
スマイルウッド　おうち木工教室　笠部のおうち
住　　所　 伊賀市笠部 533
開講時間　 火曜・土曜　13:30～17:00
                 ※応相談。要電話予約

   
TEL　     080－7041－6483　　　　
    HP        http://smile-wood.com/

国産杉の木工キットを使った、こだわりがいっぱいの木工教室を開講。
木材は産地証明付き。天然素材の接着剤や植物のやすりを使い、他に
はない体験ができます。60種類以上の木工キットは、コ一スターのよ
うな小さな作品から大人用のスツールのような作りがいのある作品ま
で多種多様。塗装は20色のカラーバリエーションを用意。選ぶ楽しみ、
作る楽しみ、使う喜びを感じていただける『おうち木工教室』。木工が
はじめてという方も大歓迎。楽しみながら作品をつくるうちに、DIY
の幅が広がります。体験レッスンも随時受け付け中！

講師紹介
スマイルウッド代表
岡さつきさん

伊賀市笠部で「スマイルウッド
『おうち木工教室』」を開講。
木でできたものが持つぬく
もりと、ほっとする時間を届
けたいという想いから大阪
で起業。その後、木工の師
匠や仲間と出会い、自宅で
も開業できるおうち木工教
室の講師を養成する「スマイ
ルウッド」の代表に。2015
年に古い民家を仲間と改装
し、拠点を伊賀市笠部へ。木
のものづくりの楽しさを広
げたいと日々奮闘中。

＜応募方法＞郵便ハガキに、希望のリース名「赤リース」or「青リース」いずれかひとつ、郵便番号・住所・氏名・年
齢・電話番号・好きな番組・本誌へのご意見、ご要望などを明記の上、下記宛先までご応募ください。

【応募締切】12月20日（水）当日消印有効
※当選は発送をもってかえさせて頂きます。
※作品は十分梱包して発送いたしますが、万が一破損していても、お取り替えはできませんので、ご了承ください。
　小物類はプレゼントには含まれません。

【宛先】〒518－0835  伊賀市緑ケ丘南町2332  伊賀上野ケーブルテレビ(株)「おうちではじめるDIY  12月号プレゼント」係

た作品を

クリスマスをイメージできるもの
と一緒に飾ると、お部屋に季節
感がでますね。 天然素材のナチ
ュラルなリースは年中飾ることが
できます。お好みの素材で、ぜひ
つくってみてください。 

おすすめディスプレイ

どんな飾り付けに
しようかな。

松ぼっくりかわいい！ 
グリーンを

巻きつけても素敵！ 

小さなサンタを
付けてみました。

かわいいですね！

作り方

杉板　【A縦棒】200×22×8×2【B横棒】200×22×8×2
　　　【C上部材】100×22×8×3【D下部材】100×28×12×3
スリムビス13ミリ4本、スリムビス16ミリ6本、木工用ボンド、
紙やすり（180番）、木の実やドライフラワー、細いワイヤー等
※材料寸法は長さ×幅×厚み×枚数であらわしています。単位はｍｍ
※木材は、ホームセンターの木材カットサービスを使って入手することができます。
　お手持ちの木材のサイズに合わせて、作品の長さや幅をアレンジしてもよいです。
※塗料は、ミルク原料を使用した天然由来ペイントを使用しています。

材　料

ドリルドライバー、ドリルビット（２ミリ）、ドライバービット（＋１）、
定規、スコヤ、キリ、ヘラ（ボンド用）、塗装用スポンジ、木枠や捨て板、グルーガン等

道　具

◇スクエアリース＆六角リース◇ 

木取り図 単位：mm（ミリ）

「おうちではじめるDIY」では、毎回おうちでつくれる、木の良さをいかした作品を紹介していきます。今回の
作品は「スクエアリース＆六角リース」です。組み立てはとても簡単 ！　飾りや本体の色で、自分だけのオリジ
ナルリースができますよ ！　お子さんと一緒につくっても楽しいですね ！

①

①印をつける
　定規やスコヤを使って、部材の 
内側（接着面）にビス位置や合 
わせ位置の印をつけます。 

③〈2〉
六角リースのＤ下部材にＣ上
部材をビスどめします。 

③〈1〉
スクエアリースのＡ縦棒にＢ横
棒をビスどめします。

⑥
〈
１
〉

④やすりがけ
紙やすりで表面を整えます。木
目と同じ方向にかけましょう。 

⑤塗装 
スポンジを使って塗料を少量ず
つ塗り重ねます。 

②

②下穴をあける
　ドリルビットのずれ防止に、ビス位置にキリで軽く穴をあけておきます。 
2ミリのドリルビットをつけたドリルドライバーで、ビス位置に下穴（貫通
穴）をあけます。木枠にのせた捨て板の上に材を置いてあけましょう。 

スリムビス16mmのビス位置

木目の方向

下穴・ビス位置・合わせ位置
をつけるためのえんぴつ線

スリムビス13mmのビス位置加工図 単位：mm（ミリ）完成図

⑥
〈
３
〉

③

⑥〈3〉
リースと松ぼっくりの間にグルー
を入れて固定します。バランス
を見ながら他の素材も付けて
いきましょう。 

⑥〈1〉
ワイヤーの中心を持ち、松ぼっく
りの土台部分に巻き付けます。 

⑥〈2〉
リースにワイヤーを巻き付けて
松ぼっくりを固定します。  

⑤

⑥

③
〈
２
〉

④

⑥
〈
２
〉

DIYDIY
Lesson21Lesson21おうちではじめるおうちではじめる

③組み立て 
　接着面にボンドを塗り、ドライ
バービット（＋１）を付けたドリルド
ライバーでビスどめをします。組
み立ての順番は次のとおりです。 

③
〈
１
〉

⑥飾り付け 
ワイヤーやグルーガン（ホット
ボンド）を使って、松ぼっくりや
木の実、ドライフラワーなどを
飾り付けます。 

①グルーガンは熱でグルー（接着剤）を融かし、トリガーを引くことでグルーを押
　しだして使います。先端の部分や出てきてすぐのグルーはとても熱いので、や
　けどをしないように注意しましょう。またグルーはすぐに冷めて固まるので、手
　際良く作業を進めましょう。
②小さな部材を固定したい時には、キリなどで押さえるとよいです。
③トリガーを引いても出なくなったら、後ろから新しいグルーを差し込みましょう。

講
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棒
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【スクエアリース】
各部材をビス1本でとめるデザインなので、組んでからも木工用
ボンドが固まるまでは形を動かすことができます。ひし形にして
もよいですね。 

【六角リース】
Ｃ上部材とＤ下部材は、ビスを打
つ位置を確認しながらお好みの位
置に置きましょう。

【六角リース】
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【スクエアリース】

【ワンポイントアドバイス】

① ② ③



スマイルウッド　おうち木工教室　笠部のおうち
住　 所　 伊賀市笠部 533
開講時間　 火曜・土曜　13:30～17:00

※応相談。要電話予約

TEL　     080－7041－6483　　　　
    HP        http://smile-wood.com/

国産杉の木工キットを使った、こだわりがいっぱいの木工教室を開講。
木材は産地証明付き。天然素材の接着剤や植物のやすりを使い、他に
はない体験ができます。60種類以上の木工キットは、コ一スターのよ
うな小さな作品から大人用のスツールのような作りがいのある作品ま
で多種多様。塗装は20色のカラーバリエーションを用意。選ぶ楽しみ、
作る楽しみ、使う喜びを感じていただける『おうち木工教室』。木工が
はじめてという方も大歓迎。楽しみながら作品をつくるうちに、DIY
の幅が広がります。体験レッスンも随時受け付け中！

講師紹介
スマイルウッド代表
岡さつきさん

伊賀市笠部で「スマイルウッド
『おうち木工教室』」を開講。
木でできたものが持つぬく
もりと、ほっとする時間を届
けたいという想いから大阪
で起業。その後、木工の師
匠や仲間と出会い、自宅で
も開業できるおうち木工教
室の講師を養成する「スマイ
ルウッド」の代表に。2015
年に古い民家を仲間と改装
し、拠点を伊賀市笠部へ。木
のものづくりの楽しさを広
げたいと日々奮闘中。

クリスマスをイメージできるもの
と一緒に飾ると、お部屋に季節
感がでますね。 天然素材のナチ
ュラルなリースは年中飾ることが
できます。お好みの素材で、ぜひ
つくってみてください。 

おすすめディスプレイ

どんな飾り付けに
しようかな。

松ぼっくりかわいい！ 
グリーンを

巻きつけても素敵！ 

小さなサンタを
付けてみました。

かわいいですね！

作り方

杉板　【A縦棒】200×22×8×2【B横棒】200×22×8×2
　　　【C上部材】100×22×8×3【D下部材】100×28×12×3
スリムビス13ミリ4本、スリムビス16ミリ6本、木工用ボンド、
紙やすり（180番）、木の実やドライフラワー、細いワイヤー等
※材料寸法は長さ×幅×厚み×枚数であらわしています。単位はｍｍ
※木材は、ホームセンターの木材カットサービスを使って入手することができます。
　お手持ちの木材のサイズに合わせて、作品の長さや幅をアレンジしてもよいです。
※塗料は、ミルク原料を使用した天然由来ペイントを使用しています。

材　料

ドリルドライバー、ドリルビット（２ミリ）、ドライバービット（＋１）、
定規、スコヤ、キリ、ヘラ（ボンド用）、塗装用スポンジ、木枠や捨て板、グルーガン等

道　具

◇スクエアリース＆六角リース◇ 

木取り図 単位：mm（ミリ）

「おうちではじめるDIY」では、毎回おうちでつくれる、木の良さをいかした作品を紹介していきます。今回の
作品は「スクエアリース＆六角リース」です。組み立てはとても簡単 ！　飾りや本体の色で、自分だけのオリジ
ナルリースができますよ！ お子さんと一緒につくっても楽しいですね！

①

①印をつける
定規やスコヤを使って、部材の
内側（接着面）にビス位置や合
わせ位置の印をつけます。 

③〈2〉
六角リースのＤ下部材にＣ上
部材をビスどめします。 

③〈1〉
スクエアリースのＡ縦棒にＢ横
棒をビスどめします。

⑥
〈
１
〉

④やすりがけ
紙やすりで表面を整えます。木
目と同じ方向にかけましょう。 

⑤塗装
スポンジを使って塗料を少量ず
つ塗り重ねます。 

②

②下穴をあける
ドリルビットのずれ防止に、ビス位置にキリで軽く穴をあけておきます。 
2ミリのドリルビットをつけたドリルドライバーで、ビス位置に下穴（貫通
穴）をあけます。木枠にのせた捨て板の上に材を置いてあけましょう。 

スリムビス16mmのビス位置

木目の方向

下穴・ビス位置・合わせ位置
をつけるためのえんぴつ線

スリムビス13mmのビス位置加工図 単位：mm（ミリ）完成図

⑥
〈
３
〉

③

⑥〈3〉
リースと松ぼっくりの間にグルー
を入れて固定します。バランス
を見ながら他の素材も付けて
いきましょう。 

⑥〈1〉
ワイヤーの中心を持ち、松ぼっく
りの土台部分に巻き付けます。 

⑥〈2〉
リースにワイヤーを巻き付けて
松ぼっくりを固定します。  

⑤

⑥

③
〈
２
〉

④

⑥
〈
２
〉

DIYDIY
Lesson21Lesson21おうちではじめるおうちではじめる

③組み立て 
　接着面にボンドを塗り、ドライ
バービット（＋１）を付けたドリルド
ライバーでビスどめをします。組
み立ての順番は次のとおりです。 

③
〈
１
〉

⑥飾り付け 
ワイヤーやグルーガン（ホット
ボンド）を使って、松ぼっくりや
木の実、ドライフラワーなどを
飾り付けます。 

①グルーガンは熱でグルー（接着剤）を融かし、トリガーを引くことでグルーを押
しだして使います。先端の部分や出てきてすぐのグルーはとても熱いので、や
けどをしないように注意しましょう。またグルーはすぐに冷めて固まるので、手
際良く作業を進めましょう。
②小さな部材を固定したい時には、キリなどで押さえるとよいです。
③トリガーを引いても出なくなったら、後ろから新しいグルーを差し込みましょう。

講
師
　岡
さ
つ
き
さ
ん

編
集
者
　S
子

100 100 100

22 C（上部材） C（上部材）C（上部材）

100 100 100

28 D（下部材） D（下部材）D（下部材）

200 200 200 200
22 A（縦棒） B（横棒）A（縦棒） B（横棒）

B（横棒）11
11

39 39122

B（横棒）

A（
縦
棒
）

【スクエアリース】
各部材をビス1本でとめるデザインなので、組んでからも木工用
ボンドが固まるまでは形を動かすことができます。ひし形にして
もよいですね。 

【六角リース】
Ｃ上部材とＤ下部材は、ビスを打
つ位置を確認しながらお好みの位
置に置きましょう。

【六角リース】

11
11

5025 25

C（上部材）

28

100

D（下部材）
A（
縦
棒
）

22

22

100

28

28

D（下部材）D（下部材）

C（上部材）C（上部材）

【スクエアリース】

【ワンポイントアドバイス】

① ② ③


