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参加費 無料 参加費 200円

ポリテクセンター加古川 ポリテクセンター加古川 兵庫県立ものづくり大学校 兵庫県立神戸高等技術専門学院 兵庫県日本調理技能士会

実施回数 3人×随時 実施回数 5人×随時
参加費 無料 参加費 無料 参加費 無料

所要時間 10分/1回 所要時間 15分/1回
実施回数 4人×3回 実施回数 2人×随時 実施回数 3人×6回
所要時間 60分/1回 所要時間 5分 所要時間 40分/1回

イルミネーションランプ作り ラジコンフォークリフト操作 キーホルダー作成 メモスタンドの製作 出し巻玉子作り
30日(日)実施：小学生以上 30日(日)実施：小・中学生 園児～小学生 どなたでも どなたでも

参加費 1,000円 参加費 無料

兵庫県寝具技能士会 兵庫県板硝子技能士会 兵庫県フラワー装飾技能士会 兵庫県家具組合連合会 ポリテクセンター兵庫

実施回数 2人×随時 実施回数 5人×3回
参加費 500円 参加費 500円 参加費 1,000円

所要時間 45分/1回 所要時間 60分/1回
実施回数 5人×随時 実施回数 5人×随時 実施回数 7人×3回
所要時間 90分/1回 所要時間 45分/1回 所要時間 60分/1回

小座布団作り 万華鏡作り プリザーブドフラワーアレンジメント 木の時計作り スノードーム作り
小学生以上　 どなたでも どなたでも 小学生・中学生　 29日(土)のみ実施：小学生

参加費 500円 参加費 500円
兵庫県広告美術技能士会

兵庫県屋外広告美術協同組合 兵庫県和裁技能士会 兵庫県洋裁技能研究協会 兵庫県洋装技能協会 兵庫県洋服技能士会
兵庫県洋服商工業協同組合

実施回数 3人×随時 実施回数 5人×2回
参加費 500～1,000円 参加費 500円 参加費 500円

所要時間 60分/1回 所要時間 50分/1回
実施回数 8人×随時 実施回数 4人×随時 実施回数 5人×随時
所要時間 30分/1回 所要時間 45分/1回 所要時間 90分

銘板(めいばん)作り 和装ミニきんちゃく作り コサージュ作り 手さげバック作り 手作りネクタイ作り
どなたでも 小学生高学年以上 どなたでも 園児～中学生　 どなたでも

参加費 1,800円 参加費 300円
兵庫県塗装工業

協同組合技能士会 兵庫県建設労働組合連合会 兵庫県タイル衛生陶器商組合 兵庫県ステンドグラス
技能工芸士会 兵庫県瓦工事業協同組合

実施回数 5人×随時 実施回数 6人×2回
参加費 500円 参加費 無料 参加費 300円

所要時間 30分/1回 所要時間 20分/1回
実施回数 5人×2回～3回 実施回数 1人×随時 実施回数 8人×随時
所要時間 90分/1回 所要時間 10分/1回 所要時間 20分/1回

ミニ花台のペインティング 丸太切り体験 絵付けタイル体験 クラゲのオーナメント作り コースター絵付け体験
園児～小学生 どなたでも 小学生以上 小学生高学年以上 園児～中学生

参加費 1,000円 参加費 500円

神戸貴金属工芸組合 兵庫県畳商工業組合連合会
県畳技能士会・市畳商工業組合 兵庫県左官工業協同組合 神戸市自動車整備協議会 兵庫県板金工業組合

実施回数 4人×随時 実施回数 8人×随時
参加費 1,500円 参加費 500円 参加費 800円

所要時間 30分/1回 所要時間 40～60分/1回
実施回数 3人×随時 実施回数 6人×随時 実施回数 6人×随時
所要時間 25分/1回 所要時間 45分/1回 所要時間 90分/1回

シルバーリング製作体験 ミニ畳作り 光る泥だんご作り 燃料電池で動く車作り 銅板ヘラ彫りレリーフ作り
どなたでも 小学生以上 どなたでも 小学生 どなたでも

1,000円 参加費 500円 参加費 500円
兵庫県自動車

車体整備協同組合 兵庫県建具組合連合会 兵庫県印章彫刻技能士会
兵庫県印章業組合

兵庫県表具内装組合連合会
神戸表具内装協会 兵庫県石工技能士会

4人×随時 実施回数 4人×随時 実施回数 4人×随時
参加費 無料 参加費 800円 参加費

45分/1回 所要時間 30～60分/1回 所要時間 60分/1回
実施回数 2人×随時 実施回数 4人×随時 実施回数

小学生高学年以上　 どなたでも どなたでも どなたでも 小学生以上

所要時間 20分/1回 所要時間 30分/1回 所要時間

みんなで楽しむ  出展ブース  体験メニュー　29(土)・30日(日)
エアーブラシ体験 飾り額の製作 てんこく体験(はんこ)作り ミニ屏風作り まが玉作り

◎各ブースで当日受付いたします。 ◎詳細は、各ブースでご確認ください。
※参加費が必要な体験は、おつりがないようにご用意ください。※イメージ写真のため、実際の作品と異なることがあります。
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