
民芸の森のみどころと本多静雄氏について定期的にガイドをしています。当日受付、随時催行、少人数でも可能

ですのでお気軽にお声かけください。なお、団体見学は事前にお問合せください。 

開催曜日：第１・第３土曜日 開催時間：10～12 時 / 13～15 時 受付場所：田舎家  所要時間：約 30 分    

5月 27日（日）イベント「初夏、森の手ざわり」が開催されました 
今年は本多静雄生誕 120 年として本多氏と関わりのあった 

「茶」をテーマに、爽やかな森の中で野点茶席を行ないました。 

また、かつて本多氏の生家が糀屋を営んでいたことにちなみ、 

甘酒のふるまいをしました。狂言舞台では杜若高校生による 

演出や、津軽三味線、竹楽器の演奏、山車文楽の素浄瑠璃の 

上演がされました。そのほか食品やクラフトの販売で多くの方 

が味わい、楽しむ様子がみられました。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

<大人の竹細工～果物かご作り～>   

対 象：成人     定 員：各 12 名    
参加費：1,500 円 （製作時間 約 2 時間）   
講 師：加藤 重次氏  
○果物や小物を入れる竹籠（直径約 30 ㎝）を作る大人向けの講座です。 
     申込み締切 8月 10日（金） 

裏面に申込方法とその他の夏休み情報があります👇 

<夏休み 竹細工作りに挑戦！> 
日 時：7月 28日（土）
対 象：小学生以上（小学生は保護者同伴） 
定 員：各 12 名   参加費：８００円 
講 師：加藤 重次氏
○夏休みに親子で竹の可愛い飾りかごを作りませんか？  
    申込み締切 7月 18日（水） 
 

※掲載記事の内容が変更になることもあります。 

４森の手仕事 (民芸の森倶楽部共働事業) 
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 豊田市民芸の森  森 暦  夏号  平成 30年６月 15日 

<夏の森、自然観察会>          
日 時：7月 21日（土）10時～12時 小雨決行  
対 象：どなたでも 定 員：15 名 参加費：無料    
講 師：山原 勇雄氏
○民芸の森の夏の木々を観察し、記録ノートを作ります。                                                  
   申込み締切 7月 13日(金) 
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<陶器のこま犬を作り、民芸の森と中央図書館に飾ろう>   

日 時：7月 15日（日） ①10時～12時 ②13時～15時  
対 象：小学生以上（小学生は保護者同伴）  
定 員：各 15 名   参加費：1,000 円   
作陶場所：民芸館 陶芸室    

講 師：野田 宗憲氏  

○民芸の森の土を使って色を付けます。釉薬を掛け、 

焼き上がった作品は民芸の森（8/19～31）と豊田市 

中央図書館 3F（9/4～24）で展示されます。（希望者のみ） 

申込み締切：7月 6日（金） 

はじめまして  ～杜若高校 アクティブタイム～ 
 今年度より杜若高校の学生さんが放課後や土日を活用した「アクティブタイム」※でボランティア

活動を始めました。この民芸の森では夏休みクイズやワークショップなどイベントの企画参加の活動

を予定しています。 
※「アクティブタイム」：杜若高校総合コースでは、今年度から新たな放課後の活動としてアクティブタイムを導入しまし

た。趣味や教養を深めたり、資格取得、地域での活動を通して、自己を高め、素敵な未来を考える学習プログラムです。 

○吉田 伊吹
い ぶ

希
き

さん（1年総合コース 猿投台中） 
 今回スタッフの一員としてお手伝いすることになりました、吉田伊吹希です。吹奏楽部で
フルートを担当しています。民芸の森は初めて訪れたのですが、緑豊かで、本当に居心地の
良い森だと感じました。一生懸命頑張りますので、見かけたらお声を掛けてください。 
 

今後、民芸の森での活動記録や民芸の森に対する思いなどをこの紙面でご紹介していきます。 

申込み必要 

 豊田市民芸の森  森 暦  夏号  平成 30年６月 15日 

No.９ 

○狛犬の顔出しパネルができました！ 
ご家族・お友達と一緒に記念撮影をどうぞ。（雨天の場合中止します） 

民芸館 

豊田市民芸の森 470-0331 豊田市平戸橋町石平 60-1  
☎：0565-46-0001   FAX：0565-46-0043 

✉：mingeinomori@city.toyota.aichi.jp

ホームページ： 民芸の森   検索  
 
豊田市民芸館 470-0331 

豊田市平戸橋町波岩 86‐100 ☎：0565－45－4039 

ホームページ： 豊田市民芸館   検索  

<本多静雄を知ろう！猿投古窯の発見編>  

日 時：8月 4日（土） 10時～12時  
対 象：どなたでも    定 員：15 名   参加費：無料   
講 師：児玉 文彦   
○地元 3 偉人の一人、本多さんの偉業の一つである「猿投古窯の発見」 
について学びます。  申込み締切 7月 24日（火） 
 
       

本多静雄生誕 120年記念企画 

○田舎家でも図録販売しております 
本多静雄に関する図録（民芸館の過去の企画展に関する図書）の販売をしています。 

○夏の民芸の森にご来場の際には 

民芸の森は木々も多く、たくさんの虫がいます。夏はカブトムシやクワガタもいますが、 
ハチや蚊も多いので虫よけ対策をお願いします。 
 

おしらせ 



体験講座の申込み方法 
 講座名・日付・希望時間・受講希望者の氏名（ふりがな・複数名の場合は全員とも）・学年（小中学生）・
住所・電話番号を明記のうえ、往復はがき・FAX・PC メールでお申込みください。 
※申込者多数の場合は抽選となります。 
※締切後、抽選の結果をお申込みされた方法で通知をいたしますが数日経っても通知がない場合
はお問合せください。 
 豊田市民芸の森 〒470-0331 豊田市平戸橋町石平 60-1   
 ☎：0565-46-0001  FAX：0565-46-0043 ✉：mingeinomori＠city.toyota.aichi.jp    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勘八峡ウォーキングガイドボランティア養成講座 
  9月 22日（土）・10月 2日（火）・10月 20日（土）各日 10時～12時 

民芸の森と勘八峡周辺ガイドの養成講座です。11 月 17 日開催の勘八峡紅葉ウォーキングでコースのガイドボ

ランティアをしてみませんか。   （申込み・詳細は HP、広報とよた 9 月号に掲載予定） 

 

 

勘八峡紅葉ウオーキング  11 月 17日（土）（小雨決行） 

紅葉が美しい季節、自然豊かな平戸橋周辺をウオーキングしませんか。 

民芸の森➡前田公園➡中部電力越戸ダム➡勘八水管橋 

       （詳細は HP、広報とよた 11 月号に掲載予定）                                  

 

 

                                   

その他…はり絵アート、トコ積み木であそぼう、葉っぱのフロッタージュ も管理棟にて
随時体験できますので お気軽にお声かけください。 

<ガラス風鈴にはり絵をしよう>      

7月 14日（土）～なくなり次第終了（限定 200個） 
受付時間：10 時～15 時    体験料：1 個 500 円（１人１個まで） 
場 所：管理棟・談話室   その他：一度に 6 人まで（お待ちいただく場合あり） 
○ガラスの風鈴に小原の色和紙を貼って絵柄をつけます。（所要時間 約 30 分） 
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【民芸の森 秋のイベント予告】 
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本多静雄生誕 120 年記念企画 

 

田舎家 「本多静雄コレクション」 

     熊谷守一の書、アジアのイカット（絣）など本多氏の所蔵品を展示します。 

管理棟 「愛知の郷土玩具」～9 月 24 日（月祝） 

     民芸館企画展関連として愛知の郷土玩具を展示します。 

申込み不要 

<民芸の森・クイズラリー2018>             

7月 14日（土）～ 9月 2日（日）受付：９時～16 時 30 分 参加無料 
ラリー用紙設置・応募場所：田舎家、管理棟事務所 
○民芸の森のクイズに答えよう。正解者の中から抽選でオリジナルグッズをプレゼント！ふるって参加しよう。 

 Vol.5 VESSEL－光のうつわ－ 

      新實 広記 
 

        豊田市出身 ガラス造形作家  
会 期：７月 14 日（土）～９月 2 日（日） 
会 場：田舎家（青隹居） 
ギャラリートーク：８月 4 日（土）14 時～15 時（申込不要） 
会 場：田舎家（青隹居） 

～

 

<2018夏休み博物館めぐりスタンプラリー>                      
7月 14日（土）～ 9月 2日（日）受付：９時～16 時 30 分 参加無料 
専用用紙（台紙）・スタンプ設置場所：田舎家 
○専用の台紙に指定された施設のスタンプを集めて文化財カードを手に入れよう！ 
  

🚌 本多氏ゆかりの地を巡るバスツアー 🚌  10月 11日（木）（雨天決行） 

民芸の森を出発し、本多静雄氏ゆかりの地を巡ります。行き先：杉本美術館などを予定しています。 

       （申込み・詳細は HP、広報とよた 9 月号に掲載予定） 

 豊田市民芸館・第２民芸館にて西日本の郷土玩具を展示しています。 

 期間中、郷土玩具で遊べる体験や、絵付の体験、郷土玩具、郷土の 

 菓子の販売もあります。 
 ・ギャラリートーク 7 月 8 日（日）・8 月 19 日（日）14 時～  
  

鹿児島神宮 鯛車 

【豊田市民芸館 企画展】  

 郷土玩具展－西日本を中心に－ ～9 月 24 日（月祝） 

【民芸の森 展示案内】 

＜生誕 120年記念スタンプラリー 猿投古窯の発見者 本多静雄＞ 
7月 14日（土）～9月 24日（月祝） 
生誕１２０年の今年、本多さんや猿投古窯について知って、学んで、体験して、スタンプラリー限定の陶器の

狛犬土鈴を手に入れてみませんか！？ 

         ～狛犬土鈴までの道のり～ 

  その１ 民芸の森か民芸館でラリーシートをもらう 

  その２ スタンプを集める（穴窯ではクイズに答えてね） 

Ａ田舎家（民芸の森）Ｂ本多記念館（民芸館）Ｃ穴窯（民芸館） 

       Ｄ本多兄弟文庫（中央図書館３Ｆ）ただし 9/4（火）～9/24（月祝）の狛犬展示の期間のみ！ 

     ☆ここまで達成できたら、本多さん直筆狛犬をデザインにした「狛犬クリアファイル」をＧｅｔ！ 

  その３ 対象の講座に参加する  

       ア夏休み窯焚き陶芸体験（民芸館 作陶 7/14（土）、窯焚き 29（日）） 

       イ陶器のこま犬を作り、民芸の森と中央図書館に飾ろう（民芸の森 作陶 7/15（日））    

       ウ本多静雄を知ろう！猿投古窯の発見編（民芸の森 8/4（土） 

     ☆☆その２をクリアし、その３対象の講座のうち１つに参加した方先着１０名に、生誕 120 年記 

念スタンプラリー限定、陶器の狛犬土鈴１個をプレゼント！！ 

郷土の偉人本多静雄、その偉大なる業績、猿投古窯の発見！ 

このスタンプラリーを完結できたら 
あなたも本多静雄・猿投古窯マスターになれる！？ 

※詳細は、スタンプラリー ラリーシートをご覧ください。 
 

戌年の本多さんが好んで蒐集

した陶磁のこま犬にちなんで

民芸館で焼成した狛犬土鈴で

す♪ 

求む！挑戦者 


