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講座のお申込みは、往復ハガキで！
７ページをよく読んで応募してね！

8/1 火

8/3 木

｜時　  間｜①10：00～11：30 ②13：00～14：30
　　　　　③15：00～16：30
｜参 加 費｜無料（おみやげ付）
｜定  　員｜各回16名

｜時　  間｜①10：00～11：00 ②11：30～12：30
｜参 加 費｜各回250円
｜定  　員｜各回20名

｜時　  間｜①10：30～12：30 ②14：00～16：00
｜参 加 費｜各回400円
｜定  　員｜各回24名

｜時　  間｜①10：00～11：30 ②13：00～14：30
｜参 加 費｜各回無料
｜定  　員｜各回8組16名

｜時　  間｜①13：00～14：30 ②15：00～16：30
｜参 加 費｜各回350円
｜定  　員｜各回25名

｜時　  間｜10：00～12：30
｜参 加 費｜300円
｜定  　員｜24名

ホテルの料理長に教わる

点心のつくりかた
[共催] ホテルセンチュリー静岡

おそ

てんしん

りょうりちょう

知っておどろく石油の世界

給油体験に挑戦！
[協力] JXTGエネルギー株式会社

ちょうせん

8/4 金

8/5 土 ★トマト大研究★

ミートソーススパゲティを
つくろう！
[講師] ちなっち（ま・あ・るスタッフ）

和菓子に挑戦！
かんたん♪わらびもち
[講師] 金子武先生（清水駅前銀座商店街 蒲原屋）

わ が し ちょうせん

8/6 日

8/7 月 ま・あ・る×WAZAチャレンジ教室

アートモザイクコースターづくり
[協力] 静岡県タイル煉瓦技能士会
[共催] 静岡県

スクラッチで簡単プログラミング

親子で遊べるゲームづくり！
[講師] 井村博先生、渡邉光泰先生
　　  （子ども向けICT/プログラミングスクールTENTO EX.静岡）

あそおやこ

｜対　  象｜小学生 高校生中学生

｜対　  象｜小学生 高校生中学生

｜対　  象｜小3～ 中学生

｜対　  象｜小学生

｜対　  象｜ 小3～小6親子

｜対　  象｜ 小1～小3親子 小4～ 高校生中学生

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

ドンドンドン！

矢倉太鼓に挑戦しよう！
[講師] 中野千恵子先生
　　 （矢倉太鼓保存会、(公財)日本太鼓財団公認指導員）

やぐら だいこ ちょうせん

｜時　  間｜①10：30～12：00 ②13：30～15：00
｜参 加 費｜各回550円
｜定  　員｜各回24名

｜時　  間｜①10：30～12：00 ②13：30～15：00
｜参 加 費｜各回無料
｜定  　員｜各回5名

｜時　  間｜①10：30～12：30 ②14：00～16：00
｜参 加 費｜各回800円
｜定  　員｜各回20名

｜時　  間｜①10：30～12：00 ②13：00～14：30
｜参 加 費｜各回750円（バルーン・ポンプつき）
              ※ポンプ持参は450円
｜定  　員｜各回20名

｜時　  間｜❶10：00～11：30 ❷13：30～15：00
｜参 加 費｜各回無料
｜定  　員｜❶15組30名 ❷15名

｜場　  所｜しずもーる沼上(静岡市葵区南沼上1217-1）
｜時　  間｜10：00～12：00 
｜参 加 費｜無料
｜定  　員｜親子24名

シルクスクリーン印刷に挑戦！

オリジナルてぬぐいをつくろう
[講師] 増田洋子先生（こどもコイル）

さかなとぶどうの
バルーンをつくろう！
[講師] ゆっぴぃ～♥先生
　　 （バルーンアーティスト・フリーアナウンサー）

8/17木

8/18金

8/19土

8/20日

8/21月

8/14 月・15 火

しずもーる沼上見学＆

ハガキづくり体験
[講師] 重岡廣男先生（静岡市沼上資源循環学習プラザ）

けんがくぬまがみ

たいけん

3Dゲーム作りで学ぶ
プログラミング
[講師] 保坂昇秀先生（モノリズムキッズラボ）

づく まな

｜対　  象｜小学生 高校生中学生

｜対　  象｜小学生 高校生中学生

｜対　  象｜小学生 中学生

｜対　  象｜小学生

｜対　  象｜ 小1～高校生親子

｜対　  象｜ 小1～小6親子❶ ❷ 中学生

両日とも、同じ内容です。
ご希望の日をハガキに書いてください。

※家族参加可
ハガキに希望者
全員の名前記入

※保護者見学可

※保護者見学可

※小1～小2保護者同伴可

※開催時間によって対象が異なります

明治親子クッキング♫
ホットサンド＆カレースープ
[協力] 株式会社明治 中部支社

めいじおやこ8/8 火

｜時　  間｜①10：00～11：00 ②11：30～12：30
　　　　　③13：30～14：30 ④15：00～16：00
｜参 加 費｜各回350円
｜定  　員｜各回16名

｜時　  間｜①10：00～12：00 ②14：00～16：00
｜参 加 費｜各回450円
｜定  　員｜各回16名

｜時　  間｜10：00～15：00 
｜参 加 費｜無料（子どもゆめ基金助成事業）
｜定  　員｜15名

｜場　  所｜駿府城公園内天守台発掘調査現場
｜時　  間｜11：00～12：00 
｜参 加 費｜無料
｜定  　員｜10組20名

｜時　  間｜13：30～15：30 
｜参 加 費｜500円
｜定  　員｜12組24名

｜時　  間｜13：30～16：00 
｜参 加 費｜300円
｜定  　員｜12組24名

杏林堂薬局の親子栄養講座

さば缶でチャーハンをつくろう!
[協力] 株式会社杏林堂薬局

かん

きょうりんどうやっきょく おやこ えいよう こうざ

手ごね＆手作りソースの

ピザパンをつくろう！
[講師] 宮城映美先生（Brilliance Kithen）

て て づく8/11 金

8/10 木

8/10 木 駿府城発掘調査の現場を探検！
[協力] 静岡市役所歴史文化課

すんぷじょう はっくつちょうさ げんば たんけん

8/12 土

8/13 日

｜対　  象｜小3～ 高校生中学生

｜対　  象｜ 高校生中学生

｜対　  象｜ 小3～中学生親子

｜対　  象｜3歳～小3親子 小4～ 高校生中学生

｜対　  象｜ 小学生親子

｜対　  象｜ 小学生親子

魔法の道具MESHとプログラミング！

ipadで木の声を聞いてみよう！
[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

き こえ き

自分でつくってひこうきをとばそう

ハンドランチグライダーづくり
[協力] 公益財団法人 日本航空教育協会

紅茶にくわしくなろう！

紅茶のいれかた講座
[協力] 三井農林株式会社 食品総合研究所

こうちゃ

こうちゃ こうざ

夏休み思い出フォトコラージュ

をつくろう！
[講師] あやこ先生（ちくちく舎）

なつやす おも で

｜時　  間｜①13：00～14：00 ②14：30～15：30
　　　　　③16：00～17：00
｜参 加 費｜各回800円
｜定  　員｜各回8名

｜時　  間｜①10：30～12：30 ②14：00～16：00
｜参 加 費｜各回650円
｜定  　員｜各回12名

｜時　  間｜①10：00～12：30 ②14：00～16：30
｜参 加 費｜各回200円
｜定  　員｜各回8名

｜場　  所｜静岡市清水区三保真崎内海
｜時　  間｜9：30～11：30 
｜参 加 費｜300円（親子保険代）
｜定  　員｜15組30名

｜時　  間｜10：30～12：00 
｜参 加 費｜300円（お菓子付き）
｜定  　員｜16名

｜時　  間｜13：00～15：45 
｜参 加 費｜無料（お気に入りの作品１枚お持ち帰り）
｜定  　員｜30名

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）

フォトグラファーに挑戦！

清水駅周辺の自然を撮影しよう
[共催] キヤノン株式会社

しみずえき しゅうへん

ちょうせん

しぜん さつえい

8/22火

8/24木

8/25金

8/26土

8/27日

8/28 月・29 火

切り絵で描こう！

海のいきもの
[講師] 磯部百利先生（アトリエこだま）

き え か

うみ

海洋スポーツ研究者に学ぶ

スタンドアップパドルボート体験
[講師] 鉄多加志先生、合志明倫先生 (東海大学海洋学部)

｜対　  象｜小学生 高校生中学生

｜対　  象｜小学生 高校生中学生

｜対　  象｜小4～ 中学生

｜対　  象｜小4～ 高校生中学生

｜対　  象｜ 小5～高校生親子

｜対　  象｜ 小3～小6

両日とも、同じ内容です。
ご希望の日をハガキに
書いてください。

8月1日～8月7日分▶ 7月19日  必着水 8月8日～8月13日分▶ 7月26日  必着水 8月14日～8月21日分▶ 8月2日  必着水 8月22日～8月29日分▶ 8月9日  必着水

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！

デザートもつくるよ!

静岡科学館る・く・る主催、「しずおか科学技術月間」
対象の講座につくマークです。


