■お申込方法

森の自然学校行

↑【 ＦＡＸ ０５７７－６８－２８９１ 】

下記＊必要事項をご記入の上、このページをＦＡＸしていただくか、同内容をメールまたは郵便でお送りください。
折り返しスクーリングの日程等について、ご連絡いたします。

新匠流 木工マイスター養成講座

申込書

新匠流 木工マイスター養成講座

生年月日

フリガナ

＊氏

木工技術を基礎から学ぶ

名

Ｓ ・ Ｈ

年

月

日

〒

＊住

所

ご自宅

携帯

＊電話番号
電話連絡不可の時間帯がある場合はご記入ください（

）

E-mail

スクーリング日程

ご希望のスクーリング日程が
決まっている場合はご記入下さい

自然の中で学ぶ木工を楽しむ人のための講座

＊木工の経験
やご希望など
自由にご記入

「新匠流」 は、 自然の中で木工を段階的に学べる木工講座です。 木工を楽しみたいけど何から始めて

下さい

よいか分らない、 自己流で行ってきたけれど本格的に基礎技術を身に着けたい、 自由に家具を作れる
ようになりたいという方におすすめです。
■受講料の内訳

新匠流 木工マイスター養成講座

宿泊１泊 2 食

新匠流受講料 ( 税込） 合計 298,500 円
キット・材料費

80,000

教材費、連絡費

20,000

スクーリング代

基本過程

受講料

森の自然学校は３８年前から木工セミナーを行ってきました。 多くの方に参加いただき参加者の中には

スクーリング代内訳

39,700×5 回

＝

10,000×2 泊 = 20,000

昼食

1､000×2 食 =

プログラム代

3,000× 9ｺﾏ = 27,000

新匠流割引価格 39,700

198,500

2,000

← 計 49,000

・新匠流参加割引で、スクーリング代が割引となります。
・スクーリング代には宿泊代、滞在中の食事（６食）代、
プログラム代、税が含まれます。

■お支払方法
受講料はスクーリングの都度５回に分けてお振込いただくか一括でお振込いただく方法があります。

①キット・材料費、教材費、通信費
１回目スクーリング前に

100,000
39,700

計 139,700 円

③ 3 回目スクーリング前に

39,700

２回目以降のスクーリングご参加前に

④ 4 回目スクーリング前に

39,700

その都度 39,700 円をご入金いただきます。

⑤ 5 回目スクーリング前に

39,700

合計（税込）

298,500
普通預金１３３２１８

お申込み・お問合せ先

森の自然学校 新匠流事務局
〒506-0101

岐阜県高山市清見町牧ケ洞 1051-5

TEL:0577-68-2560 FAX:0577-68-2891
E-mail : takumi@oaknature.co.jp
URL: http://www.oaknature.co.jp

木工技術を効率よく着実に学べるカリキュラムを組み立てました。
制作する課題は無垢の木を素材にした日常で使える実用的な小物や家具ばかりです。 身の回りに手作り
の作品が増えていく楽しみも味わっていただけます。 樹々に囲まれた森の工房で､木のあたたかさや自然
にふれながら、 あなたも 「新匠流」 の仲間入りをしませんか。

をご入金いただきます

39,700

高山支店

まで公的木工職業訓練を行い多くの卒業生を木工メーカーへの就職に結びけました。 この実績を元に

１回目のスクーリング前に

② 2 回目スクーリング前に

お振込先： 大垣共立銀行

自分で作品を作り販売を行う作家になられた方も少なからずおられます。 また､２０１０年から２０１４年

＊一括でお振込の場合は 280,000 円

名義：OV 森の自然学校株式会社（ｵｰｳﾞｲﾓﾘﾉｼｾﾞﾝｶﾞｯｺｳ
（カ）

・スクーリングは初日の 14:00 ～開始。最終日の 15:00 頃に終了します。
・高山駅からの送迎可能。
アクセス
車の場合・JR 高山駅より国道 158 号線を荘川・白川郷方向へ約 16 分。
・東海北陸自動車道白川郷 IC より約 35 分､清見 IC より約 10 分
・中部縦貫自動車道高山西 IC より約 3 分
高速バス・東京新宿京王ﾊﾞｽｾﾝﾀｰより高山直通バス 5 時間 30 分
・名古屋駅又は名鉄ﾊﾞｽｾﾝﾀｰより清見まで 2 時間 25 分
・大阪駅前（東梅田）より清見まで約 5 時間

森の自然学校

http://www.oaknature.co.jp

新匠流

木工マイスター養成講座の特徴

②スクーリング２回目

ポイント 手工具の扱い方 ・鑿の研ぎと調整 ・組み継ぎ

・経験豊富な講師が教える｢木工を楽しみたい方向けの講座｣です。趣味として楽しむこともできますが、努力次第で
上級レベルに達することができます。修了生の中には工房を構え作家や指導者として活躍している方もいます。
・厳選された教材はすべて日常で使えるものなので、作品を使う楽しみも味わえます。また木工を続けていくために
必要な基本の手工具、道具箱、作業台などを、学びながら手に入れることができます。
・受講される方のご希望や目標、レベル合わせて個人指導 で講座を進めます。
・自宅研修と５回の現地スクーリングを組み合わせ、初級、中級、上級と段階を踏まえながら徐々にステップアップ
していく内容になっており、初心者の方でも無理なく着実に技術を身につけられます。

▼

1 コマ
１コマ
３コマ
３コマ

鑿（ノミ）、スコヤ、白書、けびき一本竿、 直定規 300mm

③スクーリング３回目

▼

手工具の使い方の基本Ⅰ

【キットまたは材料からの椅子制作】

⇒
⇒

・墨付け

２コマ

・臍加工
・座面と背の加工

２コマ
３コマ

・椅子の組み立て

２コマ

ポイント

〇制作する椅子は４種類からお選びいただけます

手工具を使って椅子の
加工と組み立てを学ぶ

自宅研修３ ・椅子の仕上と塗装・道具の調整 刃の研ぎ
・制作したいテーブルの図面を確認

＊選択コース
（ご希望にそってより専門的なコースに進めます）
１ 旋盤などの木工機械を使って材料から家具作り

④スクーリング４回目

２ ろくろ挽きもので器作り
４ マイ工房作り（セルフビルドで小屋づくり）

【キットまたは材料からのテーブル制作】
テーブルの部材を加工
・角ノミの使い方の基本
・テーブル部材墨付け
・テーブル加工の基本
・ほぞとり 鑿の使い方を学ぶ

選び５回通っていただきます。１回基本２泊３日／９コマで行います（１コマ＝９０分）
〇各スクーリングの間には、各自ご自宅で自宅研修課題に取り組んでいただきます。
〇ご希望の方は匠が勧める基本の手工具セットを割引価格で購入できます。

基本過程 カリキュラムの流れ
木工事始め

匠が勧める基本の手工具セット

▼

ポイント 手工具の扱い方 ・小刀の研ぎ・鉋の研ぎと調整

・ガイダンス
・鉋の仕込みと研ぎ２コマ
・箸作り
１コマ
・道具箱
２コマ
・スツール
４コマ
使用する道具

ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾁｪｱ

（作業台、ダイニングテーブルには追加料金が発生します。）
ミニテーブルデザイン

自宅研修４ ・テーブルのデザインを行い
スケッチ又は図面におこす

⑤スクーリング５回目

ミニテーブル 基本形

ダイニングテーブル

▼

蟻桟送りとデザインを学ぶ

テーブルをデザインに合わせて加工する方法や手順を学びます。オリジナルデザインに挑戦しましょう。
作業台も制作できます

【木工機械を使いほぞ組を学ぶ】

玄能、鉋、両刃鋸、導付鋸、小刀キング砥石中、キング砥石仕上

自宅研修 1 ・箸作り復習 鉋研ぎ､調整練習・バターナイフ作り 小刀研ぎ調整､デザイン練習
・ペーパーナイフ

ﾍﾟｻﾞﾝﾄﾁｪｱ

制作したいテーブルを ミニテーブルまたはダイニングテーブルから選んでいただ
きます。ミニテーブルを選択した方は、ミニテーブルのみの制作でもよいですが、
ご希望の方は、追加で作業台を制作することも可能です。

２コマ
２コマ
３コマ
２コマ

最初に個別ガイダンスを行います。ここで木工のご経験や学ばれる目的、
到達目標をヒアリングいたします。相談や質問もお話しいただけます。

▼

ほぞ組の椅子

Kﾁｪｱ

手工具の使い方の基本Ⅱ

３ 本格漆塗りコース

〇現地スクーリングは、年間約１０回の定められたセミナー日程からご都合のよい日程を

①スクーリング 1 回目

【寄せ木の小箱】
・鑿の研ぎ
・墨付け
・組み継ぎ加工
・鑿で蓋作り

・【額作り】越し押し鑿の復習・ 制作する椅子を決め､図面を確認

自分の力量に合わせて
作りたい家具を制作

自
* 由制作工房 上級

興味のある分野を専門的に学ぶ

選
* 択コース

蟻桟送りとデザインを学ぶ

手工具の使い方の基本Ⅱ

④キット又は材料からのテーブル制作

手工具の使い方の基本Ⅰ

③キット又は半キットからの椅子制作

組み継ぎ

木工の基本を学ぶ

②鋸・鑿の仕込み

木工事始め

①鋸・鉋・小刀の仕込み

⑤木工機械を使いほぞ組を学ぶ

⇒

⇒

１コマ

自宅研修 2 ・「寄せ木の小箱」 仕上げ、最終加工 ・「寄せ木の小箱」塗装

・基本課程終了後は､さらに興味のある分野 (＊選択コース ) に進み､学ぶことができます。

基本過程

【馬のオブジェ】
・鋸使いの為の練習

使用する道具

・５回目のスクーリングを終了した方は「新匠流 基本課程修了」を認定します。

新匠流（マイスター養成講座）の流れ

木工の基本を学ぶ

小刀研ぎ調整、デザイン練習

・蟻桟送りの基本

１コマ

・テーブルのデザイン加工

３コマ

・テーブルの仕上加工
・テーブル塗装

３コマ
２コマ

自宅研修５・まとめレポートを作成し提出

〇レポート提出後に 「木工マイスター養成講座基本過程修了証明書」 を発行いたします｡

