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4ｐ　　こどもバザール特集

6-7ｐ　ちびっこプログラム

9th Anniversary

スタート

いっかい
やすみ

ゴール

冬休みは
   平日も開催！

　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）
　　　　　　※12/29（水）～1/3（月）は休館日
●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
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土1/8 土1/15ま・あ・る×株式会社ハセガワ

メカトロウィーゴを作ろう
ま・あ・る×ベルテックス静岡
ベルテックス専属チアリーダーズ
ベルーナと一緒にチアを楽しもう！
ベルーナの特別チアステージを間近で観て、
習って、ステージで披露しよう！

12/21 火申込み締切日

特別講座のお申込みは
コチラからご応募ください

[協力] 株式会社ハセガワ　　

｜時　  間｜13:00～16:00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜2,420円
｜定  　員｜10組20名

小3～小6親子
｜時　  間｜13:00～15:00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜1,000円（※ポンポン代含む）
｜定  　員｜50名

プラモデルが出来るまでを学んで、親子でプラモデル作りに
挑戦！「メカトロウィーゴ」を作る過程で、説明書の読み
方や、ニッパーの使い方を体験しよう。

※保護者、未就学児等小中学生以外の
   同伴者は2名まで無料で見学できます。

※プラモデルは2体つくって
　お持ち帰りいただけます。

©MODERHYTHM/Kazushi Kobayashi

9周年特別講座

ベルテックス静岡の
豪華グッズが
当たるかも！？

・モデリズムの小林和史さんがデザインしたロボット
・接着剤不使用で初心者でも簡単に組み立てられる！
・パーツを組みかえたり自由なポーズを楽しめる！

　メカトロウィーゴとは？

中学生小学生

ベルテックス静岡
公式キャラクター

ベルティ

プログラミング教室親子でダンス＆リズム遊び

1/17月12/16 木

12/14 火

25 火1/11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（保護者様1名につきお子様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（保護者様1名につきお子様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）

12・1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　

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。

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。

ぞうけいあそび

■カラフルな塩を楽しもう
12/13　21月 火

■つぶつぶを楽しもう
1/27　 31　木 月

様々な種類の塩に触れ、カラフルに染めてみよう！

米や豆の素材に触れたり、
小正月を祝う「餅花」 飾りをつくって楽しもう！

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！

おうちの人と、ま・あ・るであそぼう！

●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] 坪井建憲先生（杣プロジェクト）　

12/2 木

金1/14

[講師] 細野麻樹先生（ずこうラボM図工教室主宰）

親子で段ボールアート1/14 金

[講師] 岡山晃一郎先生（ミナシアグループ代表）

[講師] 瀧伊津美先生（hidamari * ）　　

木12/2

[講師] 山内伸先生（ドラマー、パーカッショニスト）

｜時　  間｜15:30～16:30
｜対　  象｜3歳～年長親子
 （保護者様1名につきお子様1名）
｜参 加 費｜500円
｜定  　員｜4組8名

｜時　  間｜10:30～11:30
｜対　  象｜1歳半～3歳児親子
（保護者様1名につきお子様1名）
｜参 加 費｜1，200円
｜定  　員｜4組8名

花のおうちをつくろう
葉っぱや木の実を使ってクリスマス
ツリーを作ってみよう

月12/6 クリスマスボード作り

ジャンベとカホンを叩いてみよう！
木のぬくもりを感じる小さな家型の
一輪挿しをつくろう

みんなで楽しく
打楽器体験

お子様へのサポートスキル
こどもがみるみる成長する3つの
関わり方を学ぼう

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

自分だけのトレジャーボックスを
つくろう！

｜時　  間｜15:00～16:30
｜対　  象｜年少～年長親子
（保護者様1名につきお子様1名）
｜参 加 費｜700円　
｜定  　員｜4組8名

※教材はお持ち帰りいただけません。
　 12/14、1/11のプログラムは同じ内容です。

1/25(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

1/24 月
ぬくぬく冬のうた

ちびっこファクトリー
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！

ひだまりパークで
あそぼう！

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

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：各回3組
(1組最大4名まで参加可) 
※お子様の年齢によって
　ブロックが異なります。

12/7 火 1/18 火

ブロックで遊ぼう！
いろんなブロックにチャレンジ！

12/14 火 1/21 金

0さいさんこんにちは

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

ふれあいあそびでゆったりすごそう

時　間：12月-①10:30～11:30 
　　　　　　   ②14:30～15:30
　　　　  1月-①10:30～11:30
　　　　　　   ②15:30～16:30
対　象：未就学児親子
             (1月②のみ3歳～年長親子)
参加費：無料
定　員：各回8組16名

12/20 月

るんるん♪
おんがくあそび

クリスマスペシャル

歌と楽器の生演奏だよ！

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：各回3組
(1組最大4名まで参加可)

木1/2012/9 木

プラレールで遊ぼう！
レールをつなげてみよう！

大人向け講座
（お子様同伴可）

1/21 金

レッツ！プチおしごと

時　間：15:30～16:30
対　象：年少～年長親子
            （保護者様1名につきお子様1名）
参加費：無料　
定　員：4組8名

うったりかったり
お店でのおかいものを体験！

●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。 12月分のプログラム 11/16 締切

▶

▶

  1月分のプログラム 12 /14 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。

開店！ま・あ・る商店

■クリスマスマーケット

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

12/17　23　金 木

■ちびっこプラバンやさん
1/7　13
　

金 木

バッグ作りに挑戦して
クリスマスマーケットでおかいものをしよう！

親子でプラバン作りのお仕事にチャレンジ！

お店やさん体験をたのしもう！
お給料

400まある

【あそび広場参加者へのお願い】
・感染症拡大防止の観点から、人数制限を行っています。
・応募時に申込のない方のご来館はご遠慮いただく場合がございます。

0歳～6歳0歳～6歳

土日祝日開催

平日限定

まなびとあそびを通して
いろいろなことに
挑戦しよう！

※現地集合・解散
館外

｜時　  間｜10:30～11:30
｜対　  象｜1歳～3歳児親子
（保護者様1名につきお子様1名）
｜参 加 費｜500円　
｜定  　員｜4組8名

あそび広場は
無料で参加できるよ！

みんなでたのしく
体験しよう♪

ま・あ・るホームページ

  NEWオープン！

※リニューアルに伴い

2022 年1月 6日（木）

10:00 ～ 13:00 は

休止予定です。

9周年ステッカープレゼント！※2022年 1月4日(火)～ま・あ・る受付にて配布します

お給料
300まある

まなび広場は
親子で学べる

プログラムがたくさん！

※サイトリニューアルに伴い、1/6(木)以降は上記QRが使えなくなります。大変お手数ですが、ま・あ・るHPトップの「プログラムに参加する」からご応募ください。

[講師] Naoko先生（ベルテックス静岡専属チアリーダーズ ベルーナディレクター兼メンバー）　
[協力] ベルテックス静岡専属チアリーダーズ ベルーナ　
　　　 静岡市清水文化会館マリナート
　　　 フジ物産株式会社

1/35スケール高さ75mmサイズの
モデルをつくります


