
秋の特別
プログラムが

  もりだくさん！

　詳しくは、
ホームページを
チェック!

「ま・あ・る」 HP

●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

じょう

ま・あ・るの情報誌
ほう しじょう

ま・あ・るの情報誌
ほう し
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号51

時　間：①10:30～11:30
　　　　②15:30～16:30
対　象：  1歳～年長親子
参加費：  無料
定　員：各回4組8名
※汚れても良い服装でお越しください。

プログラミング教室親子でダンス＆リズム遊び

11/16 火10/15 金
26 火10/12火

30 火11/9 火

[講師] MAMI先生
　　  （avex公認インストラクター、Zumbaインストラクター）

｜時　  間｜10:30～11:15
｜対　  象｜2歳～3歳児親子（お子様1名と保護者様1名）
｜参 加 費｜各日500円　
｜定  　員｜各日6組12名

｜時　  間｜15:30～16:30
｜対　  象｜年中～年長親子（お子様1名と保護者1名）
｜参 加 費｜各日1,000円　
｜定  　員｜各日5組10名

[講師] 五十嵐卓先生、佐伯尚久先生（株式会社コサウェル）

10・11月のすべてのちびっこプログラムのご応募はこちらから　

ぞうけいあそび

時　間：①10:00～12:00
　　　　②14:30～16:30
対　象：未就学児親子
参加費：無料　
定　員：各日3組 (家族参加可)
※お子様の年齢によって
　ブロックが異なります。

10/21 11/18 木木

時　間：①10:00～12:00
　　　　②14:30～16:30
対　象：未就学児親子
参加費：無料　
定　員：各日3組
             (家族参加可)

10/19 金11/19火

※2日開催する講座は、両日同じ内容です。希望の日程を選んでください。

レゴ®ブロックを組み立てて、ロボットを作ります。
タブレットを使ったプログラミングでロボットを動かそう！

音楽に合わせて体を動かすことの楽しさを体験します。
ママのリフレッシュにも♪

5

新しいことにチャレンジしながら「できた！」という感覚を自信にしていくプログラムです。
親子で一緒に「学びたい！」という好奇心とやる気を引き出します。

親子でさまざまな体験を楽しみます。
ものづくりや自然体験を通して親子で一緒に成長するプログラムです。

開店！ま・あ・る商店

■土で絵をかこう
10/11　18月 月

■かたくりこでねんど
11/5　 8　金 月

土の絵の具を使って自然の素材に触れてみよう！

水の量で変わる片栗粉の固さを楽しもう！

■コマったオバケのおかしなハロウィン

時　間：①10:30～11:30
　　　　②15:30～16:30
対　象：  2歳～年長親子
参加費：  無料
定　員：各回4組8名

10/22　28　金 木

■まわる！まある寿司
11/11　木
親子でハロウィンマントを作って変身したら
コマったおばけを助けに行こう！

親子でお寿司づくりに挑戦！作ったお寿司は
プラレールに乗せてまわしちゃおう♪

時　間：10：30～11:30 
対　象：3歳～年長親子
参加費：無料
定　員：8組16名

時　間：10月-①10:30～11:30 
　　　　　　   ②14:30～15:30
　　　　11月-①10:30～11:30
　　　　　　   ②15:30～16:30
対　象：未就学児親子
              (11月②のみ3歳～年長親子)
参加費：無料
定　員：各回8組16名

時　間：①  9：45～12:00 
　　　　②13:45～16:00
対　象：年中～年長
参加費：無料
定　員：各回8名

時　間：10：00～11:30 
対　象：未就学児親子
　　　（お子様1名と保護者様1名）
参加費：無料
定　員：6組12名

10/23 土

11/12 金

10/1 金 11/26 金

10/25 月 11/29 月

10/24 日 11/15 月

LEGO®ブロックを使って楽しくプログラミング！音楽に合わせて元気に楽しく身体を動かそう！

まなびとあそびを通して
いろいろなことに
挑戦しよう！

おうちの人と、ま・あ・るであそぼう！

0歳～6歳 0歳～6歳

●事前に各プログラムを予約してからご来館ください。
●来館前にご自宅での検温をお願いします。
●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。
●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。
●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。

「ま・あ・る」 HP

手洗い、
手指消毒

マスクの着用
(2歳未満は除く)

館内での
食事の禁止

※飲み物は可

発熱や
体調不良の方は
ご遠慮ください。

37.5℃

【ご利用にあたってのお願い】感染予防にご協力ください。

こどもバザールを含む WEB予約となります。全てのプログラムが
※当落につきましては、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いたします。
　定員に達しない場合は申込み締切日以降も、受付を継続します。

重要な
お知らせ

[講師] ゆっこ先生
　　  （（一社）布育®普及協会代表、布おもちゃ作家）

10/4 月

火11/9

[講師] 柿田友広先生（子どもの本とおもちゃ　百町森店主、
　　　『絵本とおもちゃでゆっくり子育て』他、著者）

子どもの成長と遊び10/26 火

11/16 火

[協力] ふぁんふカンパニー　　

木11/25

[講師] 石川恵津子先生(『ふぉと＊いろ』)

[講師] たかばたけあや先生（きょうびしや）　　

火10/5

[講師] 平田由美子先生（さとう式リンパケアインストラクター、
　　　　国際リドルキッズ協会小児タッチケアセラピスト）　　

｜時　  間｜10:30～11:30
｜対　  象｜3ヶ月～1歳未満の
　　　　　お子様を持つ保護者様
｜参 加 費｜100円
｜定  　員｜4名

｜時　  間｜15:30～16:30
｜対　  象｜年少～年長親子
　　　　 （お子様1名と保護者様1名）
｜参 加 費｜800円
｜定  　員｜５組10名

｜時　  間｜10:30～11:30
｜対　  象｜1歳～3歳児親子
　　　　　（お子様1名と保護者様1名）
｜参 加 費｜400円
｜定  　員｜６組12名

親子で布おもちゃ作り
魔法使いに変身してハロウィンを
楽しもう！

金10/29 ハロウィンの帽子作り
癒しのセルフケアと親子でできる
タッチケアを学ぼう

縫わずに簡単！おばけパペットを
つくってみよう♪

産後ママのセルフケア

ちびっこ野遊び会
紅葉の秋！実りの秋！親子で里山の
秋を楽しもう♪

｜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～3歳児親子
　　　　　（お子様1名と保護者様1名）
｜参 加 費｜各日300円　
｜定  　員｜各日５組10名

子どもの成長に合わせたおもちゃ、
絵本、遊びについて学びませんか？

｜時　  間｜10:00～11:30
｜対　  象｜3ヶ月～2歳の
　　　　　お子様を持つ保護者様
｜参 加 費｜1，000円　
｜定  　員｜7名

カメラやスマホを使って上手に撮影
するコツを学ぼう

｜時　  間｜10:30～12:00
｜対　  象｜3ヶ月～3歳児親子
　　　　　（お子様1名と保護者様1名）
｜参 加 費｜1，000円
｜定  　員｜4組8名

こどもをかわいく撮ろう

※現地集合・解散

※教材はお持ち帰りいただけません。
　 10/12、26、11/9のプログラムは同じ内容です。

11/30(火)のみ
2回目参加の方が
対象となります。

たのしく
トライ！

新しいことに
挑戦しよう！

論理的思考が
身につく⁈

応募
方法

プラレールで遊ぼう！

ブロックで遊ぼう！
るんるん♪

おんがくあそび

るんるん♪おんがくあそびSP
～リズムでハロウィン！～

ちびっこファクトリー

おしごとごっこ体験 子どもと保育の未来空間presents
子どもの遊び広場

0さいさんこんにちは

まあるんとやってみよう！

土日祝日開催

ひだまりパークで
あそぼう！

ハロウィンスペシャル おいしい秋のうた

時　間：10:30～11:10
対　象：2～3歳児親子
参加費：無料　
定　員：5組10名

時　間：10:30～11:00
対　象：0歳児親子
             （開催時3カ月～）
参加費：無料　
定　員：各日4組8名

ものづくりのおしごとに挑戦！

内　容：各回で20分程度の商品づくり
　　　　　＋お買い物、ひだまりパーク、
　　　　　　らくがきウォールなどがご利用可能
対　象：3歳～年長親子
参加費：無料
定　員：各回4組

お給料
100まある

おこづかい
300 まある
がもらえるよ！

予約をして館内であそぶことができます

●対象：未就学児親子
●時間：平日で、プログラムが開催されない時
  ※詳しい日程・時間はHPをご覧ください
●利用方法：電話予約 ☎ 054-367-4320
  ※WEB予約でのお申込みはしていません
●利用できる場所：
　ひだまりパーク・らくがきウォールなど

いろんなブロックを組み立てよう

お店やさん体験をたのしもう！

ふれあいあそびでゆったりすごそう

歌と楽器の生演奏だよ！

レールをつなげてみよう！

常葉大学保育学部コラボ企画

協力：常葉大学保育学部　子どもと保育の未来空間　　

小学生の「こどもバザール」が、
年中さん・年長さんの特別版になって登場！

ちびっこ版

大人向け講座
（お子様同伴可）

大人向け講座
（お子様同伴可）

秋編

このマークのあるプログラムは
ハロウィンの仮装大歓迎です

まあるんとあいさつをれんしゅうしよう

※講師が撮影した親子写真を
　データで2枚プレゼント！

●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いたします。
●応募締切日は各プログラムをご覧ください。
●応募フォームに必要事項をご記入の上、送信してください。 10月分のプログラム 9 / 7 締切

▶

▶

11月分のプログラム 10/12 締切火

火応募
締切

　※予約をしていない方はご参加いただけません。ご注意ください。

館外

お給料
400まある


