
※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

し ご と

も の づ く り

いろいろな職業の先生から の魅力や、

の面白さを学ぼう！

12/8 土 アイシングクッキーで
お菓子の家をつくろう
[講師] 木下由美先生
　　 （You Me&Cookies【Cake&Cafe Bikini】）

か し いえ

光るどろだんご作り

左官のしごとを学ぼう
[講師] 望月正和先生（株式会社マルマサ工業）
　　　 村松秀昭先生（有限会社村松建材）　
[協力] 静岡商工会議所青年部

さ か ん まな

｜時　  間｜①10：00～11：30 ②12：00～13：30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回800円（持ち帰り有）
｜定  　員｜各回24名

小学生 中学生 高校生

｜時　  間｜10：00～12：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜550円
｜定  　員｜15名

小3～小6

現地集合
解散

館外

運動あそび特別版

～親子でバスケットボール！～
[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）

おや こ12/2 日

小学生親子

｜場　　所｜日立体育館（清水区）
｜時　  間｜9：15～11：45
｜対　  象｜
｜参 加 費｜500円/1組　｜定  員｜10組20名
※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です

申し込み
しめきり 12月1日～12月9日…▶ 11月20日    必着火

12/1 土

｜時　  間｜10:30～12:30 
｜対　  象｜
｜参 加 費｜550円　｜定　員｜12名

小1～小3

ほ

ねんがじょう つか
消しゴムはんこクリエーター　

年賀状に使える
オリジナルはんこを彫ろう
[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）

｜時　  間｜10:00～12:30 
｜対　  象｜
｜参 加 費｜750円　｜定　員｜12名

小4～ 中学生

12/9 日

申し込み
しめきり 12月15日～12月23日…▶ 12月 4 日   必着火

年越し準備　
親子そば打ち体験！
[講師] 中田二郎先生　
[協力] 榛原蕎麦打ち愛好会

としこ　　　じゅんび

おやこ う　　　たいけん

フラワーデザイナー　

デコしめ縄の
お正月飾りをつくろう
[講師] 深津美穂先生（花育インストラクター・
　　　　静岡県ふじのくに花の都しずおかアドバイザー）

しょうがつかざ

なわ

｜時　  間｜10：00～12：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜1050円
｜定  　員｜ 8名

小4～ 中学生 高校生

12/15 土

12/16 日

｜時　  間｜①10：00～13：00 ②14：00～17：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回1050円
｜定  　員｜各回10組20名

小3～中学生親子

冬の里山で大根収穫
＆旬の味体験
[講師] 毎熊幸代【サニー】先生
　　 （食育指導士・野菜ソムリエ）

ふゆ だいこん しゅうかく

しゅん あじたいけん

さとやま

｜場 　 所｜県立美術館正面入口前
｜時　  間｜9：30～13：30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜600円（試食＆おみやげ付）
｜定  　員｜10組20名

小1～小3親子

12/22 土

現地集合
解散

館外

12/25 火

飼育員さんに聞く！
動物園のしごと
[協力] 日本平動物園

し  いく いん き

どうぶつえん

申し込み
しめきり 12月24日～12月28日…▶ 12月11日    必着火

クリスマスカラーで
ゼリーにお花を咲かせよう
[講師] 瀧伊津美先生
　　　　(お花の雑貨屋さんhidamari * )

はな 　　 さ12/24 月

キャビンアテンダント
&グランドスタッフに挑戦！
[協力]フジドリームエアラインズ
　　　 静岡インターナショナル・エア・リゾート専門学校

ちょうせん12/25 火

12/28 金

｜場　  所｜日本平動物園（駿河区池田）
｜時　  間｜10：00～12:40
｜対　  象｜
｜参 加 費｜無料(入園料が別途必要です)
｜定  　員｜15組30名

小学生以上親子

現地集合
解散

館外

｜時　  間｜①10：00～12：00 ②13：30～15：30 
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回850円
｜定  　員｜各回10名

小4～ 中学生 高校生

｜場　  所｜静岡インターナショナル・エア・リゾート専門学校
　　　　　（葵区宮前町）
｜時　  間｜①10：00～12：00 ②13：10～15：10
｜対　  象｜
｜参 加 費｜無料　｜定  員｜各回12名

小3～小6

日本銀行って何をしているの？

お札のひみつ＆1億円の重さ体験
[協力] 日本銀行静岡支店

おくえんさつ おも たいけん

｜時　  間｜①10：30～12：00 ②13：30～15：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜無料　
｜定 　 員｜各回10組20名

小3～小6親子

現地集合
解散

館外

1/13 日 そなえあればうれいなし！

親子でサバイバルごはんづくり
[講師] 向坂智子先生（管理栄養士・調理師・防災士）

おやこ

職人のワザに挑戦 　

大工さんに学ぶ
初めてのイスづくり
[講師] 稲垣順一先生
[協力] 清水職業訓練協会、清水建築組合

だいく まな

はじ

｜時　  間｜13：00～15:30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜550円 ｜定　員｜10組20名

申し込み
しめきり 1月4日～1月13日…▶ 12月25日    必着火

1/4 金

グラスアートでフレームを
おしゃれに飾りましょう
[講師] 田中敦子先生（クラフト工房HIRO．Ａ）

かざ

小学生親子

｜時　  間｜11：00～12：30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜400円
｜定  　員｜16名　

焼き餃子に挑戦しよう！
[講師] ちなっち（ま・あ・るスタッフ）

や　　  ぎょうざ ちょうせん

小3～ 中学生 高校生

ドンドンドン！和太鼓に挑戦！
〜清水辻地区矢倉太鼓〜
[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）

やぐらしみず つじ ち く だいこ

ちょうせんわ だ い こ

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

小学生 中学生

1/5 土

1/6 日

※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550円
｜定  　員｜①20名 ②12名

①10：30～12：00・・・
②13：30～15：00・・・

小3～小6
小1～小2

1/13 日

自然薯のすりおろし体験　

とろろ汁と旅人の文化を
学んで食べよう
[講師] 柴山広行先生（元祖丁子屋 十四代目）

じる たびびと

まな た

ぶんか12/23 日

｜場 　 所｜元祖丁子屋（駿河区丸子７丁目10-10）
｜時　  間｜10：00～13:00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜1550円 ｜定  員｜12組24名

小学生親子
現地集合
解散

館外

※終了後自由見学可、家族参加可

｜時　  間｜10:30～12：30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜600円
｜定  　員｜10組20名

小学生親子

動物ガイド
ツアーもあるよ！

ねんがじょう つく
消しゴムはんこで
年賀状を作ろう

け

対象に分かれて、同時開催

年末年始の休館日は
12/29（土）～1/3（木）だよ！

きゅうかんび12/23 日

4 5

遊ぶから学ぶへ

『２Ｄマイクラ』で
初めてのプログラミング！
[講師] 保坂昇秀先生、菅原範裕先生（モノリズムキッズラボ）

はじ

｜時間・対象｜
                

｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回500円　｜定　員｜各回13組26名

①10：00～11：30
②13：30～15：00
③15：30～17：00
小1～小6親子


