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すな　え こう さく え

｜時　  間｜10:00～12:00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜800円　｜定  　員｜9名

か わい じ　ぶん

つくじ かん

か わい

つく

ちょうせん

木

木

日

火

日

火

｜時　  間｜①10:30～12:00　
　　　　　②13:00～14:30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回900円　｜定  　員｜各回5組10名
※1組で2つの作品が作れます。

もうこんな時間！ってならない 

可愛くデコってオリジナル
スケジュールバインダーを作ろう♪
[講師] 山内貴美先生
　　　（日本スケジューリング協会認定ナビゲーター）

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

もうこんな時間！ってならない

可愛くデコって自分だけの
時間ボードを作ろう
[講師] 山内貴美先生
　　　（日本スケジューリング協会認定ナビゲーター）　　

ま・あ・る×WAZAチャレンジ教室

フラワーアレンジメントづくり
[協力] 静岡県フラワー装飾技能士会　　

キャビンアテンダント&
グランドスタッフに挑戦！
[協力] 静岡インターナショナル・エア・リゾート専門学校　　
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2/28 日2/28

日2/28

2/11

2/11 木2/11

2/21

2/23

｜時　  間｜10:00～12:00
｜対　  象｜
｜保 険 代｜100円　｜定  　員｜各日10名
※両日同じ内容です。希望の日程を選んでください。

土 土2/20 27

中学生小3～

中学生小3～

中学生 高校生小3～

中学生 高校生小3～

中学生 高校生小学生

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

13:30～15:30

小1～小2親子

小1～高校生親子

小3～小6親子

小3～小5親子

小学生親子

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

どう ばん だ たい けん

い た

ふうりょくはつ でん き

え

｜時　  間｜①13:30～14:30　②15:00～16:00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回300円　
｜定  　員｜各回10名

銅板ヘラ出し体験！
ピカピカの板にうかびあがる絵
[講師] 林孝行先生、伏見一雄先生　
[協力] 静岡県板金工業組合清水支部

　

｜時　  間｜10:00～12:00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜800円　
｜定  　員｜8名

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
　
　

ま・あ・る×WAZAチャレンジ教室

アートモザイクコースターづくり
[協力] 静岡県タイル煉瓦技能士会　　
　　

3/6

｜集合場所｜静岡インターナショナル・エア・リゾート
｜時　  間｜

｜対　  象｜
｜保 険 代｜
｜定  　員｜

①10:00～12:00
②13:00～15:00

各回100円　
各回18名

小4～小6

｜時間・対象｜

｜参 加 費｜
｜定  　員｜

①13:00～14:30
②15:00～16:30
各回1,100円 
①5組10名　
②10名

｜集合場所｜静岡県静岡市駿河区小鹿２丁目９　
　　　　　あおい会館前集合
　　　　　（静岡競輪場の駐車場をご利用ください）
｜時　  間｜10:30～12:00
｜対　  象｜
｜保 険 代｜100円　
｜定  　員｜10組20名

つか つく

はこ はし

｜時　  間｜13:30～15:30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜500円  
｜定  　員｜5名

中学生 高校生小6～

レゴ®マインドストーム®を使って
つかんで　運んで　走りまわろう！
[講師] 五十嵐卓先生 佐伯尚久先生
　　　（F@IT Kids Club 静岡校）

はぎれで作る　
オリジナルポーチづくり
[講師] 牧田真実先生（ho'opono）　　

超初心者向け！ポッキー® で
プログラミングをしてみよう
[協力] 常葉大学教育学部　三井一希研究室　　
　　
　　

土 土2/20 27

小1～小3

小さなコンピュータを
プログラミングして宝を探そう！
[協力] 常葉大学教育学部　三井一希研究室　　
　　
　　｜時　  間｜13:30～15:30
｜対　  象｜
｜保 険 代｜100円　
｜定  　員｜各日9名
※両日同じ内容です。希望の日程を選んでください。

土 土2/20 27

小1～小3

たから

ちょうしょ しん しゃ む

さが

ちい

土 土2/20 27

小4～小6

小３～小6

2・3月の講座・とくべつなおしごと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。

｜時　  間｜13:30～15:30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜700円　
｜定  　員｜10名

｜時　  間｜
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回1,300円　
｜定  　員｜各回10名
※作品は後日郵送いたします。
※Tシャツのサイズ（120~160㎝)を事前に確認させていただきます。

①10:00～11:30　②13:00～14:30

しず おか けん がく
目指せプロアスリート！ 
静岡けいりん見学ツアー
[協力] 静岡けいりん　

　

3/14 3/25 日日

土 日

小学生

中学生 高校生小6～

3/20 3/28

申込み
について

タイダイ染めに挑戦！　
春色Tシャツを作ろう！
[講師] 牧田真実先生（ho'opono）　　
　　
　　

はる いろ つく木

｜時　  間｜
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回900円　
｜定  　員｜各回10名
※両日同じ内容です。希望の日程を選んでください。

①10:30～11:30　②13:00～14:00
中学生 高校生小学生

自分の名前入り　
マイフォークをつくろう！
[講師] 小野裕康先生（小野銅工店）　　
　　
　　

｜時　  間｜

｜対　  象｜
｜参 加 費｜無料　
｜定  　員｜各回5組10名

①10:30～12:00　
②13:30～15:00

にっ ぽん ぎん こう なに

つく

3/26 金 にちぎん出前講座　
日本銀行って何をしているの？
[協力] 日本銀行静岡支店　　
　　
　　

｜時　  間｜10:00～12:00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜700円　
｜定  　員｜5組10名

3/28 日
親子で一緒に作ってみよう！　
はぎれで作る
オリジナルポーチづくり
[協力] 牧田真実先生（ho'opono）　　
　　
　　
　　

※開催時間によって対象が異なります。
※写真はイメージです。実際とは異なります。

※保護者見学不可
※現地集合・解散

小3～小5親子

つか

はこ はし

｜時　  間｜10:00～12:00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜500円  
｜定  　員｜5組10名

3/20 土 レゴ®マインドストーム®を使って
つかんで　運んで　走りまわろう！
[講師] 五十嵐卓先生 佐伯尚久先生
　　　（F@IT Kids Club 静岡校）
　　

｜集合場所｜静岡県藤枝市前島１丁目２-１ オーレ藤枝
｜時　  間｜10:30～13:30
｜対　  象｜
｜保 険 代｜100円　｜定  　員｜5名　
※保護者見学不可　※ケーブルテレビ出演の可能性有。
※現地集合・解散　※放送予定：トコチャンワイド3/23（火）12：00～

なま ほう そう たい けん3/23 火 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　
　　

小4～小6

土 土29土 月3/27

▶2/11〜2/21の講座 1 /2 6 締切火申込み
締切日

▶2/23〜3/7の講座 2 /2 締切火申込み
締切日 ▶3/14〜3/23の講座 2 /2 3 締切火申込み

締切日 ▶3/25〜3/29の講座 3 /9 締切火申込み
締切日

ほん かく

｜時　  間｜①10:00～12:00　初級編
　　　　　②13:30～15:30　実践編
｜対　  象｜
　　　　　　　　※参加条件：パソコンの文字入力ができること
｜参 加 費｜各回100円　｜定  　員｜各回9名

3/7 日 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）　　

　
　　

※初級・実践編両方にご参加いただくことも可能です。
※お申込みの際はそれぞれの回でご予約ください。

中学生 高校生小4～

小学生親子

｜集合場所｜静岡市清水文化会館マリナート入口　
｜時　  間｜13:00～16:30
｜対　  象｜
｜保 険 代｜100円　｜定  　員｜15組30名　

おや　こ はる おん　がく かんしょう たの

す　がわ のぶ や

ま・あ・る×マリナート特別企画

親子で春の音楽鑑賞を楽しもう　
マリナート・ウインズ× 須川展也
[講師] 清重友紀子先生　
[協力] 静岡市清水文化会館マリナート　

3/21 日

※参加者特典として吹奏楽
　コンサートに無料ご招待

※教育版レゴ®マインドストーム®EV3は、
　LEGO社とマサチューセッツ工科大学の
　共同開発によるロボット製品です。

※教育版レゴ®マインド
　ストーム®EV3は、LEGO
　社とマサチューセッツ工科
　大学の共同開発による
　ロボット製品です。

館外

館外

館外

館外

※現地集合・解散

 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！

火 申込み締切※2 /27のみ2 /2

火 申込み締切※2 /27のみ2 /2

※現地集合・解散

▶3/20〜3/28の講座 2 /2 3 締切火申込み
締切日


