
ちびっこさんあつまれ～♪

時　間：①　9：30～11：30
　　　　②14：00～16：00
対　象：未就学児親子　
参加費：無料
定　員：各回4組     

時　間：①  9：45～10：25
　　　    （10：25～11：00  自由あそび）
　　　　　②10：45～11：25
　　　    （11：25～12：00  自由あそび）
対　象：0歳～未就園児親子
　　　　（お子様1名と保護者様1名）
参加費：無料
定　員：各回4組

自由あそびDAY

※サーキットは雨天強風時は
　中止となります。

■まるめる ・ ちぎる ・ はる！の紙あそび

　

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
参加費：  無料
定　員：各回4組
※汚れても良い服装でお越しください。

■ゆかいなお面やさん
親子でおにのお面をつくってお面やさんに挑戦！！

時　間：2/1・18・19・3/1　10：30～11：10 まある商店
　　　 　　　　　　　　（11：10～12：00 自由あそび）
　　　　2/2・3/2　　　　 13：30～14：10 まある商店
　　　 　　　　　　　（14：10～15：00 自由あそび）
対　象：2歳～年長親子
参加費：無料
定　員：各日4組

開店！ま・あ・る商店
清水の街を

お散歩しよう♪
2/1 月 2 火

■釣って ・ にぎって ・ お寿司やさん
親子でお魚をつって、 お寿司やさんに挑戦！！

3/1 2 火

2/12　26金 金

■ペタ・コロ・ポン！のスタンプあそび

　

3/11　12木 金

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。
※各プログラムは、自由あそびがセットになっています。

お給料
400まある

お給料
100まある
おこづかい
250まある

日程は
webで
check!

日程は
webで
check!

対　象：3歳～年長親子　 
参加費：無料
定　員：各回4組

時　間：①10：00 ～10：20　商品づくり
　　　　　10：20～ 11：30　らくがき+お買い物
　　　　②13：30～ 13：50　商品づくり
　　　　　13：50～ 15：00　らくがき+お買い物

ちびっこファクトリー

ぞうけいあそび
講師：とねりー（ま・あ・るスタッフ）

５

2・3月のちびっこプログラムのお申込みはこちら　
※締切日から1週間以内に抽選を行い、当選者のみメールにてご連絡致します。

申込み
について

お店やさん
体験を

たのしもう！

いろいろな
素材で

あそべるよ！

てづくり
がっきを
つくるよ！

清水
駅前商店街
ツアーを

たのしもう！

おもちゃも
あるよ！

3/19 金

2/15 月 3/9 火 2/16 火 3/8 月

※テレビ静岡の取材が入ります。
　ご了承いただける方のみ参加可能です。
※現地集合・解散

｜時　  間｜3/18 14:30～15:30
　　　　　　　（15：30～16：30 自由あそび）
　　　　　3/19 10:00～11:00
　　　　　　　（11：00～12：00 自由あそび）
｜対　  象｜3歳～年長親子
　　　　　（お子様1名と保護者1名）　
｜参 加 費｜各日2,000円　｜定  　員｜各日4組8名
※両日同じ内容です。希望の日程を選んでください。
※親と子、1本ずつ作れます。

｜時　  間｜10:30～11:10
　　　　　（11：10～12:00 自由あそび）
｜対　  象｜1歳半～3歳児親子
　　　　　（お子様1名と保護者1名）
｜参 加 費｜各日100円　
｜定  　員｜各日4組8名
※各日内容は異なります。

｜時　  間｜10:30～11:10
　　　　　（11：10～12:00 自由あそび）
｜対　  象｜2/5　　未就園児保護者
　　　　　2/22　3～6歳児保護者
｜参 加 費｜各日100円　
｜定  　員｜各日5名
※各日内容は異なります。

｜時　  間｜10:30～11:10
　　　　　（11：10～12:00 自由あそび）
｜対　  象｜プレママさん～1歳未満児保護者
｜参 加 費｜各日100円　
｜定  　員｜各日4名
※両日同じ内容です。

こどもの心がわかる！
マザーズコーチング
[講師]品川恵子【くままま】先生
　　 （MCS認定マザーズティーチャー）　　

　　

プレママも学べる
産後の骨盤セルフケア
[講師]徳田智子先生（施術院 風紗）　　
　　
　　
　　

リトミック
[講師]守田麻衣【まいみー】先生　　

　　

名前を入れた
オリジナルスプーンをつくろう！
[講師] 小野裕康先生（小野銅工店）　　

　　

　　　　

｜集合場所｜静岡市清水文化会館マリナート　
　　　　　１階ギャラリー前　清水区島崎町２１４
｜時　  間｜①15:30～16:30　
　　　　　②16:00～17:00　
　　　　　③16:30～17:30
｜対　  象｜未就学児親子～小学生親子（家族参加可）
｜保 険 代｜各回100円　
｜定  　員｜各回10組

ノンタン絵本の世界展　
親子内覧会ツアー
[協力]静岡市清水文化会館マリナート、テレビ静岡

　　

時　間：10：00～11：30
対　象：1歳半～年長親子　
参加費：無料
定　員：各日4組

3/15 月

2/18　19木 金

火16

音であそぼう！
とんとこ♪リズム

講師：ちーちゃん先生 

｜時　  間｜10：00～12：00
｜対　  象｜未就学児親子
｜参 加 費｜無料　
｜定  　員｜各日3組

プラレールで遊ぼう！

｜時　  間｜10：00～12：00
｜対　  象｜未就学児親子
｜参 加 費｜無料　
｜定  　員｜各日3組

ブロックで遊ぼう！

※お子様の年齢によって
　ブロックが異なります

©キヨノサチコ/偕成社

館外

大人向け
特別講座
（お子様同伴可）

大人向け
特別講座
（お子様同伴可）

ま・あ・る×マリナート特別企画
　　

ノンタン
オリジナル
グッズ

プレゼント

保護者の方のみで参加できる講座です
子育て中の方、またはこれから子育てをする方におすすめ！

ものづくりの
おしごとに
挑戦！

４

大人向け特別講座

月2/8

▶2月分のプログラム 1 /1 9 締切火

▶3月分のプログラム 2 /1 6 締切火
申込み
締切日ちびっこプログラムは予約制の親子で楽しめる講座や

イベント、無料プログラムが盛りだくさん♪

2/4 3/4木 木 2/5 22金 月

2/9 3/5火 金

3/18 19木 金

月

とくべつ開
催！

完全
予約制

おさ
んぽ

♪

無料で参加できる
プログラムが

たくさんあるよ！


