリップ

にセットしたコマを回して遊びます。リールゴマの大きさは約18㎝×8㎝×6㎝です。「ロボット」 は、約2㎝

角のキューブを針金でつなげて作ります。針金でつないだ関節を曲げて色々なポーズを作って遊びます。ロ

ボットの大きさは約20㎝×10㎝×3㎝です。 

「ジェット機」は、棒材や板材の組み合わせで色々な形に作れます。大きさは約25㎝×25㎝×3㎝です。 

「クラフトバイク」は、アレンジして作ったあとに走らせて遊びます。大きさは約18㎝×15㎝×5㎝です。 

■期 間 開催中～7月2日（日） ■参加費1,000円    

 

●ハートのミニボウル/キャニスター（保存容器）/とっくり＆おちょこ 
ガラスに砂を吹き付けて削り、模様を付けるサンドブラストの初夏メニュー 
食卓を可愛く演出できる｢ハートのミニボウル｣、中身が見えて使いやすい「キャニスター（保存容器）」 、透明感

のあるクリスタルガラスの「とっくり＆おちょこ」の3種類です。芸術の家オリジナルデザインのシールを期間限

定で販売します。従来のシールやデザインシートと組み合わせて、季節感のある作品作りをお楽しみくださ

い。 

■期 間 開催中～7月2日（日）  

■参加費・ハートのミニボウル800円 ・キャニスター 1,000円 

・とっくり＆おちょこ 2,000円 

・季節限定オリジナルシール100円 （約 8㎝×8㎝）、200円（約 16㎝×8㎝）、300円（約 16㎝×16㎝）  



                       
 

●陶器のウインドチャイム作り 
陶器の⽴体オブジェにチャイムに取り付けて涼しげな音を楽しみます。 
あらかじめ穴を開けた立体オブジェに着色してニスを塗りラインストーンやスパンコールでアレンジします。 

それにチャイムキットを取り付けて完成です。季節感のある涼しげなメニューです。 

作った当日に持ち帰れます。 

■期 間 開催中～7月7日（金） ■参加費1,000円   

 

 

●小宇宙を感じよう！！ギャラクシー★天体望遠鏡！！ 
星空を感じられる七夕天体望遠鏡作りです。 
天体望遠鏡はキットになっており、どなたでも簡単に作ることができます。表面にシール類を貼ったり、ペンや絵の具

で色を付けて、カッコイイ自分だけのオリジナル天体望遠鏡に仕上げます。キットのみでも完成できますが、オプショ

ンとして専用の三脚も付けます。大きさは縦40㎝長さ40㎝幅20㎝ほどの卓上サイズです。倍率は30倍で月の

クレーターを見られるくらいです。 

■期 間 開催中～7月7日（金） ■参加費1,8００円   

 

 

●ガラス工芸 サンドブラスト ガラスの⾵鈴 
ガラスに砂を吹き付けて削り、模様を付けるサンドブラストの七夕メニュー 
夏の期間限定でも登場する、毎年好評の「ガラスの風鈴」を七夕期間から体験できます。藤野芸術

の家オリジナルデザインのシールを期間限定で販売します。従来のシールやデザインシートと組み合

わせて、季節感のある作品作りをお楽しみください。暗闇で光る蓄光テープを貼ることもできます。 

■期 間 6月3日（土）～8月31日（木） ■参加費 1,300円  

 

 

●陶芸 FLOWER！ 
季節感ある器を作る陶芸体験です。 
花をモチーフにしたお皿やカップを作ります。どなたでも気軽に作れるように花型の新しい型紙や石膏

型、スタンプ等もあるので簡単にきれいな器を作れます。花をモチーフにしたお皿やカップなどの見本

を多数展示します。 

■期 間 開催中～6月19日（月） ■参加費800円    

 

 

 

 

 

 



                       
 

●ＵＶレジンで作るクリスタル・アクセサリー 
ＵＶレジンでアクセサリーを作ります。 
直径 2㎝の金属製の器に様々な専用パーツ（背景シール、金属パーツ、ラインストーン等）を配置し、ＵＶクリスタ

ルレジン（樹脂）を流し込み、紫外線照射機で固めます。30分程度で固まります。(樹脂の流し込みと照射機に当

てる作業はスタッフが行います。) 

■期 間 開催中～5月28日（日） ■参加費800円   

 
 

□■夏の工房期間限定メニュー■□ 
7/15（土）～8/31（木） 
当日9:00～12:00、13:00～15:00に随時受付。予約不要 

●水色タンブラー/冷茶グラス/ガラスの⾵鈴/LEDスタンドライト 
ガラスに砂を吹き付けて削り、模様を付けるサンドブラストの夏メニュー 
夏の期間限定は、夏らしい水色の被せガラス「水色タンブラー」、涼しげな「冷茶グラス」、スイッチを入れる

とサンドブラストした部分が光に照らされ浮かび上がる「LEDスタンドライト（大・ブルー、小・レインボー）」、毎

年好評の「ガラスの風鈴」を用意します。また、藤野芸術の家オリジナルデザインのシールを期間限定で販

売します。従来のシールやデザインシートと組み合わせて、季節感のある作品作りをお楽しみください。 

※ガラスの風鈴は 6月 3日（土）から七夕企画としても開催します。暗闇で光る蓄光テープを貼ることもで

きます。 

■参加費・水色タンブラー1,500円・冷茶グラス1,000円・ガラスの風鈴 1,300円  

・LEDスタンドライト（大・ブルー）1,600円、 （小・レインボー）800円 

・季節限定オリジナルシール 小サイズ （約8㎝×8㎝）100円、中サイズ（約16㎝×8㎝）200円、大サイズ（約

16㎝×16㎝） 300円 

 

 

 

 

●輝く世界をのぞいてみよう！ミニ万華鏡作り 
液体タイプの万華鏡作りを夏休み期間限定で実施します。 
プラスチックの透明容器に小さなガラスやビーズ等を入れ、液体を注ぎ蓋をして本体にセットします。 

本体の周りにホログラムシールやテクスチュアシールなど好きなシールを貼りヒモを取り付けて完成で

す。メタルテープや様々な形に切り抜かれたシール等でデコレーションも楽しめます。本体を上下逆さま

に回転させるとオブジェクトが液体の中をゆっくりと動き、また、パウダーは光を反射させてマリンスノーの

ようにキラキラと輝きます。約12㎝のミニサイズなので、気軽に持ち歩き、いつでも美しい映像を楽しん

でいただけます。また、蓄光パウダーや蓄光シールを使い、暗い所で光る万華鏡を作ることもできます。

プラスチックの試験管を利用した芸術の家オリジナルの万華鏡作りのメニューです。本体にはあらかじ

め組み立てたミラーをセットしておきますので、小さなお子様でも気軽に体験できます。（体験時間約30分） 

■参加費 1,600円 

 



                       
 

●白磁のデコアクセサリー  
裏⾯にアルファベットのスタンプでイニシャルやネームを入れよう！ 
白磁でできたイルカやカメなど夏らしい海の生き物型などのモチーフに、デコアート用の絵の具で模様を描

いたり、ラインストーンを貼ったりして自由にデコレーションします。乾かしてから「アクセサリーパーツを付け

てブローチやストラップなどに仕上げます。当日お持ち帰りできる陶芸メニューです。 
■参加費 800円 
 

●カラフルアレンジ時計作り 
工作粘土で自由にアレンジ。オリジナル時計を作ろう！ 
直径約18㎝のコルクの円型のベースに、工作粘土で自由に形を作って色を塗ったりして貼り付けま 

す。スパンコールやラインストーンなどでアレンジもできます。当日お持ち帰りできる陶芸メニューです。 

■参加費2,000円     

 

●夏のスペシャルフュージング！  
カラフルアクセサリー/ミニミラー/ キラキラ時計 

ガラスフュージングでアクセサリーを作ろう！ 
2㎝×2㎝の板ガラスを2枚重ねた上に、小さくカットしたガラスや、棒ガラスなどを自由に乗せてデザイ

ンします。 800℃で約10分焼成。30分ほど冷まし、フュージング作品を作ります。「カラフルアクセサリ

ー」 はビーズとチャームが付いたオリジナルのストラップかキーホルダー、ネックレスの中からパーツを

選び、作品に貼り付けて完成。「ミニミラー」（約 10ｃｍ）は、ミラーの周りにビーズやナゲット等を貼り付

け、作品をキーチェーンのパーツに貼り付けて完成です。ミラーの土台となるアクリル板の形は丸型、星

型、ハート型、花型を用意します。「キラキラ時計」（約15㎝×15㎝）はフュージング作品を4個作成。

アクリル板にナゲットやラインストーン等と組み合わせて貼り付けます。アクリル板の中央に自由に絵を描

くことができます。デコレーション用にメタルテープやメタルパーツも用意します。アクリルスタンド付きで置

時計としても掛け時計としても楽しめます。 

■参加費・カラフルアクセサリー800円 ・ミニミラー1,000円   キラキラ時計2,500円                

 
●ボックスアートを作ってみよう！ 
ＮＥＷ！ジャンクアート工作 
無垢の木の板で組んだボックス（約14㎝×19㎝×10㎝）の中に、金属、プラスチック、

木片等いろいろな素材を自由に組合わせて作った後に、透明なプラ板を前面に貼り付

け、オシャレに仕上げます。 

■参加費800円 
 

●NEW!オカリナの絵付け 
素焼きのオカリナに絵を描いたりデコレーションをする体験です。 

アクリル絵具で絵付けをし、ラインストーンをつけてデコレーションし、オリジナルのオカリナに仕

上げます。 
■参加費1,300円 

 

 



                       
 

●木 の 工 作セット 
小学生の夏休みの課題に最適な木の工作体験です。 

帆船（ベース板 約25㎝×9㎝×4㎝）・木のトランク（約20㎝×14㎝× 

6㎝）・宝箱（約 20㎝×12㎝×14㎝）・木のウィンドチャイム（高さ約 40

㎝）から選んで作ります。  

■参加費800円～1,300円 
        

 
 

 

 

 

□■出演者募集中！■□ 

電話か窓口で予約☎042-689-3030（藤野芸術の家 受付時間9:00～21:00）  

 

●藤野芸術の家第7回音フェス 出演者募集中！ 
ポップス、ロック、ハワイアンなどジャンル不問の⾳楽フェスティバルです。 

ステージ経験ゼロでもプロでもＯＫ！ 
★出演者募集締め切りは8月27日（日）所定の申込書必着  
※9月3日（日）までに抽選結果と事前打合せ日をお知らせします。 

★公演は10月15日（日） 開場12:30 開演13:00 

【応募資格】 

・藤野芸術の家の音楽スタジオ又はクリエーションホール利用者 

・事前打合せ、リハーサルに参加可能な方 ※リハーサル10/14（土） 

・集客活動に積極的に取り組み、他の出演者を観覧し音フェスを盛り上げてくれる方 

【応募方法】 

電話または窓口で申込みください。 受付後に所定の申込書を送りますので必要事項を記入の上、 

〆切までに返信して下さい。応募者多数の場合は抽選となります。 

〆切→8/27（日）所定の申込書必着 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       
 

□■参加者募集中！■□ 
電話か窓口で予約☎042-689-3030（藤野芸術の家 受付時間9:00～21:00）  

●藍染で素敵に染めよう！Ｔシャツ＆エコバック 
大人も子どもも楽しめる藍染のワークショップです。 
藍の乾燥場を使った染液でＴシャツ型はエコバックを染めます。染めたばかりは緑色ですが、空気に触れると

徐々に青色に変化していきます。 

小さく畳んで、板に挟んで添える「板締め絞り」や輪ゴムを使った簡単な「絞り染め」等の技法を使うことで、簡単

にろいろな模様をつけることができます。火を使わず水のみで染めるので、小さなお子様でも安心して体験できま

す。Tシャツや予約時にサイズを教えていただき（子供用Ｔシャツ110・120・130・140/大人用Ｔシャツ婦人用

Ｍ・Ｌ 紳士用Ｍ・Ｌ）ご希望のサイズを用意します。 

エコバックは当日参加も可能です。なお、藍の乾燥葉は昨年採取したものと購入したものを合わせて使用します。 

■日時 7月１日（土）・2日（日）・8日（土）・9日（日） 各日10:00～12:00  

■定員 各日10人 

■対象 小学生から ※小学生以下は保護者同伴で体験可 

■参加費 大人用Ｔシャツ2,000円、子供用Ｔシャツ1,500円、エコバック 1,000円 

 

 

 

 

●夏休み！親子で楽しむ！3つのラッパのコンサート 
プロの吹奏楽団「東京吹奏楽団」の3人のラッパ奏者による、子どもたちに人気のある曲やクラ 

シックなどの演奏とお話。体験コーナーも織り交ぜた、親子で楽しめる一時間のミニコンサート！ 

■日 時 7月23日（日）14:00～15:00 開場は13:30 

■会 場 藤野芸術の家クリエーションホール 

■出 演 東京吹奏楽団 トランペット杉本正毅（すぎもと まさき）、 

ホルン大見川 満（おおみがわ みつる）、ユーフォニウム佐藤 信之（さとう のぶゆき） 

■対 象 幼児から小学生低学年 ※大人だけでも入場できます。 

■プログラム クラシックから子ども達に人気の曲、童謡など 

■入場料  ひとり 550円   

 

●ＤＲＵＭＣＩＲＣＬＥ
ド ラ ム サ ー ク ル

 

〜みんなで作ろう⾳楽の輪！ドラムサークルでリズムコミュニケーション〜 
色々な打楽器を使い、みんなが輪（サークル）になり、アンサンブルを楽しむ

参加型の音楽イベントです。 

■日 時 8月6日（日）13:30～14:３0 

■会 場 藤野芸術の家クリエーションホール 

■講 師 尾崎元章 

■対 象 幼児から大人 

■参加費 子ども ５00円  大人800円  

 

 

 

 



                       
 

□■毎日開催中■□ 

お部屋で作ろう！藤野芸術の家オリジナルキーホルダー 
宿泊されている方を対象に、お部屋でも簡単な作品作りが楽しめるメニューがスタートします。 

お家や葉っぱなどの様々な形に切り抜かれたオリジナルのアクリル板（5㎝×5㎝程度の大きさ）の裏側（サンドブラストされた面）

に、専用の色鉛筆で自由に絵を描き、キーホルダー用のボールチェーンを穴に通して完成です。小さなお子様から大人の方まで

気軽に楽しんでいただけます。フロントにて材料の販売と色鉛筆の貸し出しをします。 

■販売 450円 

 
 
世界の名器スタインウェイピアノを使ってホール練習！気軽にホールでピアノ練習 ★申込み受付中 

発表会、コンクール、コンサート前に、世界の名器スタインウェイピアノを使ってのホール練習を気軽に行えます。  

利用目的が、ピアノの練習又は、演奏者が5人までのアンサンブルの練習のみ利用可能です。 

■時  間 9:30～20:30のうち、1時間、続けて30分単位で申込み可能。 

■申込み 2週間前より電話で受付。 

042-689-3030（藤野芸術の家）  

1人又は、１組当たり1日1回、3時間を上限です。 

■料  金 １時間2,000円  続けて30分1,000円 （ご利用希望時間に、クリエーションホール利用があった場合はご利用  

いただけません。） 

 

 

いつでも陶芸、木工、ガラス工芸の制作体験！★予約不要 
専門の指導員が常駐しているので初心者も楽しく体験！     
■期 間：休館日以外毎日 ■受 付：当日9時～12時、13時～15時 に随時受付け 

○陶芸体験800円～  初めてでも気軽に作れる、茶碗やお皿、カップ作りの陶芸体験 

○陶器に絵付け体験1,000円 陶器のお皿やカップに絵を描く体験 

○木工体験 500円～ キットを組み立て色を塗ったりして作る「ミニドールハウス」「木の乗り物」「プチ宝箱」などや木工機械を使って作る「パズル」,「カービング作

品」などの木工創作体験          

○ガラス工芸体験800円～ ガラスの器などにシールやビニールテープでデザインを作り、砂を当てて模様をつけるサンドブラスト体験 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       
 

□■藤野芸術の家キャンプステーションのご案内■□ 
予約受付中！豊かな緑に囲まれた施設の中で自然体験を満喫！ 
併設の体験工房で気軽にものづくりに挑戦！シャワーやトイレも完備された、ファミリーキャンプに最適なテントサイトです。                  

ディキャンプ（日帰りキャンプ）も予約受付中です。 

 

 

■期間 4月～10月  

■時間 テントサイトチェックイン15時、チェックアウト10時  デイキャンプ昼食の部10時～15時、夕食の部15時～21時 

■料金 テントサイト１張り一泊2,160円 デイキャンプ 昼食の部、夕食の部 各 一人200円 昼食の部～夕食の部通し 一人300円 

■手軽にキャンプ体験 テントが無くてもキャンプ体験ができます。テント 1張り（4人程度） 10,000円（一日2張り限定） 

 

 

■手軽にバーベキュー！手軽にバーベキューを楽しめるように、バーベキュー用品を貸し出します。  

一セット 3,000円  セット内容  ・タープ/イス5脚/テーブル/バーベキューコンロ/ランタン/トング/ヘラ 

単品貸出し・タープ/バーベキューコンロ/ランタン ※単品の料金は要問合せ ※デイキャンプ料と炭の代金は別途 

■予約：電話で藤野芸術の家へ 

※館内のレストラン「Art＆Ｇｒｅｅｎ」は、バーベキュー用の食材セット（食器や調味料付き）もご予約承ります。3日前（休館日を除く）の17時ま

でにご予約ください。※鉄板レンタル、炭と薪の販売はフロントで受付けます。  

 

 
 

 

 

 

 

 

（指定管理者：一般社団法人かながわ青少年協会） 
 

神奈川県立藤野芸術の家（指定管理者 一般社団法人かながわ青少年協会）は、豊かな自然の中でどなたでも気軽に陶芸・木工・ガラス工

芸等を体験できる工房と、音楽や演劇、ダンスなど様々な目的で利用できるクリエーションホール、スタジオ、宿泊室を備えた施設です。 

●電 話：042-689-3030    

●住  所：相模原市緑区牧野4819   

●URL：http://www.fujino-art.jp 

●交 通：自動車 中央自動車道「相模湖」ＩＣから約10分   電車等 ＪＲ中央本線「藤野」駅からバスで約5分 

       【圏央道】  ・海老名ICから相模湖ICまで約27分 

・鶴ヶ島ICから相模湖ICまで約37分 

●休館日 火曜   

7月第一火曜のみ休館 

8月は毎日開館 
 

問合せ先 

県立藤野芸術の家 

電話 042-689-3030  

http://www.fujino-art.jp

