GlassWorksちゅき

ガラス体験・製作手順の説明

この度は、GlassWorksちゅき「ガラス体験・製作手順」をご覧頂き、どうもありがとうござ
いました。
以下の手順をご参考にされて、当日まで作りたい作品ををイメージしてお越しください。
あなたにお会いできますことを、楽しみにしております。
なお、ガラス体験にはご予約が必要です。「予約フォーム」よりご希望の体験、人数、時間
を
お選び頂きます様、お願いいたします。
ご質問、お問い合わせも同フォームにて受け付けております。ご利用ください。
沖縄ガラス星砂体験

製作作品:ガラスアクセサリー全般、ヘアゴム、箸置き、キーホルダー
制作時間:1~2 時間
体験料:¥5.200(税別)
郵送料:¥500(税別)
*2時間超過延滞料お一人¥2.000
【制作当日の注意】
A.わからないことは担当者に確認してください。
聞かずに制作を続けると、きれいに出来上がりません。

B.当工房では、ガラスの制作時に安全メガネをお貸ししています。作品を作るときはこれを
つけてください。
ガラスをカットした後はガラスの破片が手に刺さりますので、ハケで机をきれいして下さい
ガラスをカットした辺は手を切りやすいので、ガラス面を持ってください。

C.ガラスの制作は2時間以上続けると集中力がおちて、ガラスで手を切ることもあります。
したがって、当工房では、制作時間を2時間に限定しています。2時間を越えると延滞料金
（一人2000円 税別）が発生することをあらかじめご了承ください。
D.あなたの作った作品は、わたしたちの工房で焼いて、金具を取り付けます。
E.出来上がった作品は10 日以降に発送いたします。

沖縄ガラス星砂体験
*自分で考えたデザインを自身を完全オリジナルガラス作品が作れる
特別なガラス体験*

<琉球ガラス星砂体験製作手順>
ジンベイザメの星砂キーホルダーを作ります。

最初に用途は決めましょう。
出来上がった作品は、実際に使うものか、玄関など飾るものかお決めください。
1）用紙に作りたいものを大きな四角と小さな四角に描きます
今回はジンベイザメを作ります。 大きな四角には大きくのびのびと色鉛筆で塗って描きまし
ょう。
小さな四角は原寸大に描きます。四角内におさまるように描きましょう。
2)ガラスを選びます
白いガラスと透明ガラスを選びます。
3)ガラスにマーカーでジンベイザメを描きます
選んだガラスの端にマーカーでジンベイザメをそれぞれに描きます。 キーホルダーですので
、ジンベイザメの ヒレが紐などに引っかからいように、シンプルな形にします。

4)ガラスをカットする線を描きます
色が違うマーカーで、ガラスをカットする線を描きます。
5)ガラスをカットします
カットする線に沿って、ガラスをカットしますが、その前に練習をします。
用紙にガラスカッターを垂直に持ち、ガラスカッターの刃が、ご自分に垂直になるように向
けて
紙が切れるほど力強く、まっすぐに引きます。 一度で切れない場合は、他の場所で何回も紙
が
切れるまで練習をしましょう。 紙が切れたら、実際にガラスも同じ力加減で、
6）ペンチでガラスを割ります
ガラス専用ペンチで、ガラスにスジを付けたラインに合わせるように、ペンチを挟み込み両
手でペンチを握ります。 ペンチの白いラインの延長線上が、ガラスのスジに重なるよう調節
をしてください。 大まかに全てのガラスパーツをカットしましょう。
7）ガラスを削ります
専用機械でガラスを削ります。 白いガラスと透明ガラスを重ねたときに、同じ形になるよう
に、削りながら整えます。

8)全てのガラスパーツを組み立てます
ジンベイザメの目や口斑点模様などを透明ガラスに、木工ボンド少量で 接着します。 多量
に付けると、黒く焼き残るので注意しましょう。

9)ガラスパウダーでグラデーションにします
ジンベイザメをきれいなグラデーションにします。白いガラスにガラスパウダーを乗せます
。 このガラスパウ ダーを使いますが、色同志が混ざらいように気を付けましょう。 混ざっ
てしまうときれいに発色しませんので、 ご注意ください。

10)星砂をおきます
2,3個の星砂を選び、ガラスパウダーを乗せた面に置きます。 星砂を 3 個以上ガラスに置く
と、必ずガラス が割れてしまうので注意しましょう。透明なガラスを上から乗せるので、ジ
ンベイザメの口や目に隠れることが 無いよう、 確認しましょう。 星砂はやや内側に乗せる
のがよいでしょう。
11)透明ガラスを乗せます
透明ガラスを、ガラスパウダーを乗せた白いガラスの上に重ねます。 完成です。
あなたの作った作品は、わたしたちの工房で焼いて、金具を取り付けます。
出来上がった作品は10 日以降に発送いたします。

注意事項
当サイト、資料の内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
また、NAVERまとめ等のまとめサイトへの引用を厳禁いたします。
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GlassWorks Chuki
Glass experience and manufacturing procedure.
Thank you for watching GlassWorks Chuki's “Glass Experience and Procedure”.
Use the following steps to think about the image of the work you will create by that day.
I'm looking forward to seeing you.
Reservations are required for the glass experience.
Please tell us your desired experience, number of people, and time from "Reservation Form".
Questions and inquiries are also accepted on this form.
Okinawan Glass Making with Star Sand Workshop

Producｔ: Glass accessories, hair bands, chopstick rests, key chains
Production time: 1-2 hours
Price: ¥ 5,200 (excluding tax)
Shipping fee: ¥ 500 (excluding tax)
* 2 hours overtime fee per person ¥ 2,000
【Some notice at the day】
A.Please ask the person in charge if you are unsure of what to do.
If you continue working on something without asking for help, your project may not come out
properly.
B.We lend you safety glasses. Please wear them when you make glass work.
After cutting the glass, small fragments can get stuck in your hand, so clean your desk with a
brush. Hold the surface of the glass, rather than the edges, because you can easily cut your
hand on the edge of the glass.
C. We set a production time for 2 hours. if you keep making a glass work for more than 2
hours,
you may be afraid of hurting your hand by glass parts due to declining your concentration.
Therefore, extra fee per person(¥2,000 excluding tax) would be charged
when your production time exceeds for 2 hours.
D.We will fire your work in our kilns for you and attach with metal fittings.
E.The finished work will be delivered without 10 days.

Okinawan Glass Making with Star Sand Workshop
A special experience, in which you can make and design your own work.

<How to make Ryukyu Glass Star Sand>
Making a whale shark star sand key chain.

Decide how you would like to use it.
At first decide whether the finished work will be for actual use or for decoration.
1）Draw what you want to make on the paper in the large square and the small square.
Now, let’s make a whale shark. Draw your image in the large square, and color it with colored
pencils. Then draw your image to scale in the small square.
Make sure your image fits within the small square.
2) Choose the glass
Choose white glass and transparent glass.
3)Draw a whale shark with a marker on the glass
With a marker, draw a whale shark on both the white and the transparent pieces of glass you
chose. Because it’s a key chain, it’s better to make a simple shape so that the fins of the
whale shark will not get caught on the string.
4)Draw lines on the glass indicating where to cut
With markers of different colors, draw lines on the glass indicating where you will cut.
5) Cut the glass
Cut the glass along the line, but practice on the paper before cutting the glass.Hold the glass
cutter vertically on the paper, and pull it straight.Make sure that the blade of the glass cutter is
perpendicular to you. If you can't cut it the first time, practice until you can cut the paper with
ease. Once the paper is cut, cut the glass with the same force. If you hear the sound of tinkling,
it means that the glass has been cut successfully..
6)Break the glass with pliers
Hold the glass pliers with both hands along the line you drew. Adjust the pliers so that the white
line of the pliers extends over the cuts on the glass. Cut all glass parts approximately; they need
not be perfect.
7) Shape the glass
There is a special machine to shape the glass. Shape the glass so that the white glass and the
transparent glass have the same shape when they are stacked together.
8)Assemble all the glass pieces.
Glue the whale shark's eyes and mottled spots to the transparent glass with a small amount of
woodwork bond. Be careful not to add too much, as it will turn black.

9)Creating a color gradient with glass powder.
Whale sharks look beautiful in gradation. Place the glass powder on the white glass. Now, let’s
use this glass powder, but be careful not to mix the colors. Note that the colors will not come
out evenly if they are mixed.
10) Add star sand
Select a few pieces of star sand and place it on the glass powder. Be careful not to place more
than 3 star sand pieces on the glass, as the glass will break. Make sure that the star sand
pieces are not too close to the whale shark's mouth and eyes, as the transparent glass will be
on top. It is better to place the star sand pieces slightly toward the middle.

11)Position the transparent glass
Place the transparent glass on the white glass with the glass powder. You are now done.
We will fire your work in our kilns for you and attach with metal fittings.
The finished work will be delivered without 10 days.
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