mono ATelieR

9月

イベントスケジュール（体験講座／ワークショップ／その他）

月 (MON)

26

SEP

火 (TUE)

水 (WEN)

27

28

木 (THU)

29

金 (FRI)

30

土 (SAT)

31

◉体験講座

日 (SUN)

1

◉パートドヴェール（3 名）
10:15~11:45
◉サンドブラスト

休講

★金継ぎワークショップ
（10名）
10:30 ~ 12:00（欠け／90分）
13:30 ~ 15:00（割れ／90分）

★ワークショップ

★自由に描くガラスプレート
14:00~15:30（7名）

その他イベント

2

3

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

◉陶 芸（2 名）10:30~12:00
◉陶 芸（2 名）
◉パートドヴェール（3 名）◉陶 芸 14:00~15:30（2 名） ◉陶 芸（2 名）
◉陶 芸（2 名）
◉陶 芸（2 名）
10:30~12:00 / 14:15~15:45 10:30~12:00/14:15~15:45 10:15~11:45/14:00~15:30 子供体験 休講
10:30~12:00/14:15~15:45 10:30~12:00/14:15~15:45 ◉パートドヴェール（3 名）
◉酸素バーナー（7
名）
◉フュージング（3
名）
◉酸素バーナー（7
名）
10:15~11:45
◉サンドブラスト（3 名） ◉サンドブラスト（3 名） ◉フュージング（3 名） 10:00~11:30
◉体験講座 10:15~11:45
13:45~15:15
14:00~15:30
15:30~17:00
15:30~17:00
◆木工トレーニング（3 名）◉パートドヴェール（3 名）
◉サンドブラスト（3 名） ◉サンドブラスト（3 名）
15:30~17:00
10:15~11:45
14:30~16:00
10:15~11:45 / 14:00~15:30
★金継ぎワークショップ90分
（10名）
（6名） ★天然石をえらんで作る
★ガラスコルクボトル
★フュージング
★陶芸電動ろくろ （6名） ★インテリアフラワーボックス
（6名）★陶芸/招き猫絵付け
10:30 ~（欠け）/13:30~（割れ）
16:30~18:00
オリジナルシルバーリング
（6名） オリジナルフラワーアレンジ
紅葉プレート
（6名）
10:30~12:00 / 14:15~15:45 10:30~12:30 / 14:00~16:00
★陶芸ハロウィンWS
（6名）
14:00~15:30
★モダンガラスジュエリー 10:00~12:00 / 13:30~15:30 11:00~12:30（8名）
14:15~15:45
（6名）10:00~12:30（5名）
★陶芸とガラスの酒器セット ★敬老の日ガラスギフト
ト
（5名）
★家紋柄オリジナルガラス ★ギャラクシーペンダン
★ワークショップ
制作 （6名） 10:30~16:30 12:00~13:30
10:00~12:00 / 14:00~16:00
★猫デザインのグラス・皿
（6名）
14:00~15:30（6 名）
★パートドヴェール秋の小皿
10:15~11:45
14:00~15:30（7名）
その他イベント
★サンドブラスト（4 名） ★サンドブラスト（4 名）
★サンドブラスト（4 名） ★敬老の日ガラスギフト
（6名）
①アニバーサリープレート ①アニバーサリープレート
①アニバーサリープレート 12:00~13:30
★サンドブラス 15:30~17:00
②手作りガラスギフト
②手作りガラスギフト
②手作りガラスギフト
①アニバーサリープレート
15:30~17:00
10:15~11:45
②手作りガラスギフト
14:00~15:30

9

◉体験講座

◉陶 芸（2 名）
10:30~12:00
◉酸素バーナー（7 名）
10:00~11:30/13:45~15:15
◉フュージング（3 名）
10:15~11:45
★陶芸ハロウィンWS
（6名）
14:15~15:45

10

◉陶 芸（2 名）
10:30~12:00

◉パートドヴェール 休講
★親子で楽しむ手形足形アート
ハロウィンVer
（6名）
10:30~12:00 / 13:00~14:30

★フュージング／
ィンWS
（6名）
ガラスで作るオリジナル表札 ★陶芸ハロウ
14:15~15:45
14:00~15:30 （6 名）
その他イベント
★陶芸電動ろくろ （6名）
10:30~12:00

★ワークショップ

16

17

◉陶 芸（2 名）
◉陶 芸（2 名）
10:30~12:00 / 14:15~15:45 14:15~15:45

◉体験講座

◉フュージング（3 名）
10:15~11:45

◉酸素バーナー

◉陶 芸（2 名）
◉パートドヴェール（3 名）
◉パートドヴェール（3 名）◉陶 芸 14:00~15:30（2 名） ◉陶 芸（2 名）
10:30~12:00
10:15~11:45/14:00~15:30 子供体験 休講
10:15~11:45
10:30~12:00
◉酸素バーナー（7 名）
◉サンドブラスト（3 名） ◉酸素バーナー（7 名）
◉フュージング 休講
◉サンドブラスト（3 名） 10:00~11:30
13:45~15:15
10:15~11:45
15:30~17:00
◉サンドブラスト（3 名） ◆木工トレーニング（3 名）
◉サンドブラスト（3 名）
16:00~17:30
14:00~15:30
15:30~17:00
★スワロフスキーを使って
★陶芸ハロウィンWS
（6名） ★月星座のパフューム（6名）
★金継ぎワークショップ
（10名）
★天然石をえらんで作る
秋色香るピアス／イヤリング
（6名）
16:30~18:00
10:15~11:45 / 13:00~14:30 オリジナルシルバーリング（6名）13:30 ~ 15:00（割れ／90分）
10:15~11:45 / 13:15~14:45
10:00~12:00 / 13:30~15:30 ★自由に描くガラスプレート
★犬デザイ
ンのグラ
ス
・
皿
（6名）
★
羊毛フ
ェルトの猫がま口
（5名）
★手ごね石鹸作り
（6名）
★陶芸ハロウィンWS
（6名） 14:00~15:30（7名）
10:00~12:00 / 13:30~15:30 14:15~15:45
10:00~12:00 / 14:00~14:30 10:15~11:45
★敬老の日ガラスギフト
（6名）
★敬老の日ガラスギフト
（6名）★サンドブラスト（4 名） ★陶芸ハロウィンWS
（6名） ★家紋柄オリジナルガラス 12:00~13:30
14:00~15:30（6 名）
12:00~13:30
①アニバーサリープレート 14:15~15:45
★サンドブラスト（4 名） ★サンドブラスト（4 名）
★サンドブラスト（4 名） ②手作りガラスギフト
★色鮮やかなガラスで
①アニバーサリープレート ①アニバーサリープレート
①アニバーサリープレート 14:00~15:30
オリジナルリング作り
②手作りガラスギフト
②手作りガラスギフト
②手作りガラスギフト
15:30~17:00
15:30~16:30 / 17:00~18:00
10:15~11:45
15:30~17:00

◉パートドヴェール 休講 ◉陶 芸 14:00~15:30（2 名） ◉陶 芸（2 名）
子供体験 16:30~18:00（2 名） 10:30~12:00/14:15~15:45
休講 ◉サンドブラスト（3 名） ◉サンドブラスト 休講 ◉フュージング（3 名）
15:30~17:00
15:30~17:00

◉パートドヴェール 休講

★インテリアフラワーボックス
（6名）
★ギャラクシーペンダント
（5名）
★家紋柄オリジナルガラス
10:00~11:30 / 13:45~15:15 10:30~12:30 / 14:00~16:00 12:00~13:30（6 名）

★ワークショップ
その他イベント

★フュージング
紅葉プレート
（6名）
14:00~15:30

23

◉陶 芸（2 名）
10:30~12:00 / 14:15~15:45
◉酸素バーナー（7 名）
10:00~11:30/13:45~15:15
◉フュージング（3 名）
10:15~11:45
★親子で楽しむ手形足形アート
ハロウィンVer
（6名）
10:30~12:00 / 13:00~14:30

★陶芸電動ろくろ （6名）
14:15~15:45

★サンドブラスト（4 名）
①アニバーサリープレート
②手作りガラスギフト
15:30~17:00

★リボンで作る華やかな
リース作り（6 名）
10:00~12:00 / 13:00~15:00

★透かしデザインのシルバー
アクセサリー
（6名）
13:30~16:00

◉陶 芸（2 名）
◉陶 芸（2 名）
10:30~12:00/14:15~15:45 10:30~12:00
◉サンドブラスト（3 名） ◉パートドヴェール（3 名）
10:15~11:45
10:15~11:45
◆木工トレーニング（3 名）◉サンドブラスト（3 名）
15:30~17:00
15:00~16:30
★陶芸電動ろくろ （6名）
★スワロフスキーを使って

ビジューリング作り
（6名）

14:15~15:45

10:15~11:45 / 13:15~14:45 ★まるとしかくのフットライト
★透かしデザインのシルバー 10:30~12:00/14:00~15:30（7名）
★パートドヴェール秋の小皿
13:30~16:00（6名）
14:00~15:30（7名）

★家紋柄オリジナルガラス ★ハロウィンのグラス/お皿（6名）
14:00~15:30（6 名）
12:00~13:30
★サンドブラスト（4 名） ★サンドブラスト（4 名）
①アニバーサリープレート ①アニバーサリープレート
②手作りガラスギフト
②手作りガラスギフト
15:30~17:00
10:15~11:45
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27
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2

3

4
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29

◉パートドヴェール（3 名）
◉陶 芸（2 名）
◉酸素バーナー（7 名）
◉陶 芸（2 名）
◉陶 芸 14:00~15:30（2 名） ◉陶 芸（2 名）
10:30~12:00/14:15~15:45 13:45~15:15
子供体験 16:30~18:00（2 名） 10:30~12:00/14:15~15:45 10:30~12:00/14:15~15:45 10:15~11:45
名）
◉パートドヴェール（3 名） ◉パートドヴェール（3 名）◉サンドブラスト（3 名） ◉フュージング 休講
◉サンドブラスト（3 名） ◉サンドブラスト（3
◉体験講座
15:30~17:00
10:15~11:45 / 14:00~15:30 10:15~11:45/14:00~15:30 14:00~15:30
10:15~11:45
★自由に描くガラスプレート
◉サンドブラスト（3 名）
14:00~15:30（7名）
15:30~17:00
★陶芸電動ろくろ （6名） ★スワロフスキーを使って
（6名） ★スワロフスキーを使って
★犬デザインのグラス・皿
（6名）★月星座のパフューム（6名） ★手ごね石鹸作り
秋色香るピアス／イヤリング
（6名）
10:30~12:00 / 14:15~15:45 ビジューリング作り
10:00~12:00
/
14:00~14:30
（6名）
10:15~11:45
10:15~11:45 / 13:00~14:30
10:15~11:45 / 13:15~14:45
10:15~11:45 / 13:15~14:45
★羊毛フェルトの猫がま口（5名）★リボンで作る華やかな
★サンドブラスト（4 名） ★ガラスコルクボトル
★酸素バーナー
10:00~12:00 / 13:30~15:30 リース作り（6 名）
★家紋柄オリジナルガラス ①アニバーサリープレート
ガラスのリング
10:00~12:00 / 13:00~15:00
★ワークショップ ★フュージング／
オリジナルフラワーアレンジ
★家紋柄オリジナルガラス ★ハロウィンモチーフの
12:00~13:30（6 名）
ガラスで作るオリジナル表札 10:00~12:00（5名）
②手作りガラスギフト
11:00~12:30（8名）
その他イベント 14:00~15:30 （6 名）
グラス/お皿
（6名）
14:00~15:30（6 名）
14:00~15:30
12:00~13:30
★サンドブラスト（4 名）
★フュージング
★サンドブラスト（4 名） ★サンドブラスト（4 名）
①アニバーサリープレート
オリジナル時計制作
①アニバーサリープレート ①アニバーサリープレート
②手作りガラスギフト
15:30~17:30（6名）
②手作りガラスギフト
②手作りガラスギフト
10:15~11:45
15:30~17:00
15:30~17:00

30
◉体験講座

◉陶 芸

休講

◉フュージング

休講

★陶芸ハロウィンWS
（6名）
14:15~15:45

★ワークショップ
その他イベント

2019/08/20

