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●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）　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

　詳しくは、
ホームページを
チェック!

「ま・あ・る」 HP

木1911/13 金

月
11/910/1木

重要な
お知らせ

10/2 金

便利な　
こども用ハンドバッグ作り♪
[講師] 中ママ
         （ま・あ・るスタッフ）　　

｜時　  間｜10:30～11:10
　　　　　（各日11：10～12:00 自由あそび）
｜対　  象｜未就学児親子（お子様1名と保護者様1名）
｜参 加 費｜500円  
｜定  　員｜各日3組6名

布おもちゃの
おばけパペットを作ろう
[講師] ゆっこ先生
         （(一社）布育®普及協会代表、布おもちゃ作家）　　　

｜時　  間｜10:30～11:10
             （11：10～12：00 自由あそび）
｜対　  象｜1歳～年長親子（お子様1名と保護者様1名）
｜参 加 費｜400円　 ｜定  　員｜6組12名

10/20 火

秋の里山で昆虫を探してみよう！！
[協力] 野田昆虫研究所　　

｜開催場所｜遊木の森
｜時　  間｜10:00～11:00
｜対　  象｜未就学親子（兄弟可）
　　　　　（保護者のお付き添いは1名まで）
｜参 加 費｜100円　
｜定  　員｜5組10名　　　　　　　　

■シールの日
　

10/8 木

時　間：① 9:45～10:15　ぞうけいあそび
　　　 　　10：15～11：00  自由あそび
　　　　②10:45～11:15　ぞうけいあそび
　　　 　11：15～12：00  自由あそび
対　象：  未就学児親子　 定　員：各回4組　
※汚れても良い服装でお越しください

■とろとろねんど11/26 木

ぞうけいあそび

時　間：10：30～11：10 まある商店
　　　 11：10～12：00  自由あそび　
対　象：2歳～年長親子　定　員：各日4組　
※汚れても良い服装でお越しください

■おかしなオバケやさん
10/27 火 29 木

事前
予約

里山の自然と触れあおう♪
ちびっこ野遊び会 
[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～未就園親子（お子様1名と保護者様1名）
｜参 加 費｜300円
｜定  　員｜各日5組10名

11/30 月 親子でリボンヘアアクセサリーと
ヘアピン作り♪
[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｜10:30～11:10
　　　　　（11:10～12:00 自由あそび）
｜対　  象｜2歳～年長親子（お子様1名と保護者様1名）
｜参 加 費｜1000円　 ｜定  　員｜4組8名

時　間：①　9：30～11：30
　　　　②14：00～16：00
対　　 象：未就学児親子（兄弟可）　
定　　員：各回4組   
　

対　象：3歳～年長親子　 定　員：各回4組

時　間：①　9：50～10：10　商品づくり
　　　　　10：10～11：20　自由あそび+お買い物
　　　　②14：00～14：20　商品づくり
　　　　　14：20～15：30　自由あそび+お買い物

講師：とねりー（ま・あ・るスタッフ）

自由あそびってなあに？
「ひだまりパーク」「サーキット」「らくがきやさん」で
自由にあそべる時間です。 　　　　

開店！ま・あ・る商店

ちびっこファクトリー
ものづくりのおしごとに挑戦！

自由あそびDAY
自由あそびだけを楽しみたい方に！

事前
予約無料無料

お店やさん体験をたのしもう！

「ま・あ・る」 H P

※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、

すべてのプログラムが
WEB予約制・先着順となります。
ま・あ・るをご利用される場合は、事前に各プログラムを予約してからご来館
ください。尚、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。　

【ご利用にあたってのお願い】
●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。
●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。

親子でハロウィンマントを作って
オバケやさんにチャレンジ！

プレゼントがもらえるよ♪

ものづくりと
お店屋さん体験が

できるよ！

9/14 月 9：30～WEB予約開始！

いろいろな
素材で

あそべるよ！

おこづかい
250まあるを
もらえるよ！

少人数で
ゆったり

あそべるよ！

9/24 木 9：30～WEB予約開始！

10/10●土・17●土・24●土・31●土
11/1●日・3●火・8●日・15●日・23●月

△現在、こども店長が運営する
『こどもバザール（おしごとごっこ体験）』は
お休みしています。！

※現地集合・解散

※現地集合・解散

応募はこちら

※館内での「ちびっこ親子講座」「ちびっこ無料プログラム」は、
　自由あそびがセットになっています。

▲「らくがきやさん」

※開催日はHPをご確認ください。
※サーキットは雨天強風時は中止となります。

お給料
400まある

お給料
100まある

『清水ま・あ・るシティ』のお知らせ

『清水ま・あ・るシティ』の市長・副市長を決める選挙を2月に行い、
ま・あ・るの「市民証」をもっている皆さんに投票していただきました。
そこで、決定したのが、

市長・副市長がこども店長と「こども会議」を行い「こども
たちによる、こどものための、こどものまち」をつくって
いきます。
当面の間、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、
『清水ま・あ・るシティ』（こどもバザール・おしごとごっこ
体験）はお休みしています。ウィズコロナに向けて市長・副
市長をリーダーに、こども店長が再開を目指し準備を進めて
います。

Q．どんな、市長・副市長になりたいですか？
A.ゆなゆな市長：
　見守りをしながら、困っている人がいたら助けてあげたい！
A.けんちゃん副市長：
　バザール全体をまとめる人になりたい！こどもONLYバザール
　のような運営をしたい！

すきなだけシールを貼ってたのしもう！

申し込み
について

10・11月に開催するちびっこ親子講座・無料プログラムは、全てWEB予約先着順です。

　※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

予約は全て
こちらからWEB予約開始日を確認の上、お申し込みください

片栗粉と食紅を使ったとろとろ触感を楽しもう！

ゆなゆな けんちゃん市長 副市長

『清水ま・あ・るシティ』は、おしごとごっこ体験のできる“こどもバザール”のまちの名前です。

第1週は、流木を使ったモビールをつくります。第2週目以降はま・あ・るに
ある木を切ったり、釘打ちなどに挑戦してみよう。何かをつくらなくても
よし！木で何ができるか、あれこれ体験してみよう。
■日程
第1週　　 　「流木モビールをつくろう」
第2週以降　　　　　　　　　「木を使って、あれこれ体験してみよう」

月ごとにメンバーを募集します。10・11月連続の参加もOKです。
■毎週木曜日/15：30～17：15　■月初回参加時のみ材料費：各月300円
■定員：各月8名　■対象：小学生　■講師：とねりー（ま・あ・るスタッフ）

ものづくりクラブ
クラブメンバー募集！

第1週は、ピニャータをつくります。第2週に出来上がったピニャータに
お菓子を詰めて、棒で割ります。第三週以降は自由にクラフト工作を楽しもう！
■日程
第1週　　　 「ピニャータをつくろう」
第2週　　　 「ピニャータを割ろう」
第3週以降　　　　　　　　　「自由にクラフト工作を楽しもう」

『紙』を使ったものづくりに挑戦

『木』を使ったものづくりに挑戦

10・11月の毎週木曜日に、アトリエでものづくりをするメンバーを募集します。各月ごとにご応募ください。

みんなを
サポートするよ！

WEB予約先着順

ワクワク！
ワクワク！

※ピニャータとは…メキシコなどの国で、
　こどもの誕生日やお祭りで使われる、
　中にお菓子やおもちゃなどを詰めた
　紙製のくす玉人形のこと。

割るとお菓子がでてくるよ！

10/1木

10/8木

10/15木 22 木 29 木

11/5木

11/12木 19 木 26 木

11月

10月

がんばって！

9 / 1 5 火 9：30～WEB予約開始！

三密を回避した
運営をしています。
ご理解とご協力を
お願いします。


