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国指定７工芸品／
　木曽漆器、信州紬、飯山仏壇、松本家具、内山紙、南木曽ろくろ細工、
　信州打刃物の展示販売

県指定15工芸品／
　蘭桧笠、お六櫛、木曽材木工芸品、長野県農民美術、
　軽井沢彫、秋山木鉢、信州竹細工、信州鋸、
　あけび蔓細工、信州手描友禅、飯田水引、
　松代焼、栄村つぐら、信州からまつ家具、
　秋山木鉢の展示販売

平成28年

11月11日
○金

○水▼

16日

10時～ 19時
最終日16日は17時まで

会
場

主催／長野県・上田市・長野県中小企業団体中央会・長野県伝統工芸品産業振興協議会 

後援／上田商工会議所・信濃毎日新聞社・読売新聞長野支局・日本経済新聞社長野支局・産経新聞社長野支局・中日新聞社・毎日新聞長野支局・朝日新聞長野総局

　　　東信ジャーナル社・信州民報社・週刊上田新聞社・SBC信越放送・NBS長野放送・abn長野朝日放送・TSBテレビ信州・上田ケーブルビジョン・FM長野
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主催事務局　長野県中小企業団体中央会　連携開発部 TEL.026-228-1171 FAX.026-228-1184　http://www.alps.or.jp

主催／長野県・上田市・長野県中小企業団体中央会・長野県伝統工芸品産業振興協議会 

後援／上田商工会議所・信濃毎日新聞社・読売新聞長野支局・日本経済新聞社長野支局・産経新聞社長野支局・中日新聞社・毎日新聞長野支局・朝日新聞長野総局

　　　東信ジャーナル社・信州民報社・週刊上田新聞社・SBC信越放送・NBS長野放送・abn長野朝日放送・TSBテレビ信州・上田ケーブルビジョン・FM長野
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主催事務局　長野県中小企業団体中央会　連携開発部 TEL.026-228-1171 FAX.026-228-1184　http://www.alps.or.jp

実演・体験

太陽のコート　／　観覧無料・予約不要
○土11月12日　 14時30分 ▼15時30分

「信州紬ファッション・ショー」
10人のモデルが、上田紬、伊那紬、松本紬を装いファッション・ショーを

展開します。阿部長野県知事とアルクマも出演、写真撮影会もあります。

お楽しみに！

記念イベント

太陽のコート　／　観覧無料・予約不要

太陽のコート　※12日（土）は体験無し

○土11月12日　 11時00分 ▼12時00分

○金 ○水11月11日 　 ▼ 16日

トークショー「こっぱ人形ってナンダ？」
～木切れに命を吹き込む農民美術のおもしろさ～

大正時代から昭和初期にかけて全国的に広まったこっぱ人形。

木切れに命を吹き込む農民美術の魅力について語ります。

つ く る 人　徳武忠造氏（長野県農民美術連合会会長）
研究する人　小笠原　正氏（上田市立美術館学芸員・教育普及担当係長）
紹介する人　鬼頭　千佳氏（上田市立美術館ミュージアムショップ店長）　　
聞 く 人　中村　美子氏（上田市立美術館学芸員）

木曽漆器 あけび蔓工芸 お六櫛 南木曽ろくろ細工

ねこつぐら 松本家具 信州打刃物・信州鋸 飯田水引

木曽堆朱（ついしゅ）
研ぎ出し体験

信州竹細工実演信州竹細工実演

小学生無料体験（13日）

実演：南木曽ろくろ細工・信州竹細工(須賀川）・お六櫛（13日のみ）

信州竹細工／竹のおもちゃづくり体験・内山紙／紙すき体験（はがき）
信州紬／はたおり体験・木曽堆朱（ついしゅ）研ぎ出し体験は小学生無料です。

内山紙、信州紬、農民美術、松代焼、飯山仏壇、信州手描友禅の各種製作体験
詳細はチラシ・webサイト（alps.or.jp）をご覧ください。

大人向け体験



長野県中小企業団体中央会連携開発部
Tel. 026-228-1171　ksuzuki@alps.or.jp

木曽漆器の木曽堆朱（ついしゅ）の研ぎ出し体験

アリオ上田店　太陽のコート・星のコート
〒386-0025 長野県上田市天神三丁目5番1号

体験者の名前（保護者氏名）

希望する体験プログラム
　日　プログラム名

　　　　　日

プログラム名：

体験者の連絡先電話又はメールアドレス

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

太 陽 の コ ー ト
○日11月13日 

○月11月14日　　1,500円 
上田駅

上田城

千曲川

アリオ上田

信州の伝統的工芸品ウィーク inアリオ上田体験プログラム

工芸品名 体験内容 所要時間 定員 予約 体験料金（材料費） 体験プログラム・スケジュール

11日
（金）

13日
（日）

14日
（月）

15日
（火）

16日
（水）

木曽漆器 木曽堆朱（ついしゅ）研ぎ出し体験 4 必要 1,500円 しっきプログラム１
10:30～12:00

しっきプログラム２
13:30～15:00

内山紙 和紙のビーズでつくるストラップorピアス 5 必要 ストラップ1,000円
ピアス　　 700円

和紙プログラム１
10:30～12:00

和紙プログラム２
13:00～14:30

農民美術 木彫表札づくり 90分

90分

90分

90分

90分

90分

90分

4 必要 1,300円 農民美術プログラム１
10:30～12:00

農民美術プログラム２
14:30～16:00

信州竹細工 竹のおもちゃづくり体験 60分 8 なし 小学生のみ対象(無料) 竹おもちゃプログラム１10:00～11:00
竹おもちゃプログラム２

13:00～14:00
竹おもちゃプログラム３

14:30～15:30
竹おもちゃプログラム４

16:00～17:00

内山紙 紙すき体験　はがき 30分 5 なし 小学生以下無料
一般300円

紙すきプログラム１
10:00～10:30

紙すきプログラム２
10:30～11:00

紙すきプログラム３
11:00～11:30

紙すきプログラム４
11:30～12:00

紙すきプログラム５
13:30～14:00

紙すきプログラム６
14:00～14:30

紙すきプログラム７
14:30～15:00

紙すきプログラム８
15:00～15:30

信州紬 機織り体験（コースターづくり） 20分
（１人当たり） 3 なし 小学生以下無料

一般300円
機織りプログラム１
10:00～12:00

機織りプログラム２
13:30～16:30

木曽漆器 木曽堆朱（ついしゅ）研ぎ出し体験 4 必要 小学生以下無料
大人1,500円

しっきプログラム１
15:30～17:00

内山紙 和紙の花で飾るクリスマスリース 5 必要 1,500円 和紙リースプログラム１
11:00～12:30

和紙リースプログラム２
14:00～15:30

和紙リースプログラム３
15:30～17:00

松代焼 作陶体験（湯飲or茶碗） 60分

60分

60分

60分

9 必要 1,300円(送料別) 作陶プログラム１
10:00～11:00

作陶プログラム２
13:00～14:00

木曽漆器 木曽堆朱（ついしゅ）研ぎ出し体験 4 必要 1,500円 しっきプログラム１
10:00～11:30

飯山仏壇金具 金具で指輪をつくる（彫金） 4 必要 2,000円 指輪プログラム１
10:00～11:00

指輪プログラム２
11:00～12:00

指輪プログラム３
13:00～14:00

指輪プログラム４
16:00～17:00

飯山仏壇彫刻 お盆に彫刻デザイン 6 必要 600円 彫刻プログラム１
10:00～11:00

彫刻プログラム２
11:00～12:00

彫刻プログラム３
14:00～15:00

彫刻プログラム４
15:00～16:00

飯山仏壇蒔絵 手鏡に蒔絵を施す 4 必要 3,000円 蒔絵プログラム１
10:00～11:00

蒔絵プログラム２
11:00～12:00

蒔絵プログラム３
13:00～14:00

蒔絵プログラム４
16:00～17:00

信州手描友禅 手描友禅で花を描く（額入完成） 120分

120分

3 必要 3,000円 友禅プログラム１
13:00～15:00

友禅プログラム２
15:00～17:00

内山紙 和紙の花コサージュづくり 90分 5 必要 800円 コサージュプログラム１
10:30～12:00

コサージュプログラム２
13:30～15:00

信州手描友禅 手描友禅で花を描く（額入完成） 3 必要 3,000円 友禅プログラム１
10:00～12:00

友禅プログラム２
13:30～15:30

木曽漆器 木曽堆朱（ついしゅ）研ぎ出し体験 4 必要 1,500円 しっきプログラム１
15:00～16:30

小学生以下無料体験

大人向け体験の一部作例紹介

体験の一部紹介

会場案内

ご予約 FAX予約 ０２６-２２８-１１８４　長野県中小企業団体中央会宛

お問合せ

FAX（以下欄内を記入後）または長野県中小企業団体中央会Webサイト(http://www.alps.or.jp/)から
予約してください。電話（TEL026-228-1171）での予約も可能です。

伝統的な塗り技法の１つである「木曽堆朱」の柄を出す体験で、予

め幾層にも塗り重ねられた元の材料に対して、色漆を研ぎ出し、力

の加減によって綺麗に模様が出たり、下地が出てしまったりとス

リルのある体験です。最終的にこちらで仕上げて、送ります。完成

したものは、「急須敷（コースター）　直径12cm」として使えます。

内山紙の紙すき体験

紙の原料となる楮（こうぞ）を水にとかし、それをすくうよ

うにして紙を漉きます。ハガキができあがり、持ち帰りで

きます。

内山紙の和紙のクリスマスリース
○火11月15日　　2,000円 

飯山仏壇金具で指輪をつくる

信州竹細工／竹のおもちゃづくり体験(小学生のみ対象)・内山紙／すき体験（はがき）
信州紬／はたおり体験・木曽漆器／木曽堆朱（ついしゅ）研ぎ出し体験


