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2016 年 6 月 15 日（水） 

 

 

総合リゾートホテル ラフォーレ修善寺 

開業 40周年アニバーサリー企画 

夏休み限定の特別企画を開催 

2016年7月16日（土）～8月24日（水） 

染物体験やオリジナル髪飾り作りをはじめとした13のプログラム 

子どもたちの好奇心を刺激する「遊んで学ぼ！ラフォーレサマーワークショップ」 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

総合リゾートホテル ラフォーレ修善寺（静岡県伊豆市、支配人：髙山博行）では、2016年

夏、開業 40周年アニバーサリー企画として、子どもたちの好奇心を刺激する夏休み限定企

画「遊んで学ぼ！ラフォーレサマーワークショップ」を開催いたします。 

 

 今回開催いたします「ラフォーレサマーワークショップ」では、50 万坪という広大な敷

地のホテルを舞台に、地元静岡県で活躍するクリエイターやラフォーレ修善寺を知り尽くし

たホテルスタッフを講師として「遊びながら楽しく学ぶ！」をテーマに 13のプログラムを

展開。玉ねぎを利用した染物体験など創造力をはぐくみ「ものづくりのよろこび」を体感で

きるクラフト体験や、ホテルの森探検ツアーなど自然や生き物たちとふれあえるプログラム

などを通して、ご家族での思い出づくりだけでなく子どもたちの好奇心を刺激するひととき

を提供いたします。 

News Release 

サマーワークショップ 「オリジナル髪飾り作り」開催イメージ 
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「遊んで学ぼ！ラフォーレサマーワークショップ」 
 

ラフォーレサマーワークショップは、自然豊かな緑に囲まれたラフォーレ修善寺で 7月 16

日（土）～8月 24日（水）の期間中は毎日（8/21を除く）、子どもの知的好奇心を刺激す

るプログラムを開催いたします。 
 
 
 

ラフォーレサマーワークショップ 日程一覧 

日程 ワークショップ名 

7 月 16 日(土)～31 日(日) 朝の森探険ツアー 

7 月 25 日(月)・26 日(火) 魔法の板「カプラ」で街づくり 

7 月 31 日(日)～8 月 3 日(水) オリジナル髪飾り作り 

7月 31日(日)～8月 4日(木)・16日(火)～19日(金) 思いっきり川遊び 

8 月 4 日(木)・11 日(木・祝)・18 日(木) アロマなふしぎ！？ 

8 月 5 日(金)～7 日(日) オリジナルなんでも箱作り 

8 月 8 日(月)～10 日(水) オリジナルスプーン作り 

8 月 7 日(日)～15 日(月) 夜の森アドベンチャーツアー 

8 月 12 日(金)～14 日(日) バンダナの玉ねぎ染め体験 

8 月 16 日(火)・17 日(水) ツリークライミング 

8 月 16 日(火)・17 日(水) 夏の星空観察隊 

8 月 20 日(土) サマーワークショップマルシェ 

8 月 22 日(月)～24 日(水) キャンドルの不思議 

 

 

<各プログラムのご予約・お問合せ> 

 
総合リゾートホテル ラフォーレ修善寺 

 TEL：0558-74-5489（予約専用） 
 

※事前予約制となります。 

※定員に空きがある場合、当日のお申込みでもご参加いただけます。 

 

 

 

プログラムの詳細は次頁以降をご覧下さい。
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バンダナの玉ねぎ染め体験 

 

白いバンダナを鮮やかに染めるのは、なんと玉ね

ぎの皮！思いおもいに留めたビー玉や割り箸が、

独特の模様を浮かび上がらせます。どんな柄にな

るかは、完成してからのお楽しみ。ムラなく染ま

るよう鍋をかき混ぜる手にも、力が入ります。世

界でたった一枚のバンダナです。 
 

■日 時：2016年 8月 12日（金）～14日（日）   

①10：00～12：00 / ②14：00～16：00 

■参 加 費：1名様 1,500円  ■定 員：各回 15名様 

■対象年齢：小学生以上 

■開催場所：ラフォーレ修善寺 手づくり体験工房「エルキューブ」 
 

＜講師プロフィール＞ 

藍染め作家 三橋 由美子 

伊豆市大平で『蔵ギャラリーみつはし』を主宰。オリジナル技法「修善寺

竹絞り」など、地元の自然へのこだわりも。 

 

 

オリジナル髪飾り作り 

 

アーティフィシャルフラワーやビーズ･リボ

ン・タッセルなどを使って髪飾りを作るプログ

ラム。どんな色や形のパーツにするかを考える

子どもたちの目は真剣そのもの。セレクトした

パーツをグルーガンで接着して仕上げていきま

す。できあがった髪飾りは、華やかなものから

清楚なものまで。子どもたちの個性が光ります。

髪飾りとしてはもちろん、浴衣の帯につけて使

うこともできます。 
 

■日 時：2016年 7月 31日（日）～8月 3日（水）①10：00～12：00 / ②14：00～16：00 

■参 加 費：1名様 2,000円   ■定 員：各回 10名様 

■対象年齢：小学生 

■開催場所：ラフォーレ修善寺手づくり体験工房「エルキューブ」 
 

＜講師プロフィール＞ 

一級フラワーデザイナー 諸伏 清美 

伊豆の国市田京で『アトリエブレス YOU』を開設。フラワーアレンジメン

ト教室、フラワーセラピーの普及活動を行う。 
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魔法の板「カプラ」で街づくり 
 

長さ 15cm、幅 3cm、厚さ 1cmの木製ブロック「カプラ」は 1種類の板

を重ねるだけで建物や乗り物、動物まで作れてしまう、まさに魔法の

板。1 万ピースの「カプラ」を使って、世界にひとつだけの街を作っ

ていきます。 
 

■日 時：2016年 7月 25日（月）・26日（火） 

①10：30～11：30 / ②15：30～16：30 

■参 加 費：1名様 500円  ■定 員：各回 30名様 

■対象年齢：3歳以上 

■開催場所：ラフォーレ修善寺 ホテル棟研修室 
 

＜講師プロフィール＞ 

NPO法人 伊豆こどもミュージアム 田所 雅子 

天城遊々の森での活動や「にじの子タウン」の開催などを通じて、子ども

の育ち合う場を提供する子育ち支援活動を行う。 
 

アロマなふしぎ！？ 
 

好きな香りのバスソルトやバスボム・ジェルクリームを作りま

す。体を元気にしてくれたり、気持ちをリラックスさせてくれ

るアロマの力を感じることができます。 

（※日により作るアイテムは異なります。） 
 

■日 時：2016年 8月 4日（木）・11日（木・祝）・18日（木） 

①10：00～12：00 / ②14：00～16：00 

■参 加 費：1名様 1,500～2,000円 ■定 員：各回 10名様 

■対象年齢：小学生以上 

■開催場所：ラフォーレ修善寺 手づくり体験工房「エルキューブ」 
 

＜講師プロフィール＞ 

アロマコーディネーター 新田 はるみ 

修善寺にて、アロマによる自然治療のすばらしさを伝えるべく『自然療法

サロン ミモザ』を主宰。薬膳にも精通。 
 

オリジナルなんでも箱作り 
 

家具職人の先生と一緒に、のこぎりやトンカチを使ってなんで

も箱を完成させます。木の家具がどういう風にできているのか

も学べます。 
 

■日 時：2016年 8月 5日（金）～7日（日） 

    ①10：00～12：00 / ②14：00～16：00 

■参 加 費：1名様 3,000円 ■定 員：各回 10名様 

■対象年齢：小学生以上 

■開催場所：ラフォーレ修善寺 手づくり体験工房「エルキューブ」 
 

＜講師プロフィール＞ 

和田家具 和田 大 

新潟・富山での製作活動を経て、伊豆市上船原へ移住。間伐材や廃材など、

木の個性を活かした家具作りが特徴。 
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オリジナルスプーン作り 
 

ホテル敷地内のほおの木やひのきの間伐材を使ってスプーン

作り。なめらかに仕上げる作業は集中力が必要ですが、完成さ

せた時の達成感は格別です。 
 

■日 時：2016年 8月 8日（月）～10日（水） 

①10：00～12：00 / ②14：00～16：00 

■参 加 費：1名様 1,800円  ■定 員：各回 10名様 

■対象年齢：小学生以上 

■開催場所：ラフォーレ修善寺 手づくり体験工房「エルキューブ」 
 

＜講師プロフィール＞ 

ありしろ道具店 有城 利博 

新潟で家具職人を経験した後、伊豆市城へ移住。 

工房では地域の間伐材を使った手づくりの木の食器を制作・販売。 

 

ツリークライミング 
 

専用のロープやクライミングギアを使って木登りに挑戦。木の

上から森を見渡すと鳥の気分を味わえます。登りきった瞬間は

最高に気持ちよく、達成感たっぷりです。 
 

■日 時：2016年 8月 16日（火）・17日（水） 

①10：00～11：30 / ②13：00～14：30 /  

③15：00～16：30 

■参 加 費：1名様 2,000円  ■定 員：各回 10名様 

■対象年齢：小学生以上     ■開催場所：ラフォーレ修善寺 ホテル棟芝生エリア 

■講 師：NPO法人 伊豆こどもミュージアム 袴田 誠 

 

キャンドルの不思議 
 

ロウソクが何からできているかなどを学びながら、自分だけの 

キャンドル作りを。火を灯せば、夏の思い出がよみがえります。 
 

■日 時：2016年 8月 22日（月）～24日（水） 

①10：00～12：00 / ②14：00～16：00 

■参 加 費：1名様 1,500円  ■定 員：各回 10名様 

■対象年齢：小学生以上 

■開催場所：ラフォーレ修善寺 手づくり工房「エルキューブ」 

 

夏の星空観察隊 
 

山の上にあるラフォーレ修善寺は、夜になると、自然のプラネタリウムになります。地元の天

文台スタッフによるナビゲートで、星空を散歩するひとときを楽しめます。 
 

■日 時：2016年 8月 16日（火）・17日（水） 20：00～21：00 

■参 加 費：1名様 1,800円  ■定 員：各回 20名様 

■対象年齢：小学生以上     ■開催場所：ラフォーレ修善寺 

■講 師：公益財団法人 国際文化交友会 月光天文台 
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朝の森探険ツアー 
 

早朝の森にくり出して、虫たちがどんな所で生活しているのかを観察します。図鑑の中の世界

が、目の前に広がります。 
 

■日 時：2016年 7月 16日（土）～31日（日）  6：00～7：00 

■参 加 費：1名様 500円  ■定 員：各回 20名様 

■対象年齢：小学生以上    ■開催場所：ラフォーレ修善寺 ホテル敷地内 

 

夜の森アドベンチャーツアー 
 

懐中電灯を片手に、暗闇に静まり返る森の中を冒険するどきどき＆わくわく体験。運がよけれ

ば、森に暮らす野生動物たちにも出会えるかもしれません。 
 

■日 時：2016年 8月 7日（日）～15日（月）  20：00～21：00 

■参 加 費：1名様 1,500円 ■定 員：各回 15名様 

■対象年齢：小学生以上    ■開催場所：ラフォーレ修善寺 ゴルフ場 

 

思いっきり川遊び 
 

ペットボトルのわなを仕掛けて魚を捕まえたり、水中メガネを使って生き物の観察をしたり。

川の中の生態系を楽しく学びます。 
 

■日 時：2016年 7月 31日（日）～8月 4日（木）、8月 16日（火）～19日（金） 

10：30～12：00 

■参 加 費：1名様 1,500円 ■定 員：各回 15名様 

■対象年齢：小学生以上    ■開催場所：ラフォーレ修善寺近く 深沢川 

 

開業 40周年記念のお祭り ＳＷＳ（サマーワークショップ）マルシェ 
 

ラフォーレ修善寺の開業 40周年を迎える 8月 20日に、日頃お世話になっている地元の方々に

感謝の気持ちを込めて、さまざまな伊豆の地域資源の中から今回は「伊豆で働く人」にフォー

カスをあてた「ラフォーレ修善寺サマーワークショップマルシェ」を開催いたします。日頃、

伊豆で活躍されるクリエイターによる手づくり作品の展示や物販、またワークショップを通じ

て伊豆の魅力を伝えていきます。 

 

■日 時：2016年 8月 20日（土） 10：00～18：00 

       ※ワークショップの時間は店舗により異なります。 

■参 加 費：店舗により異なります 

■開催場所：ラフォーレ修善寺 スポーツセンターエリア（雨天時は変更の場合あり） 

■出 店 数：約 10店舗（藍染め作家 三橋 由美子 ほか） 

       ※出展者詳細は決まり次第、ホームページにてご案内いたします。 
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◆総合リゾートホテル ラフォーレ修善寺 施設概要 

温泉露天風呂付客室「山紫水明」や愛犬との滞在ができる客室、バーベキューテラス、温

泉大浴場・岩盤浴などの温浴施設のほか、研修施設やスポーツ施設など充実した施設を備え

た総合リゾート。1976（昭和 51）年 8 月に北に富士山、南に天城連山を望む 50 万坪という広

大な敷地の中で、日本初の法人会員制ホテルとして開業し、2016 年 8 月に開業 40 周年を迎え

ます。2016 年 3 月より、「Thanks and the Next ～ありがとう これからも～」と題し、開

業 40 周年を記念した宿泊プランや特別イベントをはじめ、さまざまな企画や商品を展開し

ています。 
 

所在地： 〒410-2415 静岡県伊豆市大平 1529 

T E L： 0555-72-3311（代表） 

U R L： http://www.laforet.co.jp/shuzenji/ 
 

※画像は全てイメージです。  

 

 

 

 

◆本件に関する報道関係の皆様からのお問合せ先◆ 

総合リゾートホテル ラフォーレ修善寺 

広報担当 釜中・島崎・裏川 

〒410-2415 静岡県伊豆市大平 1529 

TEL 0558-72-3311 / FAX 0558-72-6115 / E-Mail：shuzenji@laforet.co.jp 
 

 


