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高槻には、ハンドメイド雑貨に出合える場所がた

くさんある。愛好者が多いこともあるのだろう、

多彩なマルシェやイベントが定期的に開催。掘り

出しものを探したり、作り手と客、ファン同士が

おしゃべりを楽しんだり、思い思いに過ごす人で

にぎわっている。人気のカフェやショップには、地

元の委託作家の作品を置いているところも。作家

による教室やワークショップも、日常的に身近な

ところで開催されていたりする。

ハンドメイドは、高槻の暮らしに彩りをそえる存

在として、まちのあちこちに溶け込んでいる。

高槻はハンドメイドと
出合える場がたくさん

新型コロナの影響で増えたおうち時間で“ものづ

くり”の人気が高まったとされている。ハンドメイド

も、家庭用ミシンの売り上げが伸びるなど、愛好者

はさらに増えたようだ。

自分が欲しい雑貨を自分好みの素材や形で作る

ハンドメイドは、できあがった時の達成感はもち

ろん、自分で作ったお気に入りと暮らす喜びがあ

る。手をかけた作品を手にするたびに感じる、

ちょっと心躍るような気持ち。ハンドメイドがくれる

ささやかな幸せは、作ることでさらに広がっていく。

世界で一つのオリジナルを
自分で作って使う楽しさ

100円ショップや手芸店などにはハンドメイドを
手軽に楽しみたい人向けのキットが豊富。たとえば
手づくりのくるみボタンなら、キット付属の打ち具
で布とパーツを押し込むだけ。 足にゴムを通せば
ヘアアクセサリーになるなどアレンジも。上手に
活用してハンドメイドライフを楽しんで

端切れで十分
薄手のものがベター

手仕事はやっぱり楽しい！

ハンドメイド雑貨と
暮らす
お気に入りの雑貨は、暮らしにちょっとしたワクワクをくれる。

雑貨店も、ハンドメイド関係のイベントも多い高槻は、

とっておきの一点ものを探す場所には困らない。

でも、自分だけのオリジナルを作って、使う楽しさは、何よりの喜び。

毎日をより心豊かにしてくれるはずだ。

道具がな
くても

ハンドメ
イドは

楽しめる
！

ボタンより約1.5cm
大きい布があればOK

約1.5cm



お気に入りのハンドメイド雑貨は、いろいろなと

ころで使いたい。今はお出かけにぴったりの季節。

せっかく手づくりするなら、外出先でも活躍する

ものがおすすめだ。

アクセサリーもいいけれど、毎日でも使える雑貨

なら、布小物。ミシンがあるにこしたことはないが、

ない人でも大丈夫。針と糸さえあれば、手縫いで

もできるレベルのカンタン・手軽なレシピを教え

てもらった。布用接着剤など便利なグッズを使う

手もアリ。シンプルステップでできてアレンジもし

やすい、自分だけのハンドメイド雑貨にぜひトライ

してみて。

外に連れていきたい
便利な雑貨を手づくり

初心者さんでも
カンタンです！
自分好みの布で
作ってみてください

高槻在住ハンドメイド作家　chiki*mocaさん
教えてくれた人

あずま袋

Recipe 1

材　料

作り方

マチを付けたい場合は…

手ぬぐいを3等分に折り、アイロンで折り目を付ける。 布の角を持って開き、裏表に返して形を整えたら完成！

端の始末をすれば、大きさは自由自在。布は
作りたい大きさより約2cm大きくし、端を三つ
折りに

重なった部分の1cm内側を縫う。

AとA’が重なるように折り返し、重ねた部分の端から1cm内側を縫う。

布を開く前に、右上と左下の角から10cmのところ（★）に線を引き、
線の上を縫う。

縫い始めと終わりは
すべて返し縫いで
手縫いの場合は
玉結びでOK

最初にアイロンで
付けた折り目を
目印に

目印になって
便利

布を裏表に
ひっくり返したら

完成！

10cmはめやす
マチの幅は
好みで

ほつれないように
端の始末がしてある
布を使うとラク！

A

A

折り返す

折り返す

縫う

開く

A’

A’

B B’

B B’

小学生の頃、ミシンの仕事をする母の傍らでハンドメイドを始め、
平成16年から作家として活動。ショップ、ウェブショップなどの委
託販売やイベントで活躍するほか、作業場としている東五百住の

「MAKE E CAFE」で子どもハンドメイド教室やワークショップも開催

手作り雑貨と一緒なら

おでかけが
もっと楽しくなる！

手ぬぐい
（35cm×95cmのものを使用）

江戸時代から使われているという、折りたたんで持ち
歩けるちょっと便利な袋。ふだん使いから旅行まで
活用度大

デスクまわりでも、キッチンでも活躍。スイーツやア
クセサリー入れ、観葉植物の鉢カバーなど使い方
はアイデア次第

チ キ モ カ

弁当袋に
エコバッグに

お出かけのおともに
重宝！

おうちでも
便利でかわいい！

2カ所 縫うだけで完 成！

縫う

★

★

縫った布の上の部分を開き、BとB’が
重なるように折り返す。

縫う バンダナをつなぎ合わせると、
大サイズに。基本的に正方形
3枚をつなぎ合わせれば同じ方
法で作れるので、ハンカチをつ
なぎ合わせたり、違う布を組み
合わせたりアレンジを楽しんで

線を引くにはチャコなど
専用の道具があるが
「洗濯すれば消える
水性ペンを使っても OK」
と chiki*moca さん



ハンドメイドライフをもっと楽しむ

高槻でハンドメイドに出合うなら
つながりたい人も、イベントを楽しみたい人も盛り上がれる！

安満遺跡公園

作り方

線の上を縫う。残った2辺も、とな
り同士が重なるように折り直して
重なった辺の1cm内側に線を引き、
線の上を縫う。
裏布も同様に、となり合うすべて
の辺を縫い合わせる。

角を2mmほど残してハサミで切
り込みを入れ、爪でしごくように
して縫い代を開く。

表布と裏布を重ね、口の部分の縫い代をきれいに合わせる。

裏布も同様に、切り込みを入れ
て縫い代を開く。表布のみ、裏
表を返す。

表布の裏面のABCDの1cm内側に線を引き、アイロンで折り目を付ける。

中表にしてAとB、CとDが重なるように半分に折り、重なった辺の
1cm内側に線を引く。

口の部分の、端から2mmくらいのところを内側から縫い合わせたら完成！

縫い代を開いておくと
仕上がりがきれいに！

口の部分の
折り目を戻しておく

ずれないように
待ち針で仮止め
しておくと安心

A

C

DB

E N J O Y !  H A N D M A D E

イベント開催地としても人気の公園では、100以上のブース

が出店する「ハンドメイドフェス」をはじめ、「スローライフ

フェスタ」「ときめくわんこマルシェ」などが広大な敷地を

いかして春・秋恒例で開催されている。パークセンターで

も季節にあわせた小物づくりや、「香りと癒しのマルシェ」

などでのワークショップが。歴史拠点で行われる弥生時代

のアクセサリー作りも人気。

問合先 TEL.072-648-4725（公園事務室）

名物イベント＆ご近所イベント

全国的にも知られる高槻を代表するイベントでも、ハンドメ

イドは欠かせない。「高槻ジャズストリート」や「食の文化

祭」の「アートの森」、古墳フェス「come come*はにコット」

は、販売あり、ワークショップあり、実演ありと、手づくりの

楽しさにあふれている。

近所のカフェや雑貨店もぜひチェック。地域や商店街の祭

り、フリーマーケットなど、手づくり市のようなマルシェや

ワークショップは、いろいろな機会や場所で開かれている。

ハンドメイドが趣味の人は、他の人にも使ってもらい、喜ん

でもらえるともっとうれしいという人も多いはず。高槻で

開催されているハンドメイドイベントは、作家活動をしてい

る人だけでなく、そんな人たちも多く出店。最初は「販売

なんてムリ……」と思っていた人も、思い切ってやってみた

ら楽しかった！ と、常連になっていくのだそう。

自分の作品に興味を持ってくれた人や、好きな作家と直に

話ができるドキドキとワクワク。あたたかみのある手仕事

を通して広がっていく楽しさを、ぜひ。

インスタグラム高槻市公式アカウントで「たかつきDAYS」6月号特集のこぼれ話を配信中！

古代をテーマにした作品が
集まる「はにコット」。直近2
年間は、現地同様のリアル
な楽しみ方ができるライブ
配信で開催したが、今年は
現地販売とライブ配信で開
催計画中

高槻ジャズストの「アート
の森」は定番コーナー

犬をテーマにした大型ハンドメイド
フェスも名物

ハンドメイドフェスでは販売から
ワークショップまで多彩に楽し
める

材　料

30cm×30cmの布2枚
（8cm角のBOXの場合）

10cm角の正方形を十字架型に
合わせた型紙を作り、布をカット

布BOX

Recipe 2

縫うところを増やしてステップアップ

底面を正方形にしておけば、さまざ
まなサイズにアレンジ可能。表裏は
リバーシブルで使え、縦 長に作れば
裏面を折り返して使うことも

折り返しても
かわいい！

表布 裏布

好きな布でたくさん
作りたくなる！

手仕事がある場所は自分の世界を広げてくれる
出店の申し込みは、だれでも可能。興味
がある人は、まずは好きな作家さんが出
店している場に足を運んでみては？作家さ
んや出店している人との出会いから輪が
広がります。気になる人は直接聞いてみ
るのも近道かも。
知り合いの店に置かせてもらうところから
はじめてみるのもいいですね。

線を引く

※画像は令和元年の時のもの

今度はここを
重ねて縫う


