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館外

館外館外

300まある

｜時　  間｜①10:30～12:00　②13:30～15:00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回1,000円
｜定  　員｜各回10名

2

｜開催場所｜遊木の森
｜時　  間｜10:00～11:30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜100円　｜定  　員｜8組16名
※雨天の場合中止　※現地集合・解散

｜時　  間｜
｜対　  象｜
｜参 加 費｜1,400円　｜定  　員｜8名

10:30～12:00

か ん た ん

あそ ごころ

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

11/14 プログラミングのおしごと　
MESHを使って植物プログラミングに挑戦！
[講師]喜多智靖先生（樹木医）　
　　　和田成司先生（プログラマー）　
　　　高橋秀幸先生（コーディネーター、デザイナー）
　　

給料  40分400まある　
定員  各回6名
時間  ①10:00~　②11:00~
　　　③13:30~　④14:30~
対象  小3～高校生

10/4 バルーンアーティストのおしごと　
バルーンを使って商品作りにチャレンジ！
[講師]ゆっぴー先生

　　　（バルーンアーティスト、フリーアナウンサー）　　

給料  40分200まある
　　（作った作品はお持ち帰りできます）
定員  各回10名
時間 ①10:00~　②11:00~
　　　　③13:30~　④14:30~
対象  小学生～高校生

｜時　  間｜13:30～15:00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜300円  
｜定  　員｜10名

｜時　  間｜13:30～15:30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜100円　｜定  　員｜6名

申し込み
について

｜時　  間｜
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回1,000円　
｜定  　員｜各回10名

①10:00～11:30　②13:30～15:00

つくじょう　ぎ

はじ こう　ざ

か　わい

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）　
          高橋秀幸先生（コーディネーター、デザイナー）

｜時　  間｜10:00～12:00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜100円　｜定  　員｜6名

み ら い し ご と

し ぜ ん な か み

｜開催場所｜しずもーる沼上 静岡市葵区南沼上1217-1
｜時　  間｜13:30～15:30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜100円　
｜定  　員｜6組12名

 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！

※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。

10・11月に開催する小学生・中高生プログラムは、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

｜時　  間｜①10:00～12:00　初級編　
　　　　　②13:30～15:30　実践編
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回100円 　｜定  　員｜各回10名

｜時　  間｜

｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回1,100円
｜定  　員｜各回10名

①10:30～12:00
②13:30～15:00

｜時　  間｜
｜対　  象｜   
｜参 加 費｜
｜定  　員｜

10:00～12:00

100円　
10名

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

うご

つち

しろ

とう げい

オーブンクレイで作ってみよう♪

フラワーバッジ
[講師] 香愛先生（クレイアーティスト）　　

｜時　  間｜①10:00～12:00
　           ②13:30～15:30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回1,500円　
｜定  　員｜各回10名

※作品は後日ご郵送させていただきます

※当日仮装しながら講座に参加しよう

※初級・実践編両方にご参加いただくことも可能です。
※お申し込みの際はそれぞれの回でご予約ください。
●参加条件：パソコンの文字入力ができること

※現地集合・解散

｜時　  間｜①10:00～12:00　②13:30～15:30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回700円　
｜定  　員｜各回10名

｜開催場所｜乗馬スクール　平沢ライディングガーデン
　　　　　静岡市駿河区古宿717-1
｜時　  間｜13:00～14:30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回2,450円　
｜定  　員｜各回5組10名
　　　　　　　　　　　
※両日同じ内容です。希望の日程を選んでください。
※ポニーへの乗馬体験ができるのはお子様のみとなります。
※雨天決行　※現地集合・解散

　
～馬と人の美しいコミュニケーション～

乗馬にチャレンジ
[講師] 望月政明先生（平沢ライディングガーデン代表）　　

じょう ば

平沢ライディングガーデン×ま・あ・る特別講座
※スマホをお持ちの方は
　ご持参ください。
　スマホをお持ちでない
　方もご参加いただけます。

事前
予約

土

土

土

日

日

日

日

火 月

日

日

土 11/15 日 11/28 土

11/22 11/29日

ダンボールアートに挑戦　
アンティークトレジャーボックス
[講師] 細野麻樹先生
　　　（ずこうラボM図工教室主宰、イラストレーター）　　

可愛い♡
リボンヘアアクセサリーづくり
[講師]横田めぐみ先生
　　　（♡maison de fée♡、M-Style Ribbon Class®リボンマイスター）　　
　　

ハーバリウム定規を作ろう！
（ちょっぴりおまけつき☆）

[講師] 高畠彩先生（きょうびしや）　　

日

日 日

小学生

中学生 高校生小学生

小3～小6

中学生 高校生小学生

中学生 高校生小4～

小3～小6

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

小学生

小学生親子

小学生親子

小学生

小4～小6親子
小学生 小学生

中学生 高校生小3～

中学生 高校生小6～

日 土

11/7土

ほんかく

あき の　やま

こんちゅう さが

つか ちょうせん

つか しょうひんづく つか しょくぶつ

じょ せい しょくにん まな

ちょうせん

館外

10/3～10/18
の講座 9/19 土 9：30～WEB予約開始！ 10/24～11/8

の講座 9/26 土 9：30～WEB予約開始！ 11/15～11/29
の講座 10/10 土 9：30～WEB予約開始！

11/1･11/22
の講座 10/3 土 9：30～WEB予約開始！

11月の
とくべつなおしごと 10/3 土 9：30～WEB予約開始！

10月の
とくべつなおしごと 9/19 土 9：30～WEB予約開始！

10/10 土 WEB予約スタート※11/23のみ

中学生 高校生小6～

小1～小5

女性のマスク職人に学ぼう！
プロレスマスクのストラップを
つくるおしごと
[講師] あいみ先生（マスク職人）　　

給料  40分200まある　
　　 （作った作品はお持ち帰りできます）
定員  各回10名
時間  ①10:00~　②11:00~
　　　③13:30~　④14:30~
対象  小学生～中学生

ミッションに挑戦して、
すばらしい商品をつくろう！

みんながよろこぶ
商品をつくってみよう！！

【のみの市開催日】

①11：00～11：20
②15：10～15：30

時間

《ミッションに挑戦！》
《商品開発に挑戦！》の
　開催日に開かれるよ！

予約は全て
コチラ！こどもバザール期間限定特別企画

対象:小学生　事前予約制（WEB予約限定）各回定員8名

こどもバザールは、お休みをしています。10・11月は、ミッションをクリアしながら商品をつくったり、
商品開発に挑戦するよ。こどもバザール再開に向けて、おしごとの技を身につけよう！ 無料

挑戦者には、ある「商品」をつくるためのミッショ
ンシートが配られます。それをヒントにどうした
ら商品が完成するのか、自分で考えて商品づくり
に挑戦しよう。
※作った商品は販売されるため、お持ち帰りできません。

①9：50～11：20　②14：00～15：30　

開催日

【ミッション】の流れ 【商品開発】の流れ

時　間

ミッションに挑戦！
〜おしごとを成功させよう〜

ちょうせん

給　料

内　容 内　容

商品開発に挑戦！
しょう　ひん かい はつ ちょうせん

こどもバザールでどんな商品がほしいか、
どんな商品を売りたいかを考えて
新商品をつくってみよう！
※作った商品は販売されるため、お持ち帰りできません。

①9：50～11：20　②14：00～15：30　

開催日

時　間

給　料 600まある600まある

10/17土・24
11/3　・8　　・23

土 土

火 月日

10/10　・31　
11/1　・15

土 土

日 日

くば

かんせい

はんばい かえ

じ ぶん かんが

せいこう

60分　商品作り

おしごと終了　

20分　お買い物

受付

10分　おしごとの説明

プログラムの流れ

遊び心いっぱいのハロウィンの
フラワーアレンジをつくろう
[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）　
　　　 西澤仁子先生（花育講師）　
　　

簡単ハンドメイド♪
kurumiヘアピン
[講師] はるちゃん（ま・あ・るスタッフ）　

未来の仕事を
自然の中から見つけてみよう！
[講師] 重岡廣男先生
　　　（静岡市沼上資源循環学習プラザ、農学博士）　　

ハロウィンかぼちゃの
バッグをつくろう
[講師] 増田洋子先生（こどもコイル）　　

プログラミングで
ミニロボを動かそう！
[協力] ミニロボ有限責任事業組合　　

ハロウィンお城の
ポシェットをつくろう
[講師] 増田洋子先生（こどもコイル）　　

目指せゲームクリエイター

パソコンで本格RPGをつくろう
[講師] 岩本三四郎先生（ゲームクリエイター）　　

　　

初めての陶芸
土のペンダント
[講師] 岸本しのぶ先生（kisshi&bu）　　

　　

秋の野山で
昆虫たちを探してみよう！！
[協力]野田昆虫研究所　　

簡単ハンドメイドとヘアアレンジ♪

kurumiヘアピン
[講師] はるちゃん（ま・あ・るスタッフ）　

魔法の道具で木の声をきこう！

スマホを使ってプログラミングに挑戦！
[講師] 喜多智靖先生（樹木医）　
　　　 和田成司先生（プログラマー）
　　　高橋秀幸先生（コーディネーター、デザイナー）

11/8

10/25

11/1

11/1 11/22

10/3

10/10

10/11

10/18

10/24

10/18

10/17

11/3 23

おしごとの秋
~みんなの収穫をみてみよう~
清水ま・あ・るシティ再開に向けて
がんばるみんなの様子を写真で紹介
するよ。また、再開に向けてみんな
がつくっている商品を展示します。

あき

しみず さいかい

てんじ

よう す しゃしん しょうかい

む

しゅうかく
のみの市@ま・あ・る
みんなが作った世界に一つしかないスペシャル
商品が買えるチャンス！買う人が商品の値段を
店主と交渉して買うことができるよ。
※交渉とは…あることを
決めるために、話し合い
をすること。値段の
交渉に挑戦してみよう！

つく

いち

せかい

か ひと

ひと

ねだん

てんしゅ

しょうひん

こうしょう

ミッションシートは
こんな感じ！

ミッションにしたがい、きめられた
場所で作業し、次の場所に移動。全
ての作業をクリアすると、ひとつの
商品ができあがるよ！

▲完成した商品の例

考える つくる

完成！ ほかの人の意見を聞く 

みんながつくった商品はま・あ・るの展示スペースにかざられた後、のみの市に出品されるよ！
てん　じしょうひん あと いち しゅっぴん

ミッション
申し込み 9/20 9：30～WEB予約開始！ 商品開発

申し込み 9/27 9：30～WEB予約開始！日 日

4

小学生


