News Release

2017 年 4 月 27 日（木）

総合リゾートホテル ラフォーレ修善寺

夏休みのラフォーレ修善寺に 8 名の伊豆のクリエイターが結集
フィンランドのお守り“ヒンメリ”や間伐材を使った“My カレースプーン”作りなど
「学ぶ・作る・楽しむ」をテーマとした、宿泊者向け特別企画
「ラフォーレサマーワークショップ～自由研究応援プログラム～」を開催
期間：2017 年 7 月 30 日（日）～8 月 20 日（日）

ワークショップの講師となる地元クリエイター8 名

総合リゾートホテル ラフォーレ修善寺（静岡県伊豆市、支配人：髙山博行）では、2017
年夏、伊豆で活躍する 8 人のクリエイターを講師に招き、「学ぶ・作る・楽しむ」をテー
マとした宿泊者向けの夏休み特別企画「ラフォーレサマーワークショップ～自由研究応援
プログラム～」を開催いたします。
「ラフォーレサマーワークショップ～自由研究応援プログラム～」では、伊豆を拠点にも
のづくりの魅力を発信するクリエイターによる、世界でたったひとつのものづくりを体験で
きる 8 つのプログラムを展開。素材や作る物のバックグラウンドを学びながら「ものづくり
の喜び」を体感いただき、ご家族の思い出作りだけでなくお子様の自由研究のきっかけづく
りや好奇心をくすぐるひとときを提供いたします。また、個性豊かな伊豆のクリエイターと
のふれあいを通じて、
“人”という面から伊豆の新たな魅力を発信してまいります。

1

「ラフォーレサマーワークショップ～自由研究応援プログラム～」
「ラフォーレサマーワークショップ～自由研究応援プログラム～」では、自然豊かな緑に
囲まれたラフォーレ修善寺の手づくり体験工房 L キューブにて、7 月 30 日（日）～8 月 20
日（日）の期間中、親子で楽しめるユニークなプログラムを提供いたします。

ラフォーレサマーワークショップ 日程一覧
日程

担当講師

7 月30 日（日）～8 月1 日（火）

門脇 しづか

クリスタルガラスを使ったアクセサリー作り

8 月2 日（水）
・4 日（金）

長濱 友加里

紙のステンドグラス ローズウィンドウ作り

8 月3 日（木）
・10 日（木）

井伊 静香

8 月5 日（土）
・ 6 日（日）

新田 はるみ

8 月7 日（月）～ 9 日（水）

有城 利博

間伐材を使ったMy カレースプーン作り

8 月11 日（金・祝）～ 13 日（日）

諸伏 清美

夏の風に揺られるモビール作り

8 月15 日（火）
・20 日（日）

ワークショップ名

パステルで描く夏の思い出
アロマ香るオリジナルバスボム作り

さかま のぶこ フィンランドの幸運のお守り“ヒンメリ”

8 月19 日（土）
・ 20 日（日）

三橋 由美子

藍-あい-の生葉を使った“たたき染め”

会場：ラフォーレ修善寺 手づくり体験工房 L キューブ
<各プログラムのご予約・お問合せ>
総合リゾートホテル ラフォーレ修善寺
TEL：0558-74-5489（予約専用）
※事前予約制となります。
※定員に空きがある場合、当日のお申込みでもご参加いただけます。

プログラムの詳細は次頁以降をご覧ください。
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クリスタルガラスを使ったアクセサリー作り
細かくしてある様々な色のクリスタルガラスを“魚”や“ハ
ート”などの型に集め、高温で熱し、透き通るようなクリ
スタルガラスのアクセサリーを作ります。
■日

時：7 月 30 日（日）～8 月 1 日（火）
①10：00～12：00 / ②14：00～16：00
■参 加 費：1 名様 1,500 円～3,000 円（税込）
■定
員：各回 10 名様
■対象年齢：小学生以上

＜クリエイタープロフィール＞
門脇 しづか
南伊豆にあるガラス工房＆ギャラリー「ケグラニアン」にて、ス
テンドグラスやアクセサリーを作成・販売。ガラスのおもしろさ
を広める為、伊豆を中心に様々なワークショップを開催する。

紙のステンドグラス

ローズウィンドウ作り

円形のステンドグラス「薔薇窓」からつけられたローズウ
ィンドウは、専用の薄紙を使用し重ねて光を通すことによ
り、新たな色を生み出すペーパーアートです。
■日

時：8 月 2 日（水）・4 日（金）
14：00～16：00
■参 加 費：1,500 円（税込）
■定
員：各回 10 名様
■対象年齢：小学生以上

＜クリエイタープロフィール＞
長濱 友加里
ローズウィンドウの美しさに魅了され、静岡第一号のローズウィ
ンドウアドバイザーとなる。現在は静岡県東部を中心に、東京や
神奈川に活動の場を広げている。
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パステルで描く夏の思い出
クレヨンに似たパステルをパウダー状にして指で描くアー
トです。パステルの素材の特性である、穏やかで温かみの
あるトーンで夏の思い出を描きます。
■日

時：8 月 3 日（木）
・10 日（木）
①10：00～12：00 / ②14：00～16：00
■参 加 費：1,200 円（税込）※額無し
1,600 円（税込）※額あり
■定
員：各回 10 名様
■対象年齢：小学生以上
＜クリエイタープロフィール＞
井伊 静香
伊豆の中でも数少ない、日本パステルアートホープ協会（JPHAA）
のパステルアートインストラクター。学校の家庭教育学級の講師
や、少人数制の講座の講師として活動中。

アロマ香るオリジナルバスボム作り
好きな香りのアロマを使って、オリジナルのバスボムを作
ります。身体を元気にしてくれたり、気持ちをリラックス
させてくれるアロマの力を感じてみましょう。
■日

時：8 月 5 日（土） 14：00～16：00
8 月 6 日（日） 10：00～12：00
■参 加 費：1 名様 1,500 円（税込）
■定
員：各回 10 名様
■対象年齢：小学生以上

＜クリエイタープロフィール＞
新田 はるみ
修善寺にて、アロマによる自然治療のすばらしさを伝えるべく『自
然療法サロン ミモザ』を開業。
サロン運営以外にもアロマセラピストとして幼稚園～高校、民間
企業へのアロマ講座開催などアロマの魅力を広める。
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間伐材を使った My カレースプーン作り
ホテル敷地内の“ほおの木”や“ひのき”の間伐材から世
界で「オンリーワン」のカレースプーンを作るワークショ
ップ。なめらかに仕上げる作業は集中力が必要ですが、完
成させた時の達成感は格別です。
■日

時：8 月 7 日（月）～9 日（水）
①10：00～12：00 / ②14：00～16：00
■参 加 費：1 名様 1,800 円（税込）
■定
員：各回 10 名様
■対象年齢：小学生以上
＜クリエイタープロフィール＞
有城 利博
新潟で家具職人を経験した後、伊豆市へ移住。
工房では地域の間伐材を使った手づくりの木の食器を制作・販売。

夏の風に揺られるモビール作り
紙バンドをベースに“アーティフィシャルフラワー”や“プ
リザーブドフラワー”、乾燥地帯でたくましく育つ花“ワイル
ドフラワー”などを装飾して、夏の風に風鈴のように揺らぐ
空間装飾「モビール」を作ります。
■日

時：8 月 11 日（金・祝）～13 日（日）
①10：00～12：00 / ②14：00～16：00
■参 加 費：1 名様 2,000 円（税込）
■定
員：各回 10 名様
■対象年齢：小学生以上

＜クリエイタープロフィール＞
諸伏 清美
公益社団法人日本フラワーデザイナー協会（NFD）の講師も務める。
伊豆にあるアトリエでフラワーセラピストとして、フラワーデザ
インの深さや魅力の普及活動を行っている。
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フィンランドの幸運のお守り“ヒンメリ”作り
ヒンメリ（himmeli）とは、麦わらと糸だけで作られた古く
から伝わるフィンランドの伝統的な飾りもの。五穀豊穣や
家族の幸せを願って、家族の集まる食卓の上や台所、玄関
に飾る幸運のお守りです。ゆらゆらと揺れるヒンメリを眺
めて、気持ちものんびりしてみませんか。
■日

時：8 月 15 日（火）
・20 日（日）
10：00～12：00
■参 加 費：1 名様 3,000 円（税込）
■定
員：各回 8 名様
■対象年齢：小学 4 年生以上
※小学 3 年生以下のお子様は、保護者の方のご同伴が必要となります。

＜クリエイタープロフィール＞
さかま のぶこ
築 100 年以上経つとある古い旅館でヒンメリと出会い、ヒンメリ
が作りだす光と影の心地よさに魅了され夢中になる。現在は伊豆
にある「ギャラリー緑と物語」にて、講師としてワークショップ
を開催。

藍-あい-の生葉を使った“たたき染め”
自宅の畑で栽培した“藍-あい-”を生葉の状態で T シャツ
やハンカチ、トートバッグなどの生地に直接配置し、木槌
でたたきながら色を付けていくワークショップです。
■日

時：8 月 19 日（土）10：00～12：00、
14：00～16：00
8 月 20 日（日）14：00～16：00
■参 加 費：1 名様 1,000 円～2,400 円（税込）
■定
員：各回 10 名様
■対象年齢：小学生以上
＜クリエイタープロフィール＞
三橋 由美子
伊豆市大平で『蔵ギャラリーみつはし』を主宰。
オリジナル技法「修善寺竹絞り」による様々な藍染作品を作り続
けている。自宅の工房では藍染体験も行う。
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◆総合リゾートホテル ラフォーレ修善寺 施設概要
温泉露天風呂付客室「山紫水明」や愛犬との滞在ができる客室、バーベキューテラス、温
泉大浴場・岩盤浴などの温浴施設のほか、研修施設やスポーツ施設など充実した施設を備え
た総合リゾート。1976（昭和 51）年 8 月に北に富士山、南に天城連山を望む 50 万坪という広
大な敷地の中で、日本初の法人会員制ホテルとして開業し、2016 年 8 月に開業 40 年を迎えま

した。2017 年夏には、一部宿泊施設が「伊豆マリオットホテル修善寺」としてリブランド
オープンを予定しています。
所在地： 〒410-2415 静岡県伊豆市大平 1529
T E L： 0555-72-3311（代表）
U R L： http://www.laforet.co.jp/shuzenji/
※画像は全てイメージです。

◆本件に関する報道関係の皆様からのお問合せ先◆
総合リゾートホテル ラフォーレ修善寺
広報担当

釜中・島崎・裏川

〒410-2415 静岡県伊豆市大平 1529
TEL 0558-72-3311 / FAX 0558-72-6115 / E-Mail：y-shimazaki@laforet.co.jp
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