
おうちの人と、ま・あ・るであそぼう！

ちびっこプログラムでは
まなびとあそびを通して
いろいろなことに
挑戦できます！

LEGO®ブロックを使って楽しくプログラミング！ベビーEnglish
ママと一緒に英語に触れよう♪

たのしくトライ！

あたらしいことに挑戦しよう！ 論理的思考が

身につく⁈

はコチラ

たき火
楽しいな♪

小・中・高向け
しごと・

ものづくり講座
P2~3

ちびっこ

プログラ
ム

P5～6

小学生向け
おしごと
ごっこ体験

P4

でんわしてね！

　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（5/5　は祝日のため開館、翌日5/6　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

水 木

じょう

ま・あ・るの情報誌
ほう し

2021.4-5月

48号

2021.4-5月

48号

じょう

ま・あ・るの情報誌
ほう し

申込み
について

　※予約をしていない方はご利用できませんのでご注意ください

■ま・あ・る電鉄　駅弁の旅
ま・あ・る内に線路が出現？！駅弁をつくって
販売に挑戦★

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4組8名

開店！ま・あ・る商店
4/6 火

木

■アウトドア～BBQ編～
木

8 木

ま・あ・る内にテントが登場？！みんなで BBQごっこ♪
自分で好きな具材をGETしよう！

お給料
400まある

お店やさん
体験を

たのしもう！

5/13　20

▶4月分のプログラム 3 /2 3 締切火
▶5月分のプログラム 4 /2 0 締切火

申込み
締切日

※ちびっこさん・・・ま・あ・るでの小学生未満の未就学児の呼び名

リボンでアレンジ♪
親子でオリジナルミニトートバッグをつくろう

[講師] 横田めぐみ先生（♡maison de fée♡、M-Style Ribbon Class®リボンマイスター）　　
　　

｜時　  間｜10:30～11:30
｜対　  象｜2歳～年長親子
　　　　　（お子様1名と保護者1名）
｜参 加 費｜各日1,600円　
｜定  　員｜各日4組8名

※現地集合・現地解散

２２木

4/１５木

ちびっこ野遊び会
里山で春を見つけよう♪

[講師] 毎熊幸代【サニー】先生（ふぁんふカンパニー）　　

｜開催場所｜静岡市駿河区谷田周辺
｜時　  間｜10:00～11:30
｜対　  象｜1歳半～3歳親子
　　　　　（お子様1名と保護者1名）
｜参 加 費｜各日300円　
｜定  　員｜各日5組10名

18 火

5/11火 親子でハーバリウム♪
花と香りを組み合わせた初夏の
ルームフレグランス作り

[講師] 高畠彩先生（きょうびしや）　　　

｜時　  間｜10:30～11:30
｜対　  象｜2歳～年長親子
　　　　　（お子様1名と保護者1名）
｜参 加 費｜1,200円　
｜定  　員｜4組8名

5/31月

布おもちゃのあおむしくん
縫わずに簡単！親子で一緒につくってみよう♪

[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｜10:30～11:30
｜対　  象｜1歳～3歳親子
　　　　　（お子様1名と保護者1名）
｜参 加 費｜各日400円　
｜定  　員｜各日6組12名

月

4/26
5/17

月

プログラミング教室えいご教室

ちびっこEnglish　

遊びで楽しく
数やカラーを学ぼう

イースターを楽しもう

歌や遊びで英語を楽しもう♪

5/28 金

4/30 金

5/14 金

4/16 金

27 火4/13 火

25 火5/11火

[講師] 黒岩香保里先生（J-SHINE小学校英語講師）　　

｜時　  間｜10:00～10:45
｜対　  象｜ベビー：0歳～1歳親子（お子様1名と保護者1名）
　　　　　ちびっこ：2歳～3歳親子（お子様1名と保護者1名）
｜参 加 費｜各日500円　
｜定  　員｜ベビー・ちびっこ：どちらも各日4組8名

｜時　  間｜15:30～16:30
｜対　  象｜年中～年長親子（お子様1名と保護者1名）
｜参 加 費｜各日1,000円　
｜定  　員｜各日5組10名
※全日程で使用する教材は同じです

[講師] 五十嵐卓先生　佐伯尚久先生（株式会社コサウェル）　

4・5月のすべてのちびっこプログラムのお申込みはこちら　
※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致します。

■ぱたぱた豆本

　

時　間：①10:30～11:30　
　　　　②15:30～16:30
　　　　 （5/18は②のみ）　
対　象：  未就学児親子
参加費：  無料
定　員：各回4組8名
※作品はお持ち帰りできます

4/19　月

■くしゃくしゃ紙ボール

　

5/7　21金 金

■ぴょこぴょこ応援団

　

5/18　火

カンタン！工作DAY

おもちゃを
つくって

あそべるよ！

レールを
つなげて
あそぼう！

いろんな
ブロックで

あそべるよ！

■ぶくぶく・もこもこ・あわであそぼう

　

時　間：①10:30～11:30　②15:30～16:30
            （4/27は①のみ）
対　象：  未就学児親子
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

4/5　9　27　月 金 火

■こねこね・ぺったん・ねんどであそぼう
5/10　24　27　月 月 木

ぞうけいあそび
いろいろな

素材で
あそべるよ！

4/12 20
時　間：10：00～12：00
対　象：未就学児親子
参加費：無料　
定　員：各日3組
　　　　(家族参加可)

プラレールで遊ぼう！

4/13 23
時　間：10：00～12：00
対　象：未就学児親子
参加費：無料　
定　員：各日3組
　　　　(家族参加可)

ブロックで遊ぼう！

※お子様の年齢によって
　ブロックが異なります

ひだまりパークであそぼう！

火 火

金

5/25

火

月
※2日開催する講座は、両日同じ内容です。希望の日程を選んでください※2日開催する講座は、両日同じ内容です。希望の日程を選んでください

0歳～6歳 0歳～6歳

●対象：未就学児親子
●時間：プログラムが開催されていない時
         （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）
●利用できる場所：ひだまりパーク・サーキット
　　　　　　　 　らくがきウォールなど

施設内の遊具のみご利用が可能です

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

※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。

新型コロナウイルス感染拡大防止の為、当面の間、
重要な
お知らせ WEB予約・抽選制となります。全てのプログラムが

「ま・あ・る」 HP

【ご利用にあたってのお願い】
●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。
●館内では必ずマスクを着用してください。（2歳未満は除く）
●館内での食事（軽食を含む）はご遠慮ください。※水分補給用の飲料の持ち込みは可能です。
●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。

※当落につきましては、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
　致します。定員に達しない場合は申込み締切日以降も、受付を継続します。

くわしくはp.4をご覧ください

おしごと
ごっこ体験

小学生

の土日祝に
開催！4/10 ～5/30日

土

5

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。

お家ですぐにできる
歌や絵本の読み方

イースターを楽しもう 



申
込
み
締
切
日

3/30
火

申
込
み
締
切
日

4/13
火

申
込
み
締
切
日

3/16
火

申
込
み
締
切
日

4/27
火

37.5℃以上の発熱、
体調不良の場合は
ご遠慮ください。

マスクの着用を
お願いします。
（2歳未満は除く）

食事はご遠慮
ください。
※飲み物は可

手洗い、手指消毒に
ご協力ください。

コロナ
ウイルス
感染症対策

完全予約制！
予約をしていないと
体験できません

無料

37.5

3/23 締切申込み
締切日 火

各回6名

小学生

①10：00～11：45　②14：00～15：45時　間

対　象

定　員

お店はこの
3つ！

※4・5月のおしごとごっこ体験は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、規模を縮小して行っております

こども店長
が

おしごとを

教えてくれる
よ！

ちびっこファクトリー

【保護者様へ】
●小学生の保護者様は、お子様と
　一緒に活動することはできません。
●サポートが必要なお子様は、
　保護者様と一緒に活動できます。
　受付までお申し付けください。

※こども店長とは小4～6年生のお店を運営する
　こどもたちのことです。

小学生は1人で活動しよう！
“こども同士”の活動を
大切にしています。
ご協力よろしく
お願いします。

ちびっこさん（未就学児）は、
必ず保護者様と、
一緒に
活動して
ください。

こども店長と大人スタッフが
協力してお店を
運営します。

おしごと
ごっこ体験
のしくみ

おしごとの流れの
説明があるよ！

ハローワーク
社員になって

お店ではたらこう！

おしごと

いろいろ
な

商品があ
るよ！

おかいもの
“まある通貨”をつかって
おかいものやゲームを

たのしもう！ おしご
とをす

ると、

“まあ
る通貨

”のお
給料が

もらえ
るよ！

対　象：3歳～年長親子　 
参加費：無料
定　員：各回4組

時　間：①10：00～10：20　商品づくり
　　　　　10：20～11：45　らくがき+お買い物
　　　　②14：00～14：20　商品づくり
　　　　　14：20～15：45　らくがき+お買い物

小学生対象

お仕事に必要なアイテムは
”おしごとノート”と”市民証”だよ！

２つをもって参加しよう！

ニックネーム

ものづくりのおしごとに挑戦！

ちびっこさ
んの

おしごとは
コチラ！

2021年 の土日祝に開催！4/10 ～5/30 日土
開催日についてはWEBでご確認ください

開催日

※申込み方法はｐ.3 をご覧ください

お給料
100まある
おこづかい
250まある
がもらえるよ！

3

※通常のこどもバザールはお休みしているため、ハローワーク
　でのおしごと紹介は行いません。
※とくべつなおしごとへの参加者はおしごと後に3F特設お買い物
　エリアにてお買い物ができます。

｜時　  間｜
｜対　  象｜   
｜参 加 費｜
｜定  　員｜4名　

13:00～16:00

300円
小５～小６

ペンタブレット入門！火4/6

[講師] 岩本三四郎先生（ゲームクリエイター）      

日5/23

中学生

[講師]野田祐輔先生（野田昆虫研究所）

英語で学ぼう！日4/4
小1～小3
小4～小6

｜時間・対象｜①10:30～12:00
　　　　　②13:30～15:00
｜参 加 費｜各回800円　
｜定  　員｜各回10名

[講師] Keith  Royal 先生（Royal English School）

サイエンスの面白さを英語を使って体感しよう！ キャラクターデザインの基礎を学ぼう

紙版画づくりに挑戦！火5/4

[講師] 武田あずみ先生（清水ワークショップ、銅版画作家）　
　　　 松村亜妃子先生  望月彩加先生（清水ワークショップ）

お母さんに贈るメッセージカードをつくろう

リボンのカチューシャ土5/8
♡可愛いリボンカチューシャづくり♡

ミニロボ講座土5/22

[協力] ミニロボ有限責任事業組合

プログラミングでドリブル、シュート★

[講師] 横田めぐみ先生
　　　（♡maison de fée♡、　
　　　　M-Style Ribbon Class®リボンマイスター）

[講師] 横田めぐみ先生
　　　（♡maison de fée♡、　
　　　　M-Style Ribbon Class®リボンマイスター）

色鉛筆画に挑戦！日4/11

[講師] 増田洋子先生（こどもコイル）

鮮やかな色鉛筆の技法を学び作品をつくろう

小3～小6
｜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

小3～小5
｜時　  間｜10:30～12:00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜500円　 ｜定  　員｜10名

春色ポシェット作り水5/5

[講師] 増田洋子先生（こどもコイル）

素敵なポシェットを手作りしてみよう

小学生

｜時　  間｜①10:30～12:00
　　　　　②13:30～15:00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回400円
｜定  　員｜各回10名

｜時　  間｜10:30～12:00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜600円
｜定  　員｜10名

土4/10 日18 宇宙ハーバリウム作り
自分だけの星空をハーバリウムで表現してみよう

[講師] 杉野拓子先生(flower&craft わすれなぐさ、ハーバリウム講師）

[講師] 前嶋玲子先生（洋裁一級技能士）

｜時　  間｜4/10・18　①10:30～12:00
　　　　　4/10　　　②13:30～15:00 
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回1,200円　｜定  　員｜各回10名

小3～小6 中学生 高校生

小1～小3

リボンアクセサリー♡土5/8
素敵なリボンアクセサリーを作ろう！

｜時　  間｜13:30～15:00
｜対　  象｜

｜参 加 費｜1,000円
｜定  　員｜10名

｜時　  間｜10:30～12:30
｜対　  象｜
｜保 険 代｜100円
｜定  　員｜10名

小4～小6

小4～小6
中学生 高校生

土5/15
日16

[[講師]五十嵐卓先生　佐伯尚久先生 
　　　 （F@IT Kids Club 静岡校）　

デジタル絵本を作ろう

小3～小5
｜時　  間｜10:30～12:30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各日500円　
｜定  　員｜各日10名
※参加条件：スクラッチを
　体験したことがある方 ※雨天の場合中止　

※現地集合・現地解散

スクラッチを使って
デジタル絵本を作ってみよう

春の野山で昆虫探し！
昆虫博士と一緒に春の野山で昆虫たちを見つけよう！

｜開催場所｜遊木の森
｜時　  間｜10:00～11:30
｜対　  象｜
｜保 険 代｜100円　
｜定  　員｜8組16名

小学生親子

木4/29 土5/1 メモクリップを作ろう
固まるハーバリウムに挑戦してみよう!

小3～小6
｜時　  間｜①10:30～12:00　②13:30～15:00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回1,200円　
｜定  　員｜各回10名

中学生 高校生

マスクチャームづくり

[講師] 黒岩香保里先生（カラー心理士、ハーバリウム講師）　　

自分カラーで幸運を招くマスクチャームを作ろう

高校生
｜時　  間｜10:30～12:00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各日800円　
｜定  　員｜各日10名

小3～小6 中学生

※同時間に小学生コース・
　中高生コースで分かれて開催します

火

｜時　  間｜13:00～16:00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜300円　
｜定  　員｜5名

※同時間に小学生コース・
　中高生コースで分かれて開催します

中学生 高校生

土

土

日

4/3 4/6
｜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 高校生小6～

中学生 高校生小6～

[講師] 大石桃子先生（イラストレーター）　　 [講師] 岩本三四郎先生（ゲームクリエイター）　　

5/15
16

[講師]五十嵐卓先生　佐伯尚久先生 
　　　 （F@IT Kids Club 静岡校）　
　

デジタル絵本を作ろう

｜時　  間｜13:30～15:30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各日500円　
｜定  　員｜各日10名
※参加条件：スクラッチを
　　　　　体験したことがある方

スクラッチを使って
デジタル絵本を作ってみよう

影の魔法使い入門
デッサンの基礎を学び絵描きへの第一歩を踏み出そう

ペンタブレット入門！
キャラクターデザインの基礎を学ぼう

火

｜時　  間｜13:30～15:00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜500円　
｜定  　員｜10名

5/4

[講師] 武田あずみ先生
　　　（清水ワークショップ、銅版画作家）　
　　　 松村亜妃子先生  望月彩加先生（清水ワークショップ）

紙版画づくりに挑戦！
お母さんに贈るメッセージカードをつくろう

中学生 高校生小6～

※2日開催する講座は、両日同じ内容です。希望の日程を選んでください。

432

小学生・中高生の
すべてのプログラムは

こちらから　

両日13：00～16：30
木 4/1 金 2

対象：小４以上～、両日参加できる方
定員：１０名　　
※定員を超えた場合は抽選となります。　　　　　　　　　　　　抽選
参加費：4,000円（組立キット＆工具代）

募集期間：3/1　～19月 金申し込みについて

ま・あ・るでは受け付けません
のでご注意ください。

ミニロボを
組み立てて
動かしてみよう！

共催：ミニロボ有限責任事業組合
ミニロボ工作クラブ参加者募集！

【お問い合わせ先】
(株)アイエイアイ
ミニロボ有限責任事業組合
（054-361-3261）

申
込
み
締
切
日

3/16
火

申
込
み
締
切
日

3/16
火

※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。

申込みについて
えい　ご

う　ちゅう づく

[講師] 市川さつき先生  岡部潔先生（工房リーフ） [講師] 高畠彩先生（きょうびしや）

[講師] にゃー先生（手作りプリザーブドフラワー指導者）

土4/24   
｜時　  間｜ 4/24　13:30～15:00
　           5/9　　10:30～12:00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各日1,100円　｜定  　員｜各日10名

小学生

白バラを自分色に！
プリザーブドフラワーに自分色をつけてみよう

日5/9 しろ じ　ぶん いろ

かみ はん　が ちょうせん え　ほん つく

まな にゅうもん にゅうもん にゅうもんかげ ま　ほうつか

月4/5

｜時　  間｜①10:30~11:10　
          　　②11:20~12:00
｜対　  象｜

｜給　  料｜40分400まある　
｜定  　員｜各回10名

中学生
高校生
小学生

[講師]竹内まゆ先生
　　　（心理カウンセラー、マインドブロックメルター）

心理カウンセラーの
おしごと

しん　り

土5/29

｜時　  間｜①10:30~11:20　
          　　②11:30~12:20
          　　③13:30~14:20
          　　④14:30~15:20
｜対　  象｜

｜給　  料｜50分500まある　
｜定  　員｜各回10名

中学生
高校生
小学生

[講師]こっこちゃん（ま・あ・るスタッフ）

折り紙アートの
おしごと

お がみ

日5/30

｜時　  間｜①10:30~11:20　
          　　②11:30~12:20
          　　③13:30~14:20
          　　④14:30~15:20
｜対　  象｜

｜給　  料｜50分500まある　
｜定  　員｜各回10名

中学生
高校生
小学生

[講師]ハッチ（ま・あ・るスタッフ）

まあるいひこうきを
作ろう！
つく

いろ えん ぴつ　が ちょうせん

ミシンに挑戦！土4/17
おしごとノートポシェットをつくろう

小3～小6
｜時　  間｜①10:30～12:30　②13:30～15:30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回400円　
｜定  　員｜各回10名

ちょうせん

つく

づくはる いろ

え　ほん つく こう　 ざ はる の　やま こんちゅうさが

｜時　  間｜
｜対　  象｜   
｜参 加 費｜各回900円　
｜定  　員｜各回10名

①10:30～12:30　②13:30～15:30

フュージングに挑戦！日4/25
ベネチアンガラスのネックレスづくり

中学生 高校生小学生

ちょうせん

ちょうせんかみ　はん　が

※作った作品は1つ選んで
　お持ち帰りいただけます

※作った作品は1つ選んで
　お持ち帰りいただけます

日 月5/2 5/3

ミニロボ工作クラブの
ご応募はこちら

 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！

●締切日から1週間以内に
　抽選を行い、当選者のみ
　メールにてご連絡致します。

●申込み締切日は各プログ
　ラムをご覧ください。

無料

※はじめての方は受付で
　つくることが出来ます

プログラムの
申込みはここだよ！
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