Nov.２０２２

Open Lab.

モノづくりの秋

くりらぼ多摩川も参加します↓

＋
オープンファクトリー
おおたオープンファクトリー 2022

o-2.jp/mono/oof2022/

くりらぼメイト （くりらぼ多摩川のお友達） が
日替わりで運営する 「オープンらぼ」
テーマは、 つくる ・ みせる ・ 交流する ・ 実験する。
予約不要 ・ 出入り自由です。
気軽にお立ち寄りください。

11 月 Open Lab. schedule
日

月

火

1

2

新型コロナウィルス感染拡大防止の人数制限のためお待ちいただく場合がございます。
一部有料のプログラムがございます。 詳細は、 下記事務局までお問い合わせください。

水

14:00-18:00

大友紀子
ちらかしっぱなし

6

7

13

10:00-14:00

水上祐佳
くりらぼまにまに

14

9

8

大友紀子
ちらかしっぱなし

15 10:00-12:00
14:00-17:00

柴田アスミ
コドモノアトリエ mains

10:00-15:00

14:00-18:00

1614:00-18:00

大友紀子
ちらかしっぱなし

木

3

13:00-16:00

安岡達郎
安岡製作所

4

金

New
13:30-17:00

5

山口 恵

ちょっぴり
プログラミング

10 13:00-16:00
安岡達郎
安岡製作所

11

New
13:30-17:00

12

山口 恵

ちょっぴり
プログラミング

1713:00-16:00
安岡達郎
安岡製作所

18

New
13:30-17:00

山口 恵

19

OTA
OPEN
FACTORY
SPECIAL WEEK
11/19 START

11:00-13:00

鍋谷 孝
ソーラークッキング
プロジェクト

21

泉昭子

こわしたりつくったり

27

10:00-15:00

泉昭子

こわしたりつくったり

28

22 12:00-16:00 23 14:00-18:00
事務局スタッフ
常駐日

29

10:00-12:00
14:00-17:00

柴田アスミ
コドモノアトリエ mains

大友紀子
ちらかしっぱなし

24 13:00-16:00
安岡達郎
安岡製作所

30 14:00-18:00

大友紀子
ちらかしっぱなし

25

おおたオープンファクトリー
テクノ WING へ出張！

町工 BAR vol.40

10:00-15:00

泉昭子

こわしたりつくったり

ちょっぴり
プログラミング

山岸匠
スキマコーヒー

20 10:00-15:00

土

26

10:00-16:00

おおたオープン
ファクトリー

OTA
OPEN
FACTORY
SPECIAL WEEK
12/4 マデ !!!

くりらぼ多摩川
Creative Town Lab. TAMAGAWA

プログラミングを楽しむ時間が加わりました。
モノづくりと切っても切り離せないプログラミングが新たにオープンらぼの時間に。
プログラミングってなに？そんな、 初めて触れる大人世代の方も、
もっと探求したい！というお友達も。 みんなでたのしくチャレンジしてみましょう♪

ホームページ

o-2.jp/mono/lab/

Facebook

facebook.com/kurirabo/

Nov.２０２２

Open Lab.

オープンらぼを
日替わりで運営

今月のくりらぼメイトのみなさん

11 / 3( 木 ) 10( 木 ) 17( 木 ) 24( 木 )

11 / 2( 水 ) 9( 水 ) 16( 水 ) 23( 水 ) 30( 水 )

profile ： 大友紀子
山形県鶴岡市出身。 アパレル会社を出産を機に退職し
現在は二児の母。 ずっと 『もったいない』 を大事にして
きた私には工場の廃材との出会いは衝撃的でした。
今ではすっかりはまり、 子どもたちにもっと廃材で
遊ぶ機会を作ってあげたいと活動しております。

13:00-16:00

profile ： 安岡達郎
1950 年生まれ。 小池小学校、 石川台中学校、
大森高校､法政大学土木工学科卒
某ゼネコンで土木構造物の設計をしていた土木屋です。
ものを造ること、 絵を描くこと、 ラグビーが大好きです。
日曜くりらぼ倶楽部メンバー、 呑川の会の会員。

らぼ
内容

安岡製作所

ペーパークラフト ・ 木工 ・ 設計図の作成など
ものづくりに関するご相談承ります。
じっくりご相談をご希望の方は事前にメールにて
ご連絡ください➡john.yasuoka@gmail.com

11 / 13( 土 ) 10:00-14:00

らぼ
内容

11/ 13( 日 )

ふわふわスライムやまつぼっくりツリーづくり。
1 作品 100 円。

プログラミング言語講師歴 20 年以上。
子供向けプログラミングアプリ 「Viscuit」 ファシリ
テーター。 ワークショップデザイナー （青学 23 期）。

らぼ
内容

ちょっぴり
プログラミング

遊びながらプログラミングを体験しませんか。
無料。 大人も子供も大歓迎。
※タブレットをお持ちの方はご持参ください。

11/ 13( 日 ) 10:00-15:00

profile ： 山岸 匠
大学在学中から 「コーヒーを淹れる人」 としておおたオ
ープンファクトリーをはじめ様々なまちづくり活動に参加。
建築関係の会社で奔走する傍ら、 くりらぼ多摩川では
「町工 BAR」 などの企画づくりをサポート。
神奈川県横浜市出身

11:00-13:00

profile ： 鍋谷 孝
東京都出身。 ガラス工芸 「蒲田切子 ®」 を製作販売
する （有） フォレストの代表。 縄文シャーマンの杖 「ポ
ピリス ©」 の原作者。 同人誌 「NATOMU」 同人。
蒲田モダン研究会共同代表。 ソーラークッキングプロ
ジェクトメンバー。 妄想散歩家。 妄想、 創作が大好物。

廃材自由工作 300 円
絵本づくりワークショップ 500 円
絵本づくりは小学生以上対象です。

profile ： 山口 恵

New

事務局

北海道十勝出身。 くりらぼのあそびマネージャー。
絵本と演劇のユニット makani まにまに lani 主宰で
絵本専門士。 保育士を経てベビーシッターをしたり、
絵本販売をしたりと風吹くままに活動しています。
くりらぼで遊びましょ＊

くりらぼまにまに

ちらかしっぱなし

11 / 4( 金 ) 11( 金 ) 18( 金 ) 13:30-17:00

profile ： 水上祐佳

らぼ
内容

14:00-18:00

らぼ
内容

スキマコーヒー

大田区のロースターから仕入れたハンドドリップ
コーヒーなどをご用意してカフェ的に開放します。
どなたでもフラッと遊びに来てください。 （無料）

晴れたらソーラークッキング実験 （ミニホット

らぼ ソーラークッキング ドック材料 100 円 ・ 限定３名） くもり ・ 雨天時
内容 プロジェクト
はソーラークッカー研究。 見学は自由です。
プロジェクトに賛同する方からのカンパ歓迎！

11 / 15( 火 ) 29( 火 ) 午前の部 10:00-12:00 ／午後の部 14:00-17:00

profile ： 柴田アスミ
女子美術短期大学卒、 チャイルドマインダー、 クラフト
作家、 大田区育ち三児の母。
水引や美濃焼タイルなどの工芸品、 ドライフラワーや
木の実を使った作品を作っています。

らぼ
内容

コドモノアトリエ mains
〜オトナもコドモもものづくり〜

ご予約は
QR コードを読み取り
Instagram の DM
でお願いします

◆午前の部〘予約優先案内〙
15( 火 ) ・ 29( 火 ) 共通
フレッシュグリーンのクリスマス
リースワークショップ （1,500 円）
◆午後の部
15( 火 ) どんぐりトトロの世界を作ろう
29( 火 ) クリスマス工作 （各５００円）

11 / 19( 土 ) 20( 日 ) 27( 日 ) 10:00-15:00

くりらぼマルシェ mini もにぎやかに♪
おおたオープンファクトリースペシャルウィーク
（11/19-12/4） 期間中は、 マルシェ用に作家さんの
作品をいつもより多くお迎えします。
更に、 11/26( 土 ) オープンファクトリー当日は
ワークショップもございます！ （11/5 より予約受付）
詳細はくりらぼ多摩川 WEB ページをチェック★
様々な
他にも らびます
な
が
作品

ONOSEISAKUSYO
◀職人歴６０年以上を誇る、
旋盤職人・小野信太郎さん
手仕事で製作したイヤアク
セサリー（3,000 円税込）
パーツ販売も行います。

事務局

profile ： 泉 昭子
手放されたものや壊れたものからまた新たなものをつく
るリクリエイター。 実用的なモノを好み、 主にアクセサ
リーをつくる。 くりらぼ多摩川では技術部長として活動。
他に IT 企業に勤める会社員などしている。
北海道函館市出身。

らぼ
内容

こわしたりつくったり

くりらぼ多摩川

モノをつくったりこわしたりできる時間
11 月はリサイクルパーツや SCRAP で
身に着けるモノ作り (500 円〜1000 円 )

SCRAP の量り売り

1g＝１円

SCRAP は工場で処分される予定だった素材たち▶
ねじ、バネなどお馴染みのカタチをした材料から
精密加工でカッコいいカタチまで。
材質も、金属・プラスチック・ゴムなど様々。

ミニバネなど

Creative Town Lab. TAMAGAWA

アクセス 〒146-0093 大田区矢口 1-21-6 ／東急多摩川線武蔵新田駅徒歩 5 分／駐輪場 ・ 駐車場がございません
お問合せ くりらぼ多摩川運営委員会事務局 ( 一社 ) 大田観光協会
mail info@oct-c.com
急なお休みや変更は公式ホームページ ・ Facebook でお知らせいたします。 ご来場の際は、 事前にご確認の上お越しください。
施設の運営に関わりたいという方がおられましたら、 事務局までお問い合わせください。

ホームページ

o-2.jp/mono/lab/

Facebook

facebook.com/kurirabo/

