
2 3

~

2/2
(土)

ま
で
の
講
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▼
1/22
（火）
必
着

2/9
（土）

申込
〆切

~

3/24
（日）
ま
で
の
講
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▼
3/5

（火）
必
着

3/17
(日)

申込
〆切

~

3/3
(日)

ま
で
の
講
座 

▼
2/19
（火）
必
着

3/16
（土）

申込
〆切

~

3/30
（土）
ま
で
の
講
座 

▼
3/12
（火）
必
着

3/25
(月)

申込
〆切

※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

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

小学生親子

｜場　　所｜日立体育館（清水区）
｜時　  間｜13：30～16：00
｜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

2/2 土 2/2 土 盛り付けだけじゃない！
一から食品サンプルを作ろう！
[講師] 山脇清孝先生（有限会社 葵サンプル）

も　　　 つ

いち　　　　 しょくひん                                    つく

2/3 日 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　　　  どうぐ き　　  こえ 

はじ こうざ

｜時　  間｜10：00～15：00  
｜対　  象｜
｜参 加 費｜無料（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

2/9 土
り　 か  じっけん

楽しい理科実験＆ものづくり
『浮き絵』をつくろう！
[講師] 斉藤芳弘先生
[協力] 日立清水理科クラブ、清水ロータリークラブ

う　　　 え

たの

｜時　  間｜10：00～12：00 
｜対　  象｜
｜参 加 費｜350円　
｜定 　 員｜20名

小学生

※保護者見学可

3/9 土 楽しい理科実験＆ものづくり　
風力発電機をつくろう！
[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

たの　　　　　　り　 か  じっけん

ふうりょく はつで  ん  き

｜時　  間｜10:00～12:00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜750円   
｜定　  員｜20名

小学生

※保護者見学可

3/15 金 ま・あ・る×マリナート特別企画！

魔法の美術館親子内覧会ツアー
[協力] 静岡市清水文化会館マリナート

びじゅつかん ないらんかいまほう おやこ

(C)yasushi MATOBA / shingo YAMANO / taro TOKUI　協力：電気通信大学小池研究室

｜場　　所｜静岡市清水文化会館マリナート
｜時　  間｜16：00～17：30 
｜対　  象｜
｜参 加 費｜無料　
｜定     員｜20組40名

3才～中学生親子

※家族参加可
　（ハガキに参加希望者全員の名前記入）

はじめてのとうげい　
お茶碗の絵つけと箸おき作り
[講師] 岸本しのぶ先生（kisshi&bu）

ちゃわん づくはしえ

｜時　  間｜①10：00～12：00　②13：30～15：30 
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回1750円  
｜定     員｜各回12名

3/16 土

中学生 高校生小学生

職人の技にふれよう 銅板ヘラ出し体験！

ピカピカの板にうかびあがる絵
[講師] 伏見一雄先生
[協力] 清水建設産業組合・静岡県板金工業組合清水支部

3/17 日

｜時　  間｜①13：00～14：00 ②14：15～15：15 
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回300円　｜定　員｜各回10名

中学生 高校生小学生

いた　　　　　　　　　　　 　　　　  え はじめての箱庭づくり 
[講師] 山内貴美先生（fortune handmade）

はこにわ3/18 月

｜時　  間｜16：00～17：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜650円
｜定　  員｜10名

中学生 高校生小学生

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

中学生小5～小6 高校生

※12：00～13：00はお昼休み 

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
[講師] 岩本三四郎先生（ゲームクリエイター）

き　そ　　　まな

3/22 金 クルミと全粒粉のスコーン　
春色プレート
[講師] 川名美穂先生（atelier clema）

はるいろ

ぜんりゅうふん3/23 土

｜時　  間｜10：30～12：30 
｜対　  象｜
｜参 加 費｜400円　
｜定　  員｜10名

中学生小4～小6 高校生

3/23 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）

じぶん　　   なまえ　い

｜時　  間｜①13:00～14:00 ②14：15～15：15
　　　　　③15：30～16：30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回800円
｜定  　員｜各回10名

中学生 高校生小学生

3/24 日

かお
理容師に挑戦！
ヘアカット＆顔そりをしてみよう！
[協力] 静岡県理容組合青年部 

｜時　  間｜10：00～12：00  
｜対　  象｜
｜参 加 費｜650円
｜定  　員｜20名

中学生小4～小6 高校生

3/25 月

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

｜時　  間｜①10：30～12：00 ②13：00～14：30 
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回550円   
｜定　  員｜各回24名

小学生

3/26 火

春休みプログラミング体験　
～アプリをつくろう～
[講師] 安池道信先生
　　　 （ソフトバンクショップ スマホアドバイザー）

たいけんはるやす

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

小1～小4親子

3/28 木

新聞スクラップをつくろう
～記者が楽しみ方をアドバイス！～
[協力] 静岡新聞社読者プロモーション局

しんぶん

きしゃ　　　たの 　　　   かた

｜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　

小学生親子

3/26 火

し

ケーブルテレビ「トコチャン」生放送！

テレビクルー体験
[協力] TOKAIケーブルネットワーク・トコちゃんねる静岡

なまほうそう

たいけん

｜場　　所｜藤枝スタジオ（藤枝駅直結）
｜時　  間｜10：30～13：30 
｜対　  象｜
｜参 加 費｜無料　
｜定　  員｜5名

小4～小6

3/28 木

※TV出演およびTOKAIケーブルネットワークHPや
　SNS等に画像掲載の可能性があります
　放送予定：トコチャンワイド 3/28（木）12：00～

現地集合
解散

館外

生クリームといちごの
どらやきをつくろう
[講師] ちなっち（ま・あ・るスタッフ）

｜時　  間｜①10：30～12：00 ②13：30～15：00 
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回400円
｜定  　員｜各回12組24名

年長～小2親子

3/29 金

｜時　  間｜①10：00～11：00 ②11：15～12：15
              ③12：30～13：30
｜受渡時間｜①②14：30～15：00 ③15：00～15：30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回850円　｜定  員｜各回20名

小学生 中学生 高校生

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3/30 土

3/3 日
はる

親子でしずまえ料理！

～春ちらし寿司＆マグロ椀～
[講師] 若杉雅彦先生（割烹わかすぎ）
[協力] 静岡市水産漁港課

ず   し わん

｜時　  間｜10：30～13：00 
｜対　  象｜
｜参 加 費｜1600円/1組
｜定  　員｜10組20名

小学生～高校生親子

｜場　  所｜静岡市葵区南沼上1217-1
｜時　  間｜10：00～12：00  
｜対　  象｜
｜参 加 費｜無料
｜定  　員｜12組24名 

小学生～高校生親子

農学博士と一緒にフィールドワーク　

自然に眠る未来を探ろう！
[講師] 重岡廣男先生（静岡市沼上資源循環学習プラザ）

しぜん　　　  ねむ　　　 みらい                さぐ

3/28 木

｜時　  間｜14：30～16：30 
｜対　  象｜
｜参 加 費｜100円
｜定  　員｜20組40名

小3～小6親子

春休み３Ｄホログラム体験　
～未来の映像をつくろう～
[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）

みらい　　 　えいぞう

たいけんはるやす

いろいろな職業の先生から仕事の魅力や、
ものづくりの面白さを学ぼう！ 平日

特別
講座

現地集合
解散

館外

平日
特別
講座

現地集合
解散

館外

しょくぎょう         　    せんせい　　　　

 おもしろ　　　　　まな

なま

しごと　　　みりょく

~

2/12
(火)

ま
で
の
講
座 

▼
1/29
（火）
必
着

2/24
（日）

申込
〆切 2/16 土 チーズとろとろ牡蠣グラタンを

つくろう！
[講師] 小川悟先生（鈴木学園三島校 調理副学科長）

か　き

｜時　  間｜10：00～13：00 
｜対　  象｜
｜参 加 費｜1000円　
｜定 　 員｜12組24名

小学生親子

※クッキング体験の前に講演会があります、詳細はP4へ

6周年
記念講座

2/17 日

｜時　  間｜10：00～12：00 
｜対　  象｜
｜参 加 費｜550円
｜定  　員｜16名

中学生小3～小6 高校生

職人の技にふれよう  左官に挑戦！

砂絵工作で絵をつくろう
[講師] 杉山猛先生
[協力] 清水建設産業組合・静岡市清水左官組合

すなえ　こうさく　　　え
スイーツ・デコレーション　
スクイーズのクロワッサン
キーホルダーをつくろう
[講師] 向島由賀先生（Fran D'or）

｜時　  間｜①10：00～11：00 ②13：30～14：30 
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回1050円
｜定  　員｜各回20名

中学生 高校生小学生

2/24 日

2/12火 バレンタインプレゼント♡
アイシングクッキーをつくろう
[講師] 木下由美先生
　　 （You Me&Cookies【Cake&Café Bikini】)

｜時　  間｜15：45～17：15
｜対　  象｜
｜参 加 費｜800円   
｜定  　員｜10名

中学生 高校生小学生 平日
特別
講座

｜時　  間｜①10：00～11：30 ②13：00～14：30
　　　　　③15：00～16：30 
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回1550円
｜定  　員｜各回16名

中学生 高校生小学生


