
●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）　３００円 

●アクセス　　ＪＲ清水駅西口（江尻口） 徒歩１分 
                 ※えじりあの駐車場(有料)が便利です

　詳しくは、

ホームページを

チェック!

〒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

「ま・あ・る」 HP

7/25 木 8/25 日

夏休みはこどもバザールを毎日開催！
※水曜日は休館日です

こどもバザール協力企業

応募先

応募方法
対象

8/13火
応募〆切

必着
2019.8-9月

39号

2019.8-9月

39号

詳細はこちら

学校・幼保・児童クラブ等
団体でご利用をお考えのみなさんへ

夏休み期間中のご利用について
夏休み期間中は大変混雑いたします。大勢
でお越しの場合、すぐにご案内できない可
能性があります。ご利用の際は、事前予約が
おすすめです。

じょう

ま・あ・るの情報誌
ほう し

夏休みこどもバザール

WEBからも
応募できます!

みんなの応募待ってます！

清水ま・あ・るシティ
市長 ちゃむくん

条件

①足し算、引き算、掛け算ができること（小3算数レベル）
②時間の計算ができること（小3算数レベル）
③こどもバザールのルールやおしごと体験の方法を
　理解していること
④月2日以上活動できること

勤務日
2019年10月19日（土）～2020年3月8日（日）
※応募締切後にこちらからご案内をお送りいたします

期間
土日祝&学校の長期休み期間の平日
9：30～17：00（お昼休みは12：00～13：00）

４・５・６年生

給与 時給600まある　

■こども氏名（ふりがな）
■小学校名・学年
■郵便番号・住所
■電話番号

〒424-0806 
清水区辻1-2-1-3Ｆ 
第30期こども店長係

はがきに下記必要事項をご記入の上
お送りください



申し込み
しめきり

申し込み
しめきり

申し込み
しめきり

申し込み
しめきり

32 3

8/1 木

｜時　  間｜10：30～12：30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜500円
｜定  　員｜24名

小3～小6 中学生 高校生

フレンチのシェフに学ぶ
ハッシュドビーフ
[講師] 増田慎一先生（Bon Masuda）　

まな 8/5 月

8/6 火

8/8 木

8/10 土

8/10 土

8/11 日

8/12 月

8/16 金

8/19 月

8/19 月

8/20 火

8/22 木

8/22 木

8/22 木

8/24 土

8/17 土

8/18 日

｜時　  間｜13：30～15：30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜1100円
｜定  　員｜15名

中学生 高校生小学生
｜時　  間｜10：30～12：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜400円
｜定  　員｜40名

小学生

｜時　  間｜10：00～12：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜1000円
｜定  　員｜15名

中学生小4～小6

｜時　  間｜10：30～15：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜2500円
｜定  　員｜16名

小学生

8/2 金 杏林堂薬局の親子栄養講座

さばマヨじゃがピザをつくろう
[講師] 株式会社 杏林堂薬局 管理栄養士
[協力] 株式会社 杏林堂薬局

｜時　  間｜10：30～12：30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜600円　
｜定  　員｜12組24名

小学生親子

｜時　  間｜①10：30～12：00　②13：00～14：30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回2600円
｜定  　員｜各回15組30名

年少～年長親子 小1～小2親子

理容師に挑戦！
～ヘアカット＆顔そり体験～
[協力] 静岡県理容組合青年部

よう

かお たいけん

ちょうせんり し

｜時　  間｜10：00～12：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜700円
｜定  　員｜20名

小4～小6 中学生 高校生

ま・あ・る×WAZAチャレンジ教室

アートモザイクコースター作り
[協力] 静岡県タイル煉瓦技能士会

づく

｜時間・対象｜
                
｜参 加 費｜各回400円
｜定  　員｜①12組24名 ②24名

①13：00～14：30
②15：00～16：30

小1～小2親子
小3～ 中学生 高校生

｜時間・対象｜
                
｜参 加 費｜各回600円
｜定  　員｜各回16名

①10：00～11：30
②13：00～14：30

小6～ 中学生 高校生
小2～小5

｜時間・対象｜
                

｜参 加 費｜各回500円
｜定  　員｜①22名 ②22組44名
　　　　　③22組44名

①10：00～11：30
②13：30～15：00
③15：30～17：00－

小6～ 中学生 高校生
小1～小5親子
小1～小5親子

｜時間・対象｜
                
｜参 加 費｜各回2600円

｜定  　員｜①10名 ②10組20名

①10：00～12：00
②13：30～15：30

小6～ 中学生 高校生
小3～小5親子

木製小物入れ
ミニロビットくんをつくろう
[講師] えて静岡基地隊長・くまママ

もく こせい もの い

8/5 月

8/4 日

8/3 土

シルクスクリーンで作ろう！
オリジナルTシャツ＆バッグ
[講師] 増田洋子先生（こどもコイル）

つく

ワクワクする自分だけの夢を描こう☆

ドリームマップ®に挑戦
[講師] 増田郁理先生
            （NPO法人ゆめドリ 学校ドリームマップ®静岡事務局 事務局長）

ちょうせん

｜時　  間｜①10：00～11：00　②11：15～12：15
              ③12：30～13：30
｜受渡時間｜①②14：00～15：00　③15：00～15：30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回900円　｜定  　員｜各回20名

中学生 高校生小学生

｜時　  間｜①10：00～11：30　②13：00～14：30
              ③15：30～17：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回600円　｜定  　員｜各回24名

小学生

舞台俳優に挑戦！

演劇を体験してみよう
[講師] 宮城嶋遥加先生
　　   （SPAC静岡県舞台芸術センター俳優）

えんげき たいけん

｜時　  間｜①10：00～12：30　②13：30～16：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回100円
｜定  　員｜各回15名

小3～小6 中学生

身体に優しいナチュラルスイーツ

「豆乳プリン」を作ろう！
[講師] SAKI先生（hapipan♡life、ナチュラルスイーツマスター）

とうにゅう つく

目指せ昆虫博士！
はじめての昆虫の標本作製
[講師] 野田祐輔先生（野田昆虫研究所）

こんちゅう

こんちゅう ひょうほん さくせい

め ざ はか せ

｜時　  間｜10：30～12：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜2500円（蝶 標本キット含む）
｜定  　員｜10名

小学生

デザート
もあるよ!

お魚解体
ショー＆
試食あり

※最後の発表時は保護者見学可

親子で運動あそび　
～バスケットボールに挑戦！～
[講師] 渡邊伊彦【ただっち】先生
　　      （株式会社ユアベスト常務取締役、てんとう虫クラブ代表）

ちょうせん

現地集合
解散

館外

現地集合
解散

館外

※ボール（最低１個）・シューズを持込できる方は事前申込せずに当日参加可能

｜場　  所｜日立体育館（清水区）
｜時　  間｜13：30～15：45
｜対　  象｜
｜参 加 費｜500円　｜定  　員｜10組20名

小学生親子

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
教えてもらえるよ！

講座の申し込み方法は
6ページをよく読んでね！ 『２Ｄマイクラ』で

初めてのプログラミング！
[講師] 菅原範裕先生、保坂昇秀先生（モノリズムキッズラボ）

はじ

おさかな博士になろう！
お魚研究講座
[講師] まるたき先生（食育インストラクター、お魚博士）
[協力] マックスバリュ東海株式会社

はか せ

さかな けんきゅうこうざ

ベネチアンガラスの
フュージング体験！
[講師] 市川さつき先生、岡部潔先生（工房リーフ）

たいけん

かわいい！

豆乳杏仁豆腐のデコパフェ
[講師] 川名美穂先生（atelier clema）　

とうにゅうあんにん どうふ

｜時間・対象｜
                
｜参 加 費｜①800円 ②400円
｜定  　員｜①10組20名 ②10名

①10：30～12：00
②13：00～14：30 小6～ 中学生 高校生

小学生親子

なつやす じ ゆう けんきゅう

しんぶん

新聞スクラップをつくろう
～夏休みの自由研究をクリア！
[協力] 静岡新聞社 読者プロモーション局

｜時　  間｜13：30～15：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜100円
｜定  　員｜10組20名

小学生親子

消しゴムはんこクリエーター 上級編 
海の生き物を作ろう
[講師] もちづきまりこ先生
          （ごえんはんこ、JESCA認定クリエイター）

うみ い もの つく

カカオ豆から
チョコレートをつくってみよう！
[講師] 田中克典先生（Conche）

まめ

中央卸売市場を探検 

～せりを見に行こう～
[協力] 静岡市経済局 商工部中央卸売市場

み い

｜場　  所｜中央卸売市場
｜時　  間｜5：00～6：45
｜対　  象｜
｜参 加 費｜100円　
｜定  　員｜10組20名

小学生親子

｜時　  間｜10：30～12：30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜100円　
｜定  　員｜15組30名

小1～小6親子

夏休み音楽制作体験

～iPadで音楽をつくろう～
[講師] 鈴木智子先生
　　   （ソフトバンクショップ スマホアドバイザー）

おんがく

夏休みプログラミング＆
モノづくり体験
[講師] 反町哲也先生
　　   （ソフトバンクショップ スマホアドバイザー）

なつ やす

たいけん

｜時　  間｜14：30～16：30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜100円
｜定  　員｜15組30名

小3～小6親子

compatible with micro:bit

7/23 火 必着

▶8/11〜8/19の講座… 7/30 火 必着 ▶8/19〜8/24の講座… 8 / 6 火 必着

※開催時間によって対象が異なります

※保護者見学可

中高生向

中高生のみ
WEB申込

ＯＫ

中高生向

中高生のみ
WEB申込

ＯＫ

中高生向

中高生のみ
WEB申込

ＯＫ

中高生向

中高生のみ
WEB申込

ＯＫ

WEB申込
限定

WEB申込
限定

WEB申込
限定

このマークのついた講座はWEB申し込みのみの受付です。
詳しくは6ページをご覧ください。

中学生

※開催時間によって対象が異なります ※開催時間によって対象が異なります

※開催時間によって対象が異なります

※開催時間によって対象が異なります

※持ち帰り用ドローン代含む

目指せ!未来のドローンパイロット
[講師] 杉山晃雄先生、木野正弥先生（未来工房デジベース）
           望月紀志先生（企業組合フジヤマドローン）

みめ ざ らい

8/5〜8/10の講座…▶8/1〜8/5の講座…▶7/16 火 必着



申し込み
しめきり

申し込み
しめきり

申し込み
しめきり

申し込み
しめきり

©株式会社Castalia

現地集合
解散

館外
WEB申込

限定

WEB申込
限定

WEB申込
限定

WEB申込
限定
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8/25 日 スイーツデコレーション

スクイーズのハンバーガー
キーホルダーをつくろう
[講師] 向島由賀先生（Fran D'or）

8/25〜8/31の講座… 8/13 火 必着

｜時　  間｜①10：30～11：30　②13：00～14：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回1100円
｜定  　員｜各回20名

中学生 高校生小学生

｜時　  間｜15：30～17：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜300円
｜定  　員｜20名

中学生 高校生小学生

｜時　  間｜15：30～17：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜700円
｜定  　員｜15名

中学生 高校生小学生

｜時　  間｜10：00～12：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜600円
｜定  　員｜20名

小学生

｜時　  間｜①10：00～12：00　②13：30～15：30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回1200円
｜定  　員｜各回12名

小2～小6

｜時　  間｜①13：30～15：00　②15：30～17：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回600円
｜定  　員｜各回12名

小2～小6 ｜時　  間｜①10：30～12：00　②13：30～15：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回無料
｜定  　員｜各回10名

小4～小6

｜時　  間｜10：00～12：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜100円
｜定  　員｜20名

小3～小6

｜時　  間｜15：30～17：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜600円
｜定  　員｜10名

小3～小6

｜時　  間｜①10：30～12：00　②13：30～15：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回600円
｜定  　員｜各回12組24名

小学生親子

｜時　  間｜15：30～17：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜600円
｜定  　員｜8組16名

小学生親子

｜時　  間｜①10：30～12：00　②13：30～15：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回600円
｜定  　員｜各回16名

小学生

8/26 月 木29

8/26 月 木29

8/27 火 金30

8/27 火 金30

プログラミング講座
マイクロビット®入門 レベル1
[協力] 常葉大学教育学部 佐藤研究室

にゅうもん

こう ざ

プログラミング講座
マイクロビット®入門 レベル2
 [協力] 常葉大学教育学部 佐藤研究室

にゅうもん

こう ざ

超初心者向け！ポッキー®で
プログラミングをしてみよう
[協力] 常葉大学教育学部 佐藤研究室

ちょうしょしんしゃ む

敬老の日プレゼント
写真をデコってフォトコラージュ
[講師] あやこ先生（ちくちく舎）

けいろう

しゃしん

ひ

挑戦！株式トレーダー
金融取引ゲームに挑戦
[講師] 藤田すづ枝先生（静岡県金融広報アドバイザー、CFP®）
[協力] 静岡県金融広報委員会 

ちょうせん

きんゆう とりひき ちょうせん

かぶしき

針と糸でおさいほう
ふわふわこぶたパペットを作ろう
[講師] ゆっこ先生（（一社）布育®普及協会代表）

はり いと

つく

ミニロボで算数が学べる？！

ミニロボプログラミング
[協力] ミニロボ有限責任事業組合　

オタフクソースの
親子お好み焼教室
[講師] 山手貴史先生（オタフクソース株式会社）

おや この やき きょうしつこ

超初心者向け！
Ozobot®でプログラミング
[協力] 常葉大学教育学部 佐藤研究室

ちょうしょしんしゃ

オ ゾ ボ ッ ト

む

｜時　  間｜26日 14：00～16：00 
　　　　　29日 15：00～16：00
｜対　  象｜　　　　
｜参 加 費｜100円　｜定  　員｜10名

小学生

｜時　  間｜26日 14：00～16：00 
　　　　　29日 15：00～16：00
｜対　  象｜　　　　
｜参 加 費｜100円　｜定  　員｜10名

小学生

｜時　  間｜27日 14：00～16：00 
　　　　　30日 15：00～16：00
｜対　  象｜　　　　
｜参 加 費｜100円　｜定  　員｜10名

小学生

※両日同じ内容です。希望の日程を選んでください。

｜時　  間｜27日 14：00～16：00 
　　　　　30日 15：00～16：00
｜対　  象｜　　　　
｜参 加 費｜100円　｜定  　員｜10名

小学生

※両日同じ内容です。希望の日程を選んでください。

8/31 土 自分の名前入り☆

カレースプーンをつくろう！
[講師] 小野裕康先生（小野銅工店）

｜時　  間｜①10：30～11：30　②13：00～14：00
              ③14：30～15：30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回850円　
｜定  　員｜各回10名

中学生 高校生小学生

9/1 日

9/5 木

9/7 土

9/8 日

｜時　  間｜13：00～16：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜100円（子どもゆめ基金助成事業）
｜定  　員｜15名

中学生小3～小6 高校生

｜時　  間｜15：30～17：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜400円
｜定  　員｜12名

中学生小3～小6 高校生

魔法の道具で木の声をきこう！
初めてのプログラミング講座
[講師] 喜多智靖先生（樹木医）、和田成司先生（プログラマー）
[協力] NPO法人 樹木いきいきプロジェクト

ま ほう

はじ こう ざ

どう ぐ き こえ

スクラッチで簡単プログラミング
みんなで遊べるゲームをつくろう!
[講師] 井村博先生（iway英数プログラミング教室）

あそ

かんたん

日立清水理科クラブ講座 
楽しい理科実験＆ものづくり

電磁力推進車
[講師] 小島輝明先生
[協力] 日立清水理科クラブ、清水ロータリークラブ

でん りょく すいしんしゃじ

手づくりおやつ
シュークリームをつくろう！
[講師] めぐちゃん（ま・あ・るスタッフ）

て 9/16 月

9/16 月 9/23 月

9/26 木

9/27 金

9/17 火

9/19 木

9/20 金

ブロックで作ろう！

あったらいいなこんな学校 !
[講師] 坂部典子先生
         （レゴ®シリアスプレイ®メソッドと
             教材活用トレーニング修了認定ファシリテータ）

がっこう

木工に挑戦！

工具の使い方入門＆
moocle汽車づくり
[講師] 坪井建憲先生（杣プロジェクト）

こう ぐ つか かた

きしゃ

にゅうもん

しずおかの味！

「へそもち」の
おつきみだんごをつくろう！
[講師] ちなっち（ま・あ・るスタッフ）

9/13 金

9/14 土

9/14 土

ふわふわ！シフォンケーキと
タピオカミルクティーを作ろう
[講師] エネリアショールーム静岡 クッキングスタジオスタッフ
[協力] 静岡ガス株式会社　静岡支社

つく

｜場　  所｜エネリアショールーム静岡（静岡市駿河区八幡）
｜時　  間｜10：30～13：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜1500円　｜定  　員｜16組32名

小学生親子

秋のスイーツ♪
親子でアップルパイづくり
[講師] 小川侑子先生（Ryuメディカルクッキング、管理栄養士）

あき

おや こ

はじめての森の箱庭づくり
[講師] 山内貴美先生
　　　 （できる！できたを応援する！fortune 箱庭 Garden）

もり はこ にわ

9/21 土

9/22 日

｜時　  間｜①10：30～12：00 <初級編>　
　　　　　②13：30～15：00 <実践編>
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回100円
｜定  　員｜各回10組20名

小3～小6親子

※開催時間によって対象が異なります

｜時間・対象｜
                
｜参 加 費｜各回700円 
｜定  　員｜①20名 ②12組24名

①10：30～12：00
②13：00～14：30 小1～小2親子

紙のステンドグラス
「ローズウィンドウ」をつくろう

[講師] 望月美佳先生（ローズウィンドウ講師）

かみ

ハロウィンかぼちゃの
バッグをつくろう
[講師] 増田洋子先生（こどもコイル）

｜時　  間｜15：30～16：40
｜対　  象｜
｜参 加 費｜1000円　
｜定  　員｜15名

小学生

｜時　  間｜15：30～17：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜500円　
｜定  　員｜16名

小3～小6

9/28 土

平日

平日平日

平日平日

平日

平日

平日

平日

平日

平日

※両日同じ内容です。希望の日程を選んでください。

※両日同じ内容です。希望の日程を選んでください。

▶ 9/1〜9/14の講座…▶ 8/20 火 必着 9/14〜9/20の講座…▶9 / 3 火 必着 9/21〜9/28の講座…▶9/10 火 必着

※ブロックの持ち帰り有

※初級・実践をセットで応募の方は、応募用紙の時間の欄にセット応募と
　ご記載下さい。また実践編のみの応募も可能です。

グラスアートで作るかわいい
ポケットティッシュケース
[講師] 田中敦子先生

（クラフト工房HIRO．Ａ、グラスアート協会公認インストラクター）

つく

小3～小6

※当日作成する物と別にキットの持ち帰り有

※保護者見学可

※②の回は、パソコンでローマ字入力が
　できる子はこどものみで参加可。



平日

申し込み
しめきり

日にち
講座名

月　 　　日 　 　 曜日

参
加
者 

①（
代
表
者
）

男 ・ 女

電話番号
住所

名前

名前

学校名
学年

ふりがな 性別

（〒　　　　ー　　　　　）

男 ・ 女

電話番号
住所

学校名
学年

ふりがな 性別

（〒　　　　ー　　　　　）参
加
者 

②

時間

親子講座のみ
保護者名記入 名前：

※子１名につき保護者１名セットで応募

ふりがな

名前：
ふりがな

年生小・中・高

年生小・中・高

ー　　　 　ー

ー　　　 　ー

中高生向

中高生向

中高生のみ
WEB申込

ＯＫ

6 7

9/28 土 ペンタブレット入門！

キャラクターデザインの基礎
[講師] 岩本三四郎先生（ゲームクリエイター）

き そ

｜時　  間｜10：00～15：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜100円　
｜定  　員｜10名

中学生 高校生小5～小6

｜時　  間｜10：30～12：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜1000円　
｜定  　員｜16名

小学生

9/29 日

9/29 日

8/13 火

8/25 日 日〜9/1

8/15 木

♡可愛い
リボンキーホルダーづくり♡
[講師] 横田めぐみ先生
            （M-Style Ribbon Class®リボンマイスター、♡maison de fée♡）

か わい

キラ☆キラ
ハーバリウムづくり
[講師] 横田めぐみ先生
　　　　（日本ハーバリウム協会認定講師、♡maison de fée♡）

｜時　  間｜13：30～14：30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜1000円
｜定  　員｜16名

中学生 高校生小学生

｜時　  間｜15：30～17：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜100円　｜定  　員｜6名

中学生小2～小6

壊して学ぶ機械の仕組み

パソコンを徹底的に
分解してみよう
[講師] こばさん（ま・あ・るスタッフ）

ぶんかい

てっていてき9/30 月

■ 【記入もれ】【必着日以降到着】【同じ講座に２通以上ご応募】された  
    はがきについては無効となります。（郵便の未着・遅れなどにつき
    ましては当館では責任を負いかねますので予めご了承ください）
■ 1枚のはがきで、1講座のみ・2名様までお申込みいただけます。
■ 親子ペア（保護者１名につき、お子様１名）で参加の講座に関しては、
    1講座のみ・２組までお申込みいただけます。
■ 応募者多数の場合は抽選をさせていただきます。抽選結果の如何
    にかかわらず結果は通知いたします。

このマークのついた講座は
右のQRコードを読みこんで
WEBから申し込みできます！

上記マークのついた講座は
WEBからお申し込みください。

※WEB申し込みができるのは、中高生だけです。  
   小学生はハガキでお申し込みください。

ま
・
あ
・
る 

講
座
申
込
係

【
ま
・
あ
・
る
の
住
所
】

静
岡
市
清
水
区
辻
１
の
２
の
１

え
じ
り
あ
３･

４
階
ま
・
あ
・
る

【
申
込
者
の

　
　

住
所
・
氏
名
】

【
申
込
代
表
者
の

             

〒
・
住
所
・
氏
名
】

裏

表

なにも書かない

貼り付け

返信

往信

4 42 0 08 6

下記の用紙に必要事項を記入し、往復はがきに貼り付けて、

各講座の締切日までに必着でご郵送ください！

しごと・ものづくり講座 申し込み方法

給料  60分600まある
　　（120分まで残業可）
定員  各回６名
時間  午前 10:00~/11:00~　

ぼう か

防火ポスターをかくおしごと
[協力] 静岡市消防局 予防課
　　　 静岡市少年少女消防クラブ事務局

給料  20分200まある
定員  各回８名
時間  午前 10:00~/10:30~/11:00~
                 11:30~
　　 午後 13:00~/13:30~/14:00~
                 14:30~

清水銀行のおしごと
[協力] 清水銀行

しみず ぎんこう

給料  30分300まある
定員  各回４名
時間  午前 10:00~/10:40~/11:20~
　　 午後 13:00~/13:40~/14:20~
                 15:00~

薬剤師のおしごと
[協力] 八木里香先生
（THINK HAPPY BE HAPPY、すずらん薬局）

やくざい し

給料  20分200まある
定員  各回５名
時間  午前 10:00~/10:30~/11:00~
                 11:30~
　　 午後 13:00~/13:30~/14:00~
                 14:30~/15:00~/15:30~

メイクアップアーティスト
のおしごと
[協力] ：静岡県美容専門学校

給料  20分200まある
定員  各回５名
時間  午前 10:00~/10:30~/11:00~
                 11:30~
　　 午後 13:00~/13:30~/14:00~
                 14:30~/15:00~/15:30~

美容師のおしごと
[協力] ：静岡県美容専門学校

よう しび

※予約はできません
ハローワークにて先着順でおしごとカード（整理券）を配布します

午前の分は    　　　　 から、午後の分は　　　　　　から、9:45 12:45 

8/6 火

9/1 日

8/9 金 金・23

8/9 金 金・23

こどもバザールのハローワークで「おしごと」として紹介するよ！

プラレールウィーク！

時間   10:30~13:00
          14:00~16:30
ねだん  小学生　：200まある
　　　  ちびっこ：100まある
※一人ひとつでお願いします。
※大人のひとは買えません。

時間   9:30~17:30
ポップコーンやさん

まある通貨で
ポップコーンが買えるよ！

9/28〜9/30の講座…▶9/17 火 必着

※汚れてもいい服装でご参加ください

WEB申込
限定

WEB申込専用QRコード！

どこまでも続く巨大レールで
電車を走らせてあそぼう！

マイ電車の持ち込みも
できます！

中高生向

中高生のみ
WEB申込

ＯＫ



小学生
参加ＯＫ

ミニやさいピザ

さつまいもとりんごの蒸しパン

粉からねんど～こねこねあそび～

時間：①10：30-11：30
           ②15：30-16：30
対象：未就学児親子（兄弟可）
※材料がなくなり次第終了

時間：10：00-16：30
　　（12：00-13：00はお昼休み）
対象：未就学児親子（兄弟可）、小学生
※汚れても良い服装でお越しください
※参加人数が多数の場合、時間を区切って         
　ご案内することがございます

8 9

当日会場で受付します！時間内は出入り自由♪

9/10 火 9/12 木 9/2 月 9/3 火

なりきりプリンセスデー

気分は
おひめさま♪
ドレスを着て
写真を撮ろう! はたらく車と電車であそぼう！ 乗り物に

乗って遊ぼう!
気分は

運転手さん★

時間：15：00〜16：30
主な対象：年少～年長親子（兄弟可）

時間：15：00〜16：30
主な対象：年少～年長親子（兄弟可）

予約不要 予約不要

平日のちびっこさん向けイベント平日のちびっこさん向けイベント

商品づくりと
お店やさんごっこ

をしてみよう♪

音楽に合わせて
親子で

リズムあそび♪

いろんな感触の
ねんどで

あそぼう！

季節にあわせた
かんたん

工作もやるよ★

みんなで
成長を

お祝いしよう♪

９月分
８月２０日（火）必着！

ちびっこ親子講座 申し込み方法
詳細は
こちらから▶

おやこでたのしめる予約制の講座だよ！

9/20 金 9/17 火

9/19 木

9/24 火

時　間：10：00-10：45
定　員：12組24名
参加費：保護者様1人150円
　　　　お子様1人150円
対　象：1歳半～入園前のお子様1名と
　　　　保護者様
持ち物：タオル、飲み物
※運動できる服装・運動できる靴で
　ご参加ください

親子で運動あそび
講師：渡邊伊彦【ただっち】先生
　　 （スマイルキッズ・専門学校講師）

ちびっこ英語 親子で英語を楽しもう
講師：ひとみん先生（Happy Kids English Salon）

かんたん♪クッキング
講師：ちなっち（ま・あ・るスタッフ）

ナチュラルスイーツ人気メニュー
簡単！おいしい！
レーズンクッキーをつくろう！
講師：SAKI先生（hapipan♡life ナチュラルスイーツマスター）

親子で
からだを

うごかそう★

ちびっこさんも
親子で

クッキングに
チャレンジ♪

からだに
やさしい

スイーツづくり

うたって
おどって
英語を

楽しもう！

時　間：10：30-11：30
定　員：12組
参加費：保護者様1人150円
　　　　お子様1人150円
対　象：1歳半～4歳の
           　お子様2名（兄弟）
　　　　までと保護者様

9/9 月

時　間：①10：30-11：15
　　　　②15：30-16：15
定　員：各回24名
参加費：保護者様1人150円
　　　　お子様1人150円
対　象：1歳半～未就学のお子様2名（兄弟）
　　　　までと保護者様、小学生
持ち物：エプロン・三角巾・マスク
　　　　手拭きタオル・水筒
※アレルギーをお持ちの方は必ずHPを見て
　使用食材をご確認ください。

申し込み
締め切り

時　間：10：30-11：30
定　員：12組24名
参加費：1組500円
対　象：２歳～未就学のお子様1名と保護者様
持ち物：エプロン・三角巾・マスク
　　　　手拭きタオル・水筒

往復はがき WEBまたは からお申込みください。

いろいろな体験をしてみよう！

開店 !
ま・あ・る商店

おはなしえほん

リトミック

ぞうけいあそび すくすく
アニバーサリー

9/17 火

9/24 火

9/19 木

9/26 木
9/20 金

講師：えっちゃん先生

講師：山梨麻衣【まいみー】先生
（リトミック研究センター指導スタッフ、ピアノ講師）

時間：①10：30-11：30
　　　②15：30-16：30
対象：未就学児親子
　　 （兄弟可）

時間：①10：00-10：45
　　　②15：30-16：15
対象：未就学児親子（兄弟可）
持ち物：タオル、飲み物
※汚れても良い服装でお越しください

時間：10：30-11：15
対象：未就学児親子（兄弟可）

テーマ：『フルーツ』



2017
なつやすみ！

2019

★スタンプのも
らいかた★

小学生…おきゅうりょう
をもらうとき

未就学児…銀行でお
こづかいをもらうとき ※小学生以上は、お

しごと体験を

　 1回したら押印す
るよ︕

※おうちのひとと一緒
にもらいにきてね★

8/25(日)までに
2回くると

200まある通貨
がもらえるよ！

ひだまりパーク

7/25 木 8/25 日

こどもバザールは、 小学４〜６年生の こども店長 たち

がつくる  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 !

これからみなさんは、 このまちの 社員 となってはたら

きます。 はたらくと、 おきゅうりょう をもらうことができ

ます。 自分でかせいだお金でお買い物をしたり、 ゲー

ムをしたり…ここではやりたいことは自分で決めます !

夏休みこどもバザール

こどもバザールって？ こどもバザールのしくみ

ちびっこさんの遊べるスペース

開催日：土日、祝日、学校の長期休み
時間：10：00〜16：30 (おしごと紹介は16：00まで)

　　 （開館 9：30 /閉館 17：30  最終入場は17：00）
お昼休み：12：00〜13：00
※お昼休み中は紹介されるおしごとが限られます

ハローワークにいって
おしごとをさがそう！
やりたいおしごとが
しょうかいされたら
てをあげよう！

まあるつうかをつかって
おかいもの！しょうひん
をかったり、ゲームをし
たりしてたのしもう!

おしごとがおわったら
ぎんこうにいって
おきゅうりょうをもら
おう!

しゃいんになって
はたらこう！こどもて
んちょうからおしごと
をおしえてもらうよ！

これがまあ
るつうか！

ひだまりパークには
授乳室 ・ おむつ替え
スペースがあります！

■ま ・ あ ・ るでは未就学のお子様は一人では遊ぶことができません。
　必ず保護者様同伴でのご来館をお願い致します。

2歳以上のお子様は…

銀行で
おこづかいを
もらおう！

ちびっこさんは1日1回
銀行で250まあるの
おこづかいが
もらえるよ！

①

おこづかいを
つかって、バザールで
おかいものを
楽しもう！

こども
バザールで
おかいもの！

② ③ 親子で
ものづくりの

おしごとをしよう！
ちびっこファクトリーの
場所で予約して、
親子でものづくりの
おしごとを体験！

おしごとをして
おきゅうりょうを

もらおう！

土日 ・ 祝日、 学校の長期休み に開催される

おしごとごっこ体験＝こどもバザール に参加しよう！

ちびっこさん （未就学児さん） は、 ひだまりパーク や
こどもバザールの おかいもの体験 、 平日開催のイベントに参加しよう！

※「こどもバザール」 のおしごと体験は、 小学生以上のお子様が対象です

夏休みはこどもバザールを毎日開催！
※水曜日は休館日です

10 11

10:00

11:20 11:40 12:00

13:00

16:30 17:30

16:10

午前中最後のおしごと紹介

こどもバザールの 1 日のすごしかたこどもバザールの 1 日のすごしかた

こどもバザールのオープンは10 時。 お

しごと紹介が始まるまで、 ハローワーク

にならんで待とう！

ここから紹介するおしごとは午前中最後 !

やりたいおしごとに行けなかったら、 違う

おしごとに行くか、 午後また挑戦しよう !

午後 最後のおしごと紹介

ここから紹介するおしごとは、 本日最後 !

16 ： 30 にはお店も閉まるので、 残り時間

に気をつけておしごとやお買い物へ行こう !

午後のこどもバザールオープン！

こどもバザール閉店
ま ・ あ ・ る

閉館

ハローワークで午後のおしごと紹介が始まるよ !

こどもバザールのお店も開店 !

午後も元気に活動しよう !

1 日おつかれさまでした !

暗くなる前に、 お家へ帰ろう !

お昼休み中のデザインのおしごとの紹介時間
11 ： ５５ / １２ ： ２５

ハローワークで紹介されるおしごとに、 ど

んどん手をあげて、 おしごとに挑戦しよう！ 

１回のおしごとは約２０分。

お給料をもらったら、 お買い物やゲームを

楽しんでね！

こどもバザールオープン！

こどもバザール全体がお昼休みに入るよ。 この時間

にお昼ごはんを食べておくと、 午後も効率よくおしご

とができます。 お昼休み中にできるおしごとは、 大人

の人が担当する、 デザインのおしごとだけです。

お昼休けい

ま・あ・る開館
かいかん

ご ぜ ん ち ゅ う さ い ご しょうかい

ご ご

へいてん

へいかん

ご ご ごさい しょうかい

ひるきゅう

じ

はじ

ま

しょうかい

い ちが

ごい

しょうかい しょうかい

みせ し

か いものき

のこ じかん

ほんじつさいご

みせ

にち

くら まえ うち かえ

かいてん

はじご ご

ご ご かつどうげんき

ご ちょうせん

ごぜんちゅうさいご ぜんたい ひるやす

ひるやす

たんとうひと

ちゅう おとな

はい

ひる た ご ご こうりつ

じ かん

しょうかい

しょうかい

て

かい

たの

か もの

やく ぷん

きゅうりょう

ちょうせん

おしごと紹介 スタート！

おしごと紹介 再スタート！

午前中の

おしごと

紹介終了

午後の

おしごと

紹介終了

お昼ごはんを食べる人は
４階の休けいスペースを使ってね！

しょうかい

しょうかい さい

ご ぜ ん ち ゅ う

ご ご

しょうかいしゅうりょう

しょうかいしゅうりょう

こどもバザールのちゅうい
●さんかできるのは、 小学生以上のみなさんです。

● お店を運営しているのは、 社員さんのおしごとを経験した小学４年生以

　上のこども店長です。

● こども店長がいないと、 開かないお店もあります。

● お店へおしごとにいくことのできる人数は、 その日のこども店長の出勤

　 人数によって決まります。 ハローワークで確認してね。

15:50

9:30

サマースタンプカード 2019 7/25（木）～8/25（日）の期間、
たくさん来館してプレゼントをもらおう !

・ 小学生以上はこどもバザールで 1 日 1 回おしごと体験を

    したら、 銀行でお給料を払うときにスタンプを押します

・ ちびっこ （未就学児） さんは、 銀行でおこづかいを渡す

    ときにスタンプを押します

    （注意） 入館するだけではスタンプは押せません

ルール ２日
５日

１０日
１５日
２０日
２５日
皆勤賞

プレゼント内容
200 まある通貨
まあるんバッグ

まあるんノート

おたのしみ♪

まあるん定規

まあるんTシャツ
まあるんクリアフラットケース
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