NEWS RELEASE
報道関係各位

ニューヨークランプミュージアム＆フラワーガーデン

オープン 1 周年記念！ クリスマス特別企画

「ティファニーステンドグラス制作体験」開催
2018 年 12 月 18 日
株式会社伊豆シャボテン公園

フラワーガーデンは
アイスチューリップが
見頃です

ティファニーデザインを
モチーフにしたステンドグラス制作体験
（制作時間約 1 時間）

ティファニーランプの
スペシャルガイドツアー（所要時間約 30 分）

ニューヨークランプミュージアム＆フラワーガーデンでは、2018 年 12 月 22 日（土）～24 日（月）の 3 日間、当園では
初となる制作体験イベントを開催いたします。
当イベントでは、アメリカステンドグラス協会会員、日本ステンドグラス協会常任理事である「ステンドグラス工房かわも
と」の、かわもとみえとインストラクターがティファニーデザインをモチーフとしたステンドグラスの制作体験を指導いたしま
す。
また、制作体験終了後は、ステンドグラス１級技能工芸士かわもとみえによるティファニーランプのスペシャルガイドツ
アーをお楽しみいただけます。クリスマスだからこそ、さらに美しく光り輝くアンティークティファニーランプ。この 3 日間だけ
開催される、とっておきのツアーです。

お問い合わせ先：株式会社伊豆シャボテン公園

企画広報部

TEL：0557-51-1115（代） URL：https://shaboten.co.jp/
〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1085-4
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オープン 1 周年記念 クリスマス特別企画 ティファニーステンドグラス制作体験
日にち
開始時間

2018 年 12 月 22 日（土）～24 日（月）
①11 時 00 分～、②14 時 00 分～、③16 時 00 分～ （制作時間：約 1 時間、①～③ 各回 12 名定員）
※制作体験終了後、ステンドグラス１級技能工芸士によるティファニーランプのガイドツアーをお楽しみいただけます。

対

象

対象年齢：小学生以上（小学生は必ず保護者同伴でご参加ください）

場

所

ティファニーミュージアム別館 カフェ

参加方法

予約制（TEL.0557-51-1128） ※定員になり次第締め切りとさせていただきますので、お早目のご予約をお勧めします。
（直前でのご予約にも極力対応いたします）

予約特典

【特典①】入園料金が割引料金に！ 大人（中学生以上）1200 円 → 1100 円、小学生 600 円 → 550 円
【特典②】参加者全員にオリジナルポストカードをプレゼント
【特典③】アンティーク＆ショップさくらさくらでのお買い物が５％割引に！
【特典④】テイクアウトショップ「リリー」にて、ソフトクリーム 30 円引き！

メニュー

A.タチアオイ
2,000 円（税込）

注意事項

B.水仙
2,000 円（税込）

C. ぶどう
2,500 円（税込）

■予約時に上記 4 点の中からお作りになりたいモチーフをご指定ください。
■施設の営業時間は 9 時 00 分～16 時 00 分です。最終入園受付時間は 15 時 30 分、「ティファニーカフェ」「テイクア
ウトショップ リリー」のラストオーダーは 15 時 30 分です。
■16 時 00 分～の回を希望されるお客様は、制作体験の前に園内の見学やショップ・飲食のご利用をお勧めします。ただ
しティファニーミュージアム内の見学は、制作体験終了後にスペシャルガイドツアーにて特別にお楽しみいただけます。終
了予定時刻は 17 時 30 分頃です。

ステンドグラス工房かわもと

かわもとみえ

■ステンドグラス作品制作、教室、材料販売
■静岡県静岡市葵区沓谷 4 丁目 19-7
■http://www.glass-kawamoto.jp/
■TEL & FAX 054-264-3934

■ステンドグラス工房かわもと副代表
■SGAJ（日本ステンドグラス協会）
常任理事・事務局長
■ステンドグラス 1 級技能工芸士

【 ステンドグラス工房かわもと
1987.3
1994.9
1995～
2003.8
2004
2005.5
2007

2008.9
2008.9
2009.6
2010.4
2010.10

D.トンボ
3,000 円（税込）

スタジオ開設
スタジオ移設 ショップ、教室開設
工房作品展 1th 開催（2018 現在 23th）
[SGAA]アメリカステンドグラス協会公認会員となる
インストラクター育成開始（2018 現在第 5 期生）
インストラクターによる教室、WS 開始
Full Spectrum Studio 所属（ミシガン州）
Mominee Studios（インディアナ州）
State of the Art,Inc（テネシー州）
West Vernee Studio（ペンシルベニア州）
川本昭彦・佳恵長期渡米、共同制作研修 2007 帰国
（主にオールドステンドグラス修復復元を学ぶ）
小川三知を讃える会 役員就任
BU 社 技法研修（オレゴン州）
小川三知の足跡調査（ペンシルベニア州）
静岡学園中学校ステンドグラス講師就任
ステンドグラス「父娘展」開催（川本昭彦・かわもとみえ）

Studio History 】

2011.6
2012.6
2013.1
2013.2
2013.3
2013.8
2014.11
2014.12
2015.6

小川三知の足跡調査（オハイオ州）
沼津御用邸にて「悠久の煌めき」開催
SGAA 季刊誌 Vol.107 No.4「かわもと」特集掲載
ステンドグラス一級技能工芸士取得
[SGAJ]日本ステンドグラス協会公認会員となる
SGAA 季刊誌 かわもと記事掲載
御殿場 秩父宮記念公園 母屋にて「悠久の煌めき」開催
[SGAJ] 日本ステンドグラス協会理事就任
[SGAA]アメリカステンドグラス協会プロフェッショナ
ル認定（他国メンバー初）
2016.1
台日国際文化交流展出展
2016.9
日本ステンドグラス協会展出展
2016.10 京都国際交流芸術展出展
2017.5
御殿場 秩父宮記念公園 母屋にて「悠久の煌めき」開催
2018.4
[SGAJ]日本ステンドグラス協会 常任理事・事務局長
就任（かわもとみえ）
2018.9
新かわもと工房グランドオープン

ニューヨークランプミュージアム＆フラワーガーデン

NEW YORK LAMP MUSEUM & FLOWER GARDEN

〒413-0231 静岡県伊東市富戸 841-1 TEL：0557-51-1128（代） URL：https://nylfmuseum.com
営業時間：〈3 月～10 月〉9：00～17：00、〈11 月～2 月〉9：00～16：00 年中無休
入園料金：大人（中学生以上）1200 円、小学生 600 円、幼児無料
駐車場有料 ※ミュージアムをご利用のお客様は駐車料無料
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