
　詳細はこちら▶

土 土土 土8/15 8/22 8/29

ぷるぷる
石鹸を作ろう！

自分の描いた
絵が商品化？！体験

自分だけの
オリジナルグッズ作り体験

500 円 2000 円 1500 円

ゼリーのような宝石のようなぷるぷるの石鹸を作ります。
自分の作った石鹸で楽しく手洗いをしよう！

作った石鹸はお持ち帰りできます。

A4サイズの画用紙に描いた絵をスキャンして印刷所へ。
お店で売っているような Tシャツやトートバックを作ります。

お子さんが描いた絵を家族で着るのも◎！
※商品が届くまで2週間ほどかかります。

布専用絵の具やクレヨンで
Tシャツやトートバックに直接絵を描いていきます。

一点ものの自分だけのグッズを作ります。

東京都豊島区池袋本町4-3-18
TEL：03-6907-1433 FAX：03-6735-7783
【E-mail】:info@kitaike-gallery.com
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土2021.11.13

KITAIKE ART SCHOOL 会場
15:00-17:00時間

秋のリース作り
土台から作ってみよう！

1000 円
お家にあるような材料を使って土台からリースを作ってみます。
シンプルだったり華やかだったり、どんなリースが完成するかな？

東京都豊島区上池袋 4丁目22-8
TEL：03-6907-1433 FAX：03-6735-7783
【E-mail】info@kitaike-gallery.com

参加費 予約制　各回定員 5組

ご予約は
こちら▶

汚れても良い服装でご参加ください。

コロナ感染対策のため少人数での講座になり
ます。※先着締め切りです。
参加者の方は、マスク着用と、入場時に手洗
い、アルコールでの手指消毒、検温をお願い
しております。
発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状
がある人は講座を控えてください。
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KITAIKE ART SCHOOL 会場
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マスキングテープお絵描き

1000 円

カラフルでいろんな飾り付けなどにも使うことができるマスキングテープを
利用してキャラクターを作っていくお絵描き工作です。
どんなキャラクターが完成するかな？
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