
 

 

ともまなびセミナー・・・まちを学校に 

おもしろ体験子屋 第１０回 

会 場 日進市民会館 
住所：日進市折戸町笠寺山 62-3  

参加費無料 

体 験 講 座    
  

おとしよりと こども 

ハンディーのある人。 

世代を超えてつながる まちの学校。 

 受付期間８月１日(月)〜２５日(木)（月〜金：10:00〜17:00） 

＊ただし、土日・祝日及びお盆期間中(8月 13日〜16日)は、 

電話申し込みは不可 

会場・日進市民会館への交通機関 

★市内巡回バス「くるりんばす」 

中コース・南西コース・南コース 

「市民会館」下車（100円） 

★駐車場 敷地内 230台 



 

１限目： ８月２８日 (日) 午前１０時００分～午前１１時３０分 

 

０１ １階【小ホール】    織田 泰子  

パワーストーンブレスレット  
たくさんの天然石の中から好きな石を選び、世界

に 1本だけのオリジナルブレスレットを作りまし

ょう。お守りとして身につけて下さい。 

 

定員 12人／小人(中学生まで)500円・大人 700円／
持物 なし 

 

 

０２ １階【小ホール】 
曽雌 敦（日本ボール
ペン画協会会員） 

 ボールペンで絵をかきましょう 
モノクロの世界を濃淡で表現します。 
（１〜３限連続で講座を開講します） 

定員１０名前後 ／ 教材費１００円 ／  
持物 油性黒ボールペン（0.7 ㎜） 

 

０３ １階【小ホール】 
丹羽和代（フェアトレー

ド 風の子） 

とんぼ玉でアクセサリー作り 

 
フェアトレードのとんぼ玉を使ってあなただ
けのネックレスやブレスレットをつくりまし
ょう。  

定員 30名 ／教材費 500円ぐらい／持物 なし 

 

 

０４ １階 【展示ホール】 
加藤美代子（花と遊ぼう
会） 

花と遊ぼう 
ヨーグルトカップを利用したフラワーアレン

ジメントを作ります。 

 

  定員 20名 ／ 教材費 200円／持物 なし 

  

０５ １階【小ホール】 早川敬子(四つ葉会) 

フラワーアレンジメント  
トピアリー 

造花、ミニバラ等を球形に挿し、ミニの鉢に

差す。直径７cm、高さ 20cm程度。 

定員 20名／教材費 300円/持物 はさみ 

Motimono  持物 エプロン・三角巾・手ふきタオル 

●  

 

０６ １階【小ホール】 戸高美陽子 

アロマバスボール作り 
重曹、クエン酸、塩でシュワシュワ入浴用バスボールを

作ります。アロマオイルの調合も楽しみましょう。 

定員 20名 ／ 教材費 500 円 ／持物 なし 

 持物 室内シューズ 

 

０７ １階【小ホール】 鈴木 初枝 

かわいいネコを作りませんか 
胴体と頭はこちらで編んでおきます。綿など

を入れ、形にして目鼻をつけて仕上げます。 

 

定員 20名/教材費 500円/持物 なし 

持物 室内シューズ・タオル・飲み物 
 

０８ １階【展示ホール】  
さじちゃん♪(こころ工房
そらのいろ) 

だれでもできるワクワク工作 
魔法のクレヨンを使って手形をつけたり、模

様を描いた紙を数枚貼り合わせて、大きな大

きな花を作ります。 
定員 15名／教材費 300円／持物 のり､はさみ､ 
カラーペン(あれば) 

 

 

０９ １階【展示ホール】 
三浦央子 (私立幼
稚園教職組) 

    

   万華鏡を作ろう    

廃材があなたの手の労働と集中力で、 
素敵な万華鏡に変身！ 
大人も脳トレーニングになりますよ。 

   

定員 20名／教材費 150円／持物 はさみ(あれば) 

園 

  定員 なし／教材費 50円(協会協力金)／持物 

     

 

１０ ３階【会議室】 
東郷サイエンスクラブ 
冨永恭右･田中邦一･劔持
司･橋詰敬輔･堀田英孝 

ドリームトラックを組み立てよう 

 
ドリームトラックのキット部品を、組立説明
書を見て作りましょう。車が完成したら、み
んなで競争させよう。 

定員 20名／教材費 100円／持物 なし 
 

１１ １階 【展示ホール】 橋本・仲島 

走れ！車＆まわるペットボトル 

よく走るペットボトル・カーと“くるくるま

わるペットボトル” 

定員 合計 120名／教材費 200円／持物 なし 

 

 

１２ ３階【工芸室】 増田知子 

ぞうのペンスタンド 
ぞうのペンスタンドを作ろう。または、メガ
ネスタンドに使ってもよい。１・２限連続で
の受講の方のみ受け付ます。 

定員 30名/教材費 900円(2講座で) /持物ティッシ
ュペーパーと薄いゴム手袋 

 

１３ ３階【大会議室】 成田 智子 

脳･心･からだをリフレッシュ！ 
肩こり･腰痛･頭痛･不眠･動悸や息切れ、足の
むくみ。このような生活習慣病で悩んでおら
れる方、ぜひ三つの体験であ〜ら快適になっ
てみませんか？ 

定員 20名／教材費 無料／持物タオル・水分 

園  
 

１４ ２階【会議室】 白石 美咲 

ボードゲームで楽しく遊ぼう 

戦略を立てたり、相手と交渉したり…遊びな

がらコミュニケーションがとれ、いろんな人

と仲良くなれます。 

定員 15名／無料／ 持物 なし 

 

 

１５  １階【小ホール】 
鈴木篤英(ハットマジッ

クせと主催) 

マジックショーを見て簡単
マジックを習う！ 
前半はマジックショー。後半は簡単マジック

をレクチャーします。 

 

 

  

定員 100名 /教材費 100円 / 持物 なし 

 

 

１６ ３階【和会議室】 
鈴木美智子(五色園太極
拳同好会) 

誰でもいつでもできる健康太極拳 
年齢や体力を問わずにできる太極拳はゆっく
りした動きながら、健康を増進し、からだと
こころを元気にします。 

定員 なし／教材費 無料／持物 なし 

園 
 

１７ ２階【リハーサル室】 麦 雅由 

楽しみましょう おんがく を！ 
なつかしい歌をご一緒に歌いましょう！ 

定員 なし／教材費 無料／持ち物なし 

教材費 無料／持物 なし 

園 

 

１８ ２階【視聴覚室】 深谷佐和子 

フ ラ ダ ン ス 
明るいハワイアン音楽にのって手足を動か
し、軽い運動を楽しく皆様とご一緒に！未経
験の方ばかりで踊ります。 

定員 なし／教材費 無料／持物 なし 

園 

 

１９ １階【展示ホール】 大道芸人ゆうじ 

大道芸人ゆうじと風船あそび 
東海地区を中心に活動する大道芸人ゆうじが
おとどけする、風船を使った楽しい講座です。 
（１〜３限） 

定員 30名／教材費 300円／持物 なし 

園 
 

２０ 会館外の広場 
小木曽香純(愛知県高
校生フェスティバル) 

楽しく踊って体を動かそう！ 
誰でも踊れる簡単な踊りを高校生が教えま
す。みんなで楽しく体を動かしましょう。 

定員 なし／教材費 無料／持物 なし 

園 

 



 

２限目： ８月２８日 (日) 午後０時３０分～午後２時 

 

２１ １階【小ホール】 
曽雌 敦（日本ボール
ペン画協会会員） 

ボールペンで絵をかきましょう 
モノクロの世界を濃淡で表現します。 
（１〜３限連続で講座を開講します） 

定員１０名前後 ／ 教材費１００円 ／  
持物 油性黒ボールペン（0.7 ㎜） 

 

２２ １階【小ホール】 
丹羽和代（フェアト

レード 風の子） 

とんぼ玉でアクセサリー作り 

 
フェアトレードのとんぼ玉を使ってあなただ
けのネックレスやブレスレットをつくりまし
ょう。  

定員 30名 ／教材費 500円ぐらい／持物 なし 
 

２３ １階【展示ホール】 山本裕子(ｼﾙｸﾙｽ) 

ひかり触媒のお花で小物作 

小物に光触媒フラワーを飾り、かわいいオリ

ジナル作品を作りませんか。 

定員 20名 ／教材費 300円ぐらい／持物 な

し 
 

 

２４ １階【小ホール】 戸高美陽子 

アロマバスボール作り 

重曹、クエン酸、塩でシュワシュワ入浴用バスボールを

作ります。アロマオイルの調合も楽しみましょう。 

定員 20名 ／ 教材費 500円 ／持物 なし 

  
 

２５ １階【小ホール】 鈴木 初枝 

かわいいネコを作りませんか 
胴体と頭はこちらで編んでおきます。綿など

を入れ、形にして目鼻をつけて仕上げます。 

 

定員 20名／教材費 500円/持物 なし 
 

２６ １階【小ホール】 
中野明子（日本ローズウィ
ンドウ協会認定講師） 

初めてのローズウィンドウ 
色にときめく紙のステンドグラス「ローズウィン

ドウ」薄紙を重ねて作るペーパーアートです。 

定員 15 名／教材費 600円/持物はさみ､スティックの

り､筆記用具､両面テープ 

 

２７ １階 【展示ホール】 
 河村実 (日本こままわ

し普及協会)    

こままわし 
こまをまわして遊びましょう！ 
けん玉も用意しています！ 

定員 なし/教材費 50円(協会協力金)/持物なし 

 
 

 

２８ １階 【展示ホール】 橋本・仲島 

走れ！車＆まわるペットボトル 

よく走るペットボトル・カーと“くるくるま

わるペットボトル” 

定員 合計 120名／教材費 200 円／持物 なし 

 

２９ ３階【工芸室】 増田知子子   

 ぞうのペンスタンド    
ぞうのペンスタンドを作ろう。または、メガ
ネスタンドに使ってもよい。１・２限連続で
される受講される方のみ受け付けます。 

   

＊定員・教材費・持物は１限目の欄に記載    

 

３０ ２階【会議室】 白石 美咲 

ボードゲームで楽しく遊ぼう 

戦略を立てたり、相手と交渉したり…遊びな

がらコミュニケーションがとれ、いろんな人

と仲良くなれます。 

定員 15名／材料費 なし／ 持物 なし 
 

３１ １階【小ホール】  角 信雄   

連 鶴 を 折 っ て み よ う    
１月１７日 中京テレビの「ゲンキの扉」で
放映された「連鶴大好きおじさん」と連鶴を
折ってみませんか。（作品を持ち帰る袋か容器を持参） 
 

   

定員 20名／ 教材費 100 円（小学生以下無料） 

料） 

   

低学年でもできますが、親子参加を願います。    
 

３２  １階【小ホール】 
鈴木篤英(ハットマジ

ックせと主催) 

マジックショーを見て簡単マジ
ックを習う！ 

前半はマジックショー。後半は簡単マジック

をレクチャーします。 

 

 

  

定員 100名 /材料費 100円 / 持物 なし 

 

 

３３ ３階 【会議室】 鈴木準一(現代の名工) 

銅板のレリーフ 
簡単すてきなレリーフを作ります。小学校の
方でも楽しく作品を作ってみませんか。 

定員 15名／材料費 600円 ／持物なし 

 

３４ ２階【リハーサル室】 福安 道代 

和太鼓でドンドンやってみて！ 

盆踊りのやぐら太鼓です。歌にあわせてリズ

ムを打ち、皆さんで楽しく和太鼓に触れてい

ただきます。 

定員 10〜15名／持物 軽装 動きやすい服 

  

３５ １階【展示ホール】 大道芸人ゆうじ    

  大道芸人ゆうじと風船あそび 
  

 

東海地区を中心に活動する大道芸人ゆうじ 
がおとどけする、風船を使った楽しい講座 
です。（１〜３限に開講） 

   

定員 30名／教材費 300円／持物 なし 

園 

  

 

    

 

３６ ２階【視聴覚室】 
絵本セラピスト さ
じちゃん(こころ工房
そらいろ) 

大人も楽しめる絵本ライブ 

絵本は子どもだけのものではありません。泣

いたり、笑ったり、おどったり(?)大人も子ど

もも絵本の世界を楽しもう♪ 

定員 20名／無料／無料 持物 なし 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

３限目： ８月２８(日) 午後２時２０分～午後３時５０分 

３７ 

 
１階【小ホール】 

曽雌 敦（日本ボー
ルペン画協会会員） 

   

 ボールペンで絵をかきましょう    
モノクロの世界を濃淡で表現します。 
（１〜３限連続で講座を開講します） 

   

定員１０名前後 ／ 教材費１００円 ／  
持物 油性黒ボールペン（0.7 ㎜） 

  

 

    

 

３８ １階【小ホール】 
丹羽和代（フェアト

レード 風の子）    

 とんぼ玉でアクセサリー作り 

 

   
フェアトレードのとんぼ玉を使ってあなた 
だけのネックレスやブレスレットをつくり 
ましょう。  

   

定員 30名／教材費 500円ぐらい／持物なし    
 

３９ １階【小ホール】 戸高美陽子 

アロマバスボール作り 

重曹、クエン酸、塩でシュワシュワ入浴用バスボールを

作ります。アロマオイルの調合も楽しみましょう。 

 

定員 20名 ／教材費 500円／持物 なし 

定員 20名 ／ 教材費 500 円 ／持物 なし 

 

 

４０ １階【小ホール】 鈴木 初枝    

かわいいネコを作りませんか    
胴体と頭はこちらで編んでおきます。 

綿などを入れ、形にして目鼻をつけて 

仕上げます。 

 

   

定員 20名／教材費 500円/持物 なし    

    
 

４１ １階【小ホール】 
放課後等ディサー
ビス・ディサービス
ポレポレ職員 

楽しい工作 アイロンビーズ 

色とりどりのアイロンビーズを使って、簡単
で素敵なフォトフレームやストラップなどを
作っちゃいます。 

定員 10名／教材費 100〜500円/持物なし 

 
 

４２ １階 【展示ホール】 
 河村実(日本こままわし

普及協会)    

こままわし 
こまをまわして遊びましょう！ 
けん玉も用意しています！ 

定員なし／教材費 50円(協会協力金)／持物なし 

 

  

 

４３ １階 【展示ホール】橋本・仲島 橋

本

・

仲

島 

   

 走れ！車＆まわるペットボトル    
よく走るペットボトル・カーと

“くるくるまわるペットボト

ル” 

   

定員合計 120名／教材費 200円／持物なし    

    
 

４４ ２階【会議室】 白石 美咲    

 ボードゲームで楽しく遊ぼう    

戦略を立てたり、相手と交渉したり… 

遊びながらコミュニケーションがとれ、 

いろんな人と仲良くなれます。 

  

 

定員 15名／無料／ 持物 なし    
 

４５ ３階【会議室】 鈴木準一(現代の名工)    

銅板のレリーフ    
簡単すてきなレリーフを作ります。小学校
の方でも楽しく作品を作ってみませんか。 

   

定員 15名／材料費 600円 持物 なし    
 

４６ 

 

１階【展示ホール】 大道芸人ゆうじ   

大道芸人ゆうじと風船あそび 
東海地区を中心に活動する大道芸人ゆうじが
おとどけする、風船を使った楽しい講座です。 
（１〜３限） 

定員 30名／教材費 300円／持物 なし 

園  
 

４７ ２階【視聴覚室】  中上嘉文 

 

１階【多目的ホール】 大道芸人ゆうじ 

わらいヨガ 
笑いの有酸素運動とヨガの呼吸を組み合わ
せた笑いヨガで、身体も心も健康になってみ
ませんか？ 

定員 30名／教材費 200円／ 

持物 飲み物・タオル 

 

 

４８ ２階【リハーサル室】 
中村綾子他(日進
和太鼓 遊鼓) 

太鼓をたたきましょう 
大人も子どもも一緒に太鼓をたたいて、汗を
流しまょう。 
 

定員 なし／教材費なし／ 

持物 動きやすい服、タオル 

 
 

定員し／教材費 なし／持物 動きやすい服、タオル 

園 

 

４９ ３階【大会議室】 林 和子 

 

文字が躍る 書  道 
今、書道が大人気。 
躍動の文字・柔らかな文字・心の文字。  
あなたの心の文字を楽しみませんか。     
ハンディーのある方 大歓迎。 

 
定員 20名／教材費 100円／ 汚れてよい服 

 

 

 

 

 

 
 1限目 １０時〜１１時３０分 ２限目 １２時３０分〜２時００分 ３限目 ２時２０分〜３時５０分 

希望され

る講座名 

 

Ｎｏ 講 座 名 Ｎｏ 講 座 名 Ｎｏ 講 座 名 

      

 

受講され

る方のお

名前 

        大人・高・中・小・幼 
               大人・高・中・小・幼              

大人・高・中・小・幼 

大人・高・中・小・幼 大人・高・中・小・幼              大人・高・中・小・幼 

大人・高・中・小・幼 大人・高・中・小・幼 大人・高・中・小・幼 

連絡先 電話                      ＦＡＸ 

＊ 定員がある講座で、定員超過の場合、受講できない場合は連絡いたしますので、連絡先をご記入ください。 
（連絡先は、ご本人への連絡及び当イベント以外の目的では使用しません） 

 

事前申し込みの受付

期間８月１日(月)〜２５日(木)（月〜金：10:00〜17:00） 

＊ただし、土日祝日及びお盆期間中(8月 13日〜16日)は、電話申し込みは不可

＜事前申し込みは実行委員会へ＞社会福祉法人ポレポレ内 実行委員会 

 電   話：０５６１－７２－２１７５ 

 ファックス：０５６１－７６－４５５０＊ファックスは 24時間受け付けします 


