
　詳しくは、
ホームページを
チェック! 「ま・あ・る」 HP

●開館時間   ９：３０～１７：３０
●休館日  　 水曜日（水曜祝日の場合、翌日休館）
●入館料　   こども　無料
　　　　　　おとな（１８歳以上）　３１０円 
●アクセス　ＪＲ清水駅西口（江尻口） 徒歩１分 
※専用の駐車場はありません。近隣の有料駐車場をご利用いただくか、
　公共交通機関でお越しください。

〒424-0806
静岡市清水区辻1-2-1
えじりあ3・4階（受付３階）
＜お問い合わせ＞ 
電 話：054-367-4320 
ＦＡＸ：054-367-4330

●事前に各プログラムを予約してからご来館ください。
●来館前にご自宅での検温をお願いします。
●熱がある（37.5度以上または平熱を1度超えている）、咳が出る、のどが痛い
　など体調が悪い方、同居家族や身近な方に感染が疑われる症状のある方が
　いらっしゃる場合はご来館をお控えください。
●プログラム開催時間外の施設滞在はできませんのでご了承ください。
●今後の感染の状況により、予定していたプログラムを急遽中止・変更
　する場合があります。
　注意事項の詳細、最新情報についてはホームページをご覧ください。

手洗い、
手指消毒

マスクの着用
(2歳未満は除く)

館内での
食事の禁止

※飲み物は可

発熱や
体調不良の方は
ご遠慮ください

37.5℃

【ご利用にあたってのお願い】感染予防にご協力ください。
感染症の予防および拡散防止の対応について

①月2回以上活動ができること
②小3レベルの算数ができること
③3日以上、こどもバザールに
　参加したことがあること

2022年3月～6月ごろ活動期間

給与 時給600まある　 応募方法

応募条件

右記の応募フォームからご応募のうえ、
研修日のご予約をお願いいたします。　

新5・6年生（4月からの学年です）対象

こどもバザール特集

春休みはこどもバザールを毎日開催！
※水曜日は休館日です。

春休みバザールのおしらせ
はるやす

しん1ね
んせいさ

ん

にゅうが
くおめで

とう！

9:50 こどもバザールのハローワークにて　　　　　から先着順で
各回おしごとカード（整理券）を配布します。

3/19 土
ほけんし まな

保健師さんから学ぼう
～体と心の守り方～

3/31 木

中国語通訳の
おしごと

3/24 木

ペーパーフラワー
づくり

3/28 月

工具の使い方を
学んでみよう！
[講師] 川﨑蒼士先生
(MAS、日本大学工学部建築学科)　　

3/27 日
かんごし

看護師のおしごと

3/25 金

つく
まあるいひこうきを
作ろう！

3/20 日
かわらしょくにん

瓦職人のおしごと

ちゅうごくご　つうやくこうぐ つか かた

まな

「とくべつなおしごと」に参加したい方は、「こどもバザール」に応募してね！

時間  ①10:10~10:40  
　　  ②10:50~11:20　
　　  ③11:30~12:00

定員  各回10名
対象  小学生　
給料  30分300まある

[講師] 小林美幸先生
　　　(看護師)　　

[講師] 望月愛先生
(レアクオーレ、桜和中国語教室)　　

こっこちゃん (ま・あ・るスタッフ)  ハッチ (ま・あ・るスタッフ)

[講師] 長澤宗範先生
　　　 長澤玲奈先生
          (長澤商店株式会社)

[講師] 塩川祐子先生
(NPO法人母力向上委員会、保健師)

｜時　  間｜①10:30～12:00 ②13:30～15:00　　　 
｜対　  象｜①　　　　　　　 ②
｜参 加 費｜各回1,600円
｜定  　員｜①18名　②9組18名
｜開催場所｜CCC 静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター(静岡市葵区七間町15-1) 

中学生小3～小6 小1～小2親子

[講師] たかばたけあや先生(きょうびしや)
[共催] 静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター

木3/24 金25 土26
CCCで体験！マイ文具づくり

一生もののハーバリウムボールペンと
鮮やかなペン立てを作ろう！

× 特別講座

2/1 火応募
締切日

※現地集合・解散

※開催時間によって対象が異なります。
※講座内容は3日間とも同じ内容です。
　希望の日程を選んでください。

館外

　　　  LINE UP
ｐ2-3 イベントじょうほう
ｐ4-5 しごと・ものづくり講座
ｐ6-7 ちびっこプログラム
ｐ8　 こどもバザール特集

応募締切日

3/8 火

　　この日限定の

とくべつなおしごとに

　　参加しよう！

3/1 火応募
締切日 締切

こどもバザールの
(おしごとごっこ体験)

ご応募はこちら

開催日：12/4～1/23（土日祝）
※12/27、28の平日は開催します。

こどもバザールのしくみ

ハローワークでおし
ごとをさがそう！
やりたいおしごと
が紹介されたら手
をあげよう！

社員になってお店
ではたらこう！
こども店長からおし
ごとをおしえてもら
うよ！

まある通貨を使っ
ておかいもの！
商品をかったり、
ゲームをしてたの
しもう!

おしごとがおわっ
たら銀行にいって
おきゅうりょうを
もらおう!

つぎのおしごとに
チャレンジ！

コレが

まある通貨！

こどもバザールは、  こどものための こどものまち です。
商品を作る、 売る、 おしごとを教えるのはこどもたち !
ここでは、 やりたいことは自分で考えて楽しもう !

新1年生のみなさんは 4/1　から
おしごとに参加できます！

土日・祝日、学校の長期休みに
開催しています。
日時についてはHPをご確認ください。

こどもバザールの開催日
かいさいび

こどもバザール特集
とくしゅう

こどもバザールに参加希望の方は、
表紙のQRコードからご応募ください。

※こどもバザールでのおしごとは小学生が対象です。

店長さんになりたい
みんな、まってるよ！ 応募はコチラ

3/19　 ～ 4/5土 火

対象：小学生

●応募フォームに必要事項をご記入の上、送信してください。
●応募締切日は各プログラムをご覧ください。
●締切日から1週間以内に抽選を行い、当選者のみメールにて
　ご連絡いたします。
※予約をしていない方はご参加いただけません。ご注意ください。

すべてのプログラムは
WEB予約です！

予約は
コチラから

じょう

ま・あ・るの情報誌
ほう し

こどもバザール協力企業

じょう

ま・あ・るの情報誌
ほう し

2022.2-3月

53号

2022.2-3月

53号

2022.2-3月

53号



2 3

3 ミニロボプラザ

※開催日はお店によって異なります。ご注意ください。

2 ウエルシア

ノンタウン

お店の準備、お水出し、カレーの
提供をしよう。

1 CoCo壱番屋
ASTY清水店

カレー屋さんのお仕事
商品を並べたり、整頓したり、
接客にも挑戦してみよう。

ドラッグストアのお仕事

清水で注目されているコスプレを
通じて仕事を体験してみよう！

コスプレ、カメラを体験
するお仕事 商品の袋詰めやレジ打ち、接客を

しよう。

乾物屋のお仕事

お客様にミニロボの楽しさを
伝えてください。
イベントの説明も！

ミニロボを楽しんで
もらうお仕事

65
かんばら

いちばんや

安心安全で化学調味料不使用の
メンチカツ、コロッケ、カレーポテトを
販売してみよう。

4 キッチン蒲原
じろちょうや

次郎長屋

お総菜の販売をする
お仕事

コットンショップ 花曜日

はぎれの整理、簡単な
パッチワークをつくります。

簡単な小物づくりの
お仕事 30種類の豆を量って販売します。

シール貼りやレジ打ちも体験して
みよう。

豆を量って売るお仕事

98
むらこし てん

お客さん対応、野菜の袋詰めなど
体験してみよう。
クレープ作りのお手伝いも！

7　村越くだもの店
かんばらやはなようび

蒲原屋

果物屋さんのお仕事

19日
19日

20日

19日

20日

19日

20日

19日

20日

19日

20日

19日

20日

19日

20日

19日

20日

定員：各日2名

定員：各日2名 定員：各日3名 定員：各日2名

定員：各日3名定員：各日3名定員：各日2名

定員：3名 定員：各日1名

JR清水駅前の「よってこ商店街」 「清水駅前銀座商店街」で、おつかいやおしごとをしよう！

2022年2月19日 土 日・20日 開催！
かい さい

第10回 はじめてのしょうてんがいはじめてのしょうてんがい

給料：各回800まある
時間：①10:00～12:00　②13:30～15:30
対象：小学生
定員：各回18名
※当日は6名1グループで活動します。

「子どもたちに商店街の魅力を伝えたい！」
そんな思いからはじまった『はじめてのしょうてんがい』は
今年で10回目の開催です！
子どもたちは実際のお店で買い物体験(小学1～３年生) や、
お仕事体験(小学4～6年生)をすることができます。応募締切日 1/31 月 締切

会場は
ま・あ・るだよ！

とくべつなおしごとは全部で4種類！ ※全てのおしごとに参加できます。

●ねじづくりのおしごと
    【協力】興津螺旋株式会社

●アクセサリー屋さんの
    おしごと
   【協力】株式会社木清

●畳屋さんのおしごと
    【協力】坪井畳店　　　

●税務署のおしごと
    【協力】清水税務署 ●100まあるショップ

    【協力】清水法人会

➡『とくべつなおしごとフェア』に参加をご希望の方は、表紙のQRコードからご応募ください。

※事前予約のプログラム制となります。①、②のご希望の時間を選んでご応募ください。

へん

おつかい編
対象：小学１～３年生

へん

おしごと編
対象：小学4～6年生

清水駅前銀座商店街で
頼まれた3つのおつかいに挑戦！

・・・清水駅前銀座アーケード街

・・・商店街アーケード内 特設コーナー

・・・受付：①11時～ ②11時15分～ ③11時30分～
　  （受付がすんだ人からおつかいスタート！）

     おつかいは13時まで

・・・500円（金貨・保険代込み）

募集しているお店で商店街の
おしごとを体験してみよう！

・・・清水駅前銀座アーケード街

　  清水駅江尻口よってこ商店街

・・・清水駅前銀座中央 AKIBAKO（真砂町4-6）

・・・受付：9時45分～10時15分
　  おしごとをする時間：10時30分～11時30分
      ※給料（金貨）でのお買い物は14時まで

・・・1,000円（400円相当の金貨・保険代込み）

〈当日の流れ〉 〈当日の流れ〉

うけつけ
ミッションカードをうけとって、おつかいをする
しなものをかくにんしよう！

1

おつかいスタート！
1.「金貨」をつかっておかいものをするよ
2.ミッションカードにかいてあるしなものが
   かえたらクリア！

2

おつかいかんりょう！
「うけつけ」へほうこくしよう！
かったものはおうちへのおみやげだよ！

3

うけつけ
清水駅前銀座中央 AKIBAKOで受付をしよう！

1

おしごとスタート！
お店の人のお話をよく聞いておしごとをしよう！

2

おしごとかんりょう
お店でお給料（金貨）をもらおう！

3

商店街でお買い物
もらったお給料で商店街でお買い物をしよう！

4 『はじめてのしょうてんがい』に参加をご希望の方は表紙のQRコードからご応募ください。

●主催：清水駅前銀座商店街振興組合、清水駅前商店街振興会　●共催：静岡市こどもクリエイティブタウン『ま・あ・る』　
●後援：静岡市、静岡市教育委員会、静岡商工会議所、公益財団法人静岡市まちづくり公社　●企画運営：ＮＰＯ法人まちづくり考房SHIMIZU、ＮＰＯ法人まちなびや

ぼしゅうしているおしごと一覧

応募締切日 1/18 火 締切とくべつなおしごとが大集合のスペシャルデー♪
土2/5
とくべつなおしごとフェアとくべつなおしごとフェアとくべつなおしごとフェア お買い物

開 催 場 所

受 付 場 所
時 間

参 加 費

開 催 場 所
受 付 場 所
時 間

参 加 費



 いろいろな職業の先生から
「しごと」の魅力や「ものづくり」の面白さを学ぼう！

応募締切日  2/22 火

応募締切日  3 /8 火

54

応募締切日  3 / 1 火

ま・あ・る×みほしるべ

松博士になろう！
-みほしるべで体験- 
三保松原の松の魅力を学び、松ぼっくりオーナメントを
つくろう！

ま・あ・る×る・く・る

ものづくりサイエンスツアー
～色のふしぎ～ 
油性ペン染めバッグ作りに挑戦しよう！

火3/29土2/12

[協力] 静岡科学館る・く・る　　　　 [講師] 山田祐記子先生(樹木医、松保護士)　
[共催] 静岡市三保松原文化創造センター「みほしるべ」　　　

｜開催場所｜静岡科学館る・く・る 
　　　　　  （静岡市駿河区南町14番25号）
｜時　  間｜①10:00～12:00 ②13:30～15:30　
｜対　  象｜①　　　　　　　②
｜参 加 費｜各回400円
｜定  　員｜①12組24名 ②24名

小1～小3親子 小4～小6 小3～小6親子

｜開催場所｜静岡市三保松原文化創造センター「みほしるべ」
　　　　     （静岡市清水区三保1338-45） 
｜時　  間｜10:30～12:00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜400円
｜定  　員｜8組16名

日2/13

[講師] 高村成寿 エバンジェリスト
[協力] ベルテックス静岡、フジ物産株式会社

ホームアリーナを体感！
たいかん

高村エバンジェリストによる試合前
ガイドと迫力ある試合を観戦！

｜開催場所｜静岡市中央体育館 
             　 （静岡市葵区駿府町2-80）
｜時　  間｜11：00～16：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜700円
｜定  　員｜5組10名

小学生親子

館外

※試合開始14:05～
※観戦チケットの特典付き　※現地集合・解散

日3/13

[協力] フジ物産株式会社エネルギー事業部　　

未来のクルマを知ろう！
-車の仕組みを徹底解剖- 

みらい し

いろんな角度からのぞいてみよう！

｜開催場所｜コスモ石油 
         　     フレンドリー清水 SS
　　　　      （静岡市清水区三光町１-６）
｜時　  間｜①10：30～12：00
 　　　　  ②13：30～15：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回100円（保険代含む）
｜定  　員｜各回5組10名

小学生親子

館外

※現地集合・解散

※1組で2つの作品が作れます。 ※保護者2名まで参加可（未就学児不可）
※特典として本コンサート無料ご招待　※現地集合・解散

※TV出演あり　※現地集合・解散※作品は後日郵送いたします。

※両日同じ内容です。希望の日程を選んでください。

日2/6

[協力] 静岡県フラワー装飾技能士会　　

フラワーアレンジメント作り
づく

技能士にアレンジメントの技を
教えてもらおう！

｜時　  間｜13：30～15：00
｜対　  象｜

｜参 加 費｜1,100円
｜定  　員｜10名

ま・あ・る×WAZAチャレンジ教室

中学生 高校生
小3～小6

｜時　  間｜①10：30～12：00
　　　　　②13：30～15：00　
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回1,100円
｜定  　員｜各回4組8名

日2/13

[協力] 静岡県タイル煉瓦技能士会　　　　

オリジナルコースター作り
づく

技能士と、カラフルなタイル煉瓦で
アートモザイクコースターを作ろう！

ま・あ・る×WAZAチャレンジ教室

春の音楽鑑賞を楽しもう
はる たのおんがくかんしょう

マリナート・ウインズ× 須川展也の
コンサートを大ホールで鑑賞しよう

ま・あ・る×マリナート特別企画
金2/11

[講師] おおいしももこ先生(イラストレーター)　　　　

よく見てスケッチ！ 
み

スケッチのコツを学んで実際に描いて
みよう！

｜時　  間｜①10：30～12：00
　　　　　②13：30～15：00　　
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回300円
｜定  　員｜各回10名

中学生小3～小6

[講師] 清重友紀子先生　[協力] 静岡市清水文化会館マリナート　　　

｜開催場所｜静岡市清水文化会館マリナート
　　　　　　 （静岡市清水区島崎町２１４）
｜時　  間｜13：00～16：30
              （コンサート14時開演）
｜対　  象｜
｜参 加 費｜100円（保険代含む）
｜定  　員｜15組45名

｜開催場所｜TOKAIケーブルネットワーク
                         メディアプラザ藤枝スタジオ

｜時　  間｜10：30～13：30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜100円（保険代含む）
｜定  　員｜5名

火3/22

[協力] TOKAIケーブルネットワーク、トコちゃんねる静岡　　　　　

火3/22

[講師] 牧田真実先生(ho'opono)　　　　　　

タイダイ染めに挑戦！
ぞ ちょうせん

春色カラーに染めて、おでかけバッグを
作ろう！

｜時　  間｜①11：00～12：00
　　　　　②13：30～14：30　　
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回1,100円
｜定  　員｜各回10名

小4～小6

土2/19

[講師] 向島由賀先生(Fran D'or,Cream Café)　　　　　　

スイーツキーホルダー作り
づく

クリームをしぼってデコレーション！
クロワッサンサンドのキーホルダーを作ろう

｜時　  間｜①11：00～12：00
　　　　　②13：00～14：00
　　　　　③14：30～15：30　　
｜対　  象｜

｜参 加 費｜各回1,100円
｜定  　員｜各回10名

中学生 高校生
小学生

水2/23

[講師] 山内貴美先生
　　　 (日本スケジューリング協会認定ナビゲーター)　　　　　　　　

夢未来バインダー作り
づくゆめみらい

可愛いふせんを使ってお気に入りの
ノートを作ろう

｜時　  間｜①10：30～12：00
　　　　　②13：30～15：00　　
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回1,000円
｜定  　員｜各回10名

中学生

日3/6

[講師] 林孝行先生、伏見一雄先生　
[協力] 静岡県板金工業組合清水支部　　　　　　　

銅板ヘラ出し体験！
だ たいけんどうばん

板金の技術を学んで銅板ヘラ出しに
挑戦しよう！

｜時　  間｜①13：30～14：30
　　　　　②15：00～16：00　　
｜対　  象｜

｜参 加 費｜各回300円
｜定  　員｜各回8名

土2/26

 ハッチ(ま・あ・るスタッフ)　　　　　　　　　

初めてのスプリンギン
はじ

文字を使わないプログラミングで
ボールころがしゲームを作ろう！

｜時　  間｜①10：45～12：00
　　　　　②14：45～16:00　　
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回100円
｜定  　員｜各回8名

小学生

小学生

日2/27

[講師] 西村春人先生(n-design)　　　　　　　　　　　

自分のマークをデザイン！
じぶん

好きなものやイニシャルを使って、
デザインの仕方をプロから学ぼう！

月3/21

｜時　  間｜①10：00～12：00
　　　　　②13：30～15：30　　
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回1,000円
｜定  　員｜各回10名

日2/20
土

火

3/5

[講師] 小野裕康先生(小野銅工店)　　　　　　　　

マイフォークを作ろう
つく

名前をこくいんして
オリジナルフォークにしちゃおう！

｜時　  間｜①11：00～12：00
　　　　　②13：30～14：30　　
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回900円
｜定  　員｜各回10名

中学生 高校生小学生

※3/5のみ2/22   応募締切

小3～小6小3～小6

土3/12

[講師] 服藤正明先生　
[協力] 日立清水理科クラブ、清水ロータリークラブ　　　　　　　　　

風力発電機をつくろう！ 
ふうりょくはつでんき

日立清水理科クラブによるモノづくりを
体験しよう

｜時　  間｜10：30～12：30　　
｜対　  象｜
｜参 加 費｜900円
｜定  　員｜10名

日3/13

[講師] にゃー先生(水引アクセサリー講師)　　　　　　　　　　　　　

水引飾りをつくろう
みずひきかざ

あわじ結びを使って、『水引チャーム』 を
つくろう！

｜時　  間｜①10：30～12：00
　　　　　②13：30～15：00　　
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回1,500円
｜定  　員｜各回10名

小3～小6

小3～小6

まつ     はかせ

中学生 高校生
小学生 中学生小学生

木3/17
金3/18

とねりー(ま・あ・るスタッフ)　　　　　　　　　　　

まんまるどうぶつマグネット 
樹脂粘土を使って、まあるい動物をつくり、
マグネットにしよう

｜時　  間｜15：00～16：00　　
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各日300円
｜定  　員｜各日8名

日3/20

[講師] 坪井建憲先生(杣プロジェクト)　　　　　　　　　　　　　　　

木材加工に挑戦！
もくざいかこう ちょうせん

moocle（モークル）汽車を作って森の
ことを知ろう！

｜時　  間｜①10：00～12：00
　　　　　②13：30～15：30　　
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回700円
｜定  　員｜各回8名

小学生親子

小学生親子

小3～小6親子 
小4～小6親子 

｜開催場所｜三保サーモン養殖場 
　　　　　     （静岡市清水区三保２７３７）
｜時　  間｜10：30～12：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜100円（保険代含む）
｜定  　員｜8組16名

木3/31

[協力] 日建リース工業株式会社

月3/28

[講師] 川﨑蒼士先生
　　　 (MAS、日本大学工学部建築学科)　　　　　　　　

図面から模型を作ろう 
ずめん もけい つく

スチレンボードを使って理想の家を
設計しよう

三保サーモン養殖場見学 
みほ ようしょくじょうけんがく

三保の地下海水を使った
サーモン陸上養殖のしくみを知ろう！

｜時　  間｜13：30～16：30　　
｜対　  象｜
｜参 加 費｜300円
｜定  　員｜6名

小5～小6

月3/28

[講師] 杉本京子先生、前田久美子先生
               (ファイナンシャル・プランナー）

ジュニアNISAに挑戦！
ニーサ ちょうせん

自分の未来のお金について、
「積立投資ゲーム」を使いながら学ぼう

｜時　  間｜①10：30～12：30
　　　　　②14：00～16：00　　
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回500円
｜定  　員｜各回8組16名

土3/26

[講師] おおいしももこ先生(イラストレーター)　　

デッサンの基礎を習得
きそ しゅうとく

影のつけ方を学び、絵描きへの第一歩を
踏み出そう

｜時　  間｜①10：30～12：00
　　　　　②13：30～15：00　　
｜対　  象｜

｜参 加 費｜各回300円
｜定  　員｜各回10名

中学生小6～

テレビクルー体験！
-藤枝スタジオから生放送-

たいけん

ケーブルTV「トコチャン」に出演しよう！
館外 館外

館外

中学生

日3/27

[講師] 岩本三四郎先生(ゲームクリエイター)　　　　　　　　　　

目指せゲームクリエイター 
めざ

パソコンで本格RPGをつくろう

｜時　  間｜10：00～12：00　　
｜対　  象｜

｜参 加 費｜100円
｜定  　員｜8名

・・・ま・あ・るジュニアボランティアのマーク。こども店長を経験した中高生ボランティアが担当する講座。

・・・ま・あ・るアシスタントスタッフのマーク。こども店長を経験した18歳以上のアシスタントスタッフが担当する講座。

エサやり体験も
できるよ！

※現地集合・解散

中学生 高校生

小6～
中学生 高校生

小6～
中学生 高校生

ー初級編ー 

※実践編とセットで応募可能
※参加条件：パソコンの文字入力ができること
※館内での昼食はご遠慮ください。

日3/27

[講師] 岩本三四郎先生(ゲームクリエイター)　　　　　　　　　　

目指せゲームクリエイター 
めざ

パソコンで本格RPGをつくろう

｜時　  間｜13：30～15：30　　
｜対　  象｜

｜参 加 費｜100円
｜定  　員｜8名

ー実践編ー 

※初級編とセットで応募可能
※参加条件：パソコンの文字入力ができること
※館内での昼食はご遠慮ください。

館外 館外

※現地集合・解散
※開催時間によって対象が異なります。
※別途静岡科学館入館料がかかります。　※現地集合・解散

応募締切日  1 / 25 火

しごと・ものづくりこうざに参加希望の方は、表紙のQRコードからご応募ください。

※両日同じ内容です。希望の日程を選んでください。

× 特別講座 × 特別講座

小学生

1/25 火応募
締切日 3/8 火応募

締切日

平日



７

まなびとあそびを通して
いろいろなことに
挑戦しよう！

0歳～6歳

おうちの人と、ま・あ・るであそぼう！

６

0歳～6歳

[講師] ゆっこ先生(（一社）布育®普及協会代表,布おもちゃ作家)

｜時　  間｜10:30～12:00
｜対　  象｜3ヶ月～1歳未満児親子
　　　　　（保護者様1名につきお子様1名）
｜参 加 費｜1,000円　
｜定  　員｜6組12名

入園・入学グッズを作ろう
お裁縫初心者さん大歓迎！応用自在！
ミシンで作る巾着袋

｜時　  間｜10：00～11：30
｜対　  象｜未就学児のお子様を持つ保護者様
｜参 加 費｜400円　
｜定  　員｜6名

[講師] 石川恵津子先生 (『ふぉと＊いろ』)

赤ちゃんをかわいく撮ろう
スマホで気軽に楽しく撮影しよう！

2/1 2/10　火 木

[講師] ゆっこ先生(（一社）布育®普及協会代表,布おもちゃ作家)
　　

親子で布おもちゃ作り
鈴の音がかわいい！
キャンディーヨーヨーを作ろう

｜時　  間｜10：30～11：30
｜対　  象｜1歳～3歳児親子
              （保護者様1名につきお子様1名）
｜参 加 費｜400円　
｜定  　員｜6組12名

[講師] 小野裕康先生（小野銅工店）　　
　　

オリジナルスプーン作り
親子で挑戦！名前入りスプーンをつくろう

｜時　  間｜15：30～16：30
｜対　  象｜3歳～年長親子
              （保護者様1名につきお子様1名）
｜参 加 費｜2,000円(1名につき1本つくります)　
｜定  　員｜4組8名

3/8 3/11火 金

大人向け
特別講座
（お子様同伴可）

時　間：10：00～11:00 
対　象：0歳～未就園児親子
定　員：10組20名
会　場：由比児童館

時　間：10：00～11:00 
対　象：3歳～年長児と
　　　   その家族
定　員：20名
会　場：豊田児童館

時　間：10：30～11:30 
対　象：2～3歳児親子
定　員：6組12名
会　場：ま・あ・る

2/4 金 2/6 日 2/22 火

るんるん♪おんがくあそび
【乳幼児おたのしみ会】

家族で遊ぼう！
るんるん♪おんがくあそび

【ファミリーサロン】 児童館のお姉さんと遊ぼう
静岡市豊田児童館コラボ企画静岡市由比児童館コラボ企画

親子でダンス＆リズム遊び

3/7 月2/14 月

[講師] MAMI先生
　　  （avex公認インストラクター、Zumbaインストラクター）

｜時　  間｜10:30～11:15
｜対　  象｜2歳～3歳児親子（保護者様1名につきお子様1名）
｜参 加 費｜各日500円　
｜定  　員｜各日6組12名

音楽に合わせて体を動かすことの楽しさを体験します。
ママのリフレッシュにも♪

新しいことにチャレンジしながら「できた！」という感覚を自信にしていくプログラムです。
親子で一緒に「学びたい！」という好奇心とやる気を引き出します。

親子でさまざまな体験を楽しみます。
ものづくりや自然体験を通して親子で一緒に成長するプログラムです。

音楽に合わせて元気に楽しく身体を動かそう！

たのしく
トライ！

新しいことに
挑戦しよう！

プログラミング教室

2/8 火 22 火

3/8 火

｜時　  間｜15:30～16:30
｜対　  象｜年中～年長親子（保護者様1名につきお子様1名）
｜参 加 費｜各日1,000円　
｜定  　員｜各日5組10名

[講師] 五十嵐卓先生、佐伯尚久先生（株式会社コサウェル）

レゴ®ブロックを組み立てて、ロボットを作ります。
タブレットを使ったプログラミングでロボットを動かそう！

LEGO®ブロックを使って楽しくプログラミング！
2/22(火)のみ
2回目参加の方が
対象となります。

論理的思考が
身につく⁈

※教材はお持ち帰りいただけません。
　 2/8、3/8のプログラムは同じ内容です。

ぞうけいあそび

時　間：①10:30～11:30
　　　　②15:30～16:30
対　象：  1歳～年長親子
参加費：  無料
定　員：各回4組8名
※汚れても良い服装でお越しください。

■紙で遊ぼう！
まるめて、ちぎって、はって、
紙の質を楽しみます

いろいろな種類のスタンプで
遊びます

2/7月

■スタンプで遊ぼう！3/3　木

ちびっこファクトリー
ものづくりのおしごとに挑戦！

内　容：各回で20分程度の商品づくり
　　　　　＋お買い物、ひだまりパーク、
　　　　　　らくがきウォールなどがご利用可能
対　象：3歳～年長親子
参加費：無料
定　員：各回4組

お給料
100まある

おこづかい
300 まある

がもらえるよ！

ひだまりパークで
あそぼう！

予約をして館内であそぶことができます

●対象：未就学児親子
●時間：平日で、プログラムが開催されない時
  ※詳しい日程・時間はHPをご覧ください
●利用方法：電話予約 ☎ 054-367-4320
  ※WEB予約でのお申込みはしていません
●利用できる場所：
　ひだまりパーク
　らくがきウォールなど

2/8 火 3/11 金

0さいさんこんにちは

時　間：10:30～11:00
対　象：0歳児親子
             （開催時3カ月～）
参加費：無料　
定　員：各日10組20名

ふれあいあそびでゆったりすごそう

2/28 月 3/14 月

るんるん♪
おんがくあそび

げんきなリズム はるのコンサート

歌と楽器の生演奏だよ！

時　間：①10:00～12:00
　　　　②14:30～16:30
対　象：未就学児親子
参加費：無料　
定　員：各回3組
(1組最大4名まで参加可) 
※お子様の年齢によって
　ブロックが異なります。

2/15火 3/18 金

2/3 木 3/4 金

ブロックで遊ぼう！
いろんなブロックにチャレンジ！

時　間：①10:00～12:00
　　　　②14:30～16:30
対　象：未就学児親子
参加費：無料　
定　員：各回3組
(1組最大4名まで参加可)

火3/152/17 木

プラレールで遊ぼう！
レールをつなげてみよう！

時　間：15:30～16:30
対　象：年少～年長親子
            （保護者様1名につきお子様1名）
参加費：無料　
定　員：各日4組8名

レッツ！プチおしごと

プラバンやさん ざっかやさん

お店やさんでおしごとをしてみよう！

■タイコで鬼退治

時　間：①10:30～11:30
　　　　②15:30～16:30
対　象：  2歳～年長親子
参加費：  無料
定　員：各回8組16名

2/21　月

■春のいちご狩り3/17　木

開店！ま・あ・る商店
お店やさん体験をたのしもう！

【あそび広場参加者へのお願い】
・感染症拡大防止の観点から、人数制限を行っています。
・応募時に申込のない方のご来館はご遠慮いただく場合がございます。

お問い合わせ・申込は由比児童館へ
　　　☎ 054‐375-2412
申込開始　1/30(日)10時～　
申込方法　電話または来館受付（先着順）

お問い合わせ・申込は豊田児童館へ
　　　☎ 054‐281-4718
受付期間　1/27(木)10時～２/５(土)１６時　
申込方法　電話または来館受付（先着順）

応募はま・あ・るHPをご覧ください。
応募締切日…1/18（火）

時　間：2月-①10:30～11:30 
                      ②15:30～16:30
　　　　3月-①10:30～11:30
　　　　　    ②14:30～15:30
対　象：未就学児親子
(2月②のみ3歳～年長親子)
参加費：無料
定　員：各回10組20名

木10

※講師が撮影した親子写真を
　データで2枚プレゼント！

2月分のプログラム
▶

▶

3月分のプログラム 2 /15 締切火
1/18 締切火応募

締切

2・3月のちびっこプログラムは表紙のQRコードからご応募ください。

作って動いて
おはなしの世界を楽しもう

お給料
400まある

お給料
300まある

参加費：無料

土日祝日開催 平日限定

ま・あ・ると児童館の

スペシャルコラボイベントだよ！

みなさまからのご応募
おまちしてます♪

春休みの
3/19(土)～4/5(火)は

   平日も開催！
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