
１ 限 目 

１０：３０ 

～１２：００ 

連鶴を折ってみよう バルーンアート体験 

１階 小ホール    角 信雄 １階 小ホール    須田 雄子 
 （ﾊﾞﾙﾝｱｰﾄｷｭｰﾄ 12） 

江戸時代から続く 1 枚の紙に切り込みを入れ

て 2 羽、3 羽とつながった鶴を折ります。 

●教材費 中学生以上100円､小学3年生以上

50 円,2 年生以下(親子同伴で)100 円 他不可 

定員 10 名  持物 作品入れ用箱又は小袋 

好きな色の風船で動物やお花を作ってみませ

んか。子どもさんから大人の方まで楽しめま

す。 

●教材費 100 円  定員なし  

持物 持ち帰り用大きめのﾋﾞﾆｰﾙ袋かｴｺﾊﾞｯｸ 

    おもちゃの病院 銅板の表札作成     ボードゲームを楽しもう !! 

１階 小ホール  小島 充 と その仲間 １階 小ホール    鈴木 準一  １階 小ホール    三浦 央子 

    （私立幼稚園・認定こども園教職員組合） 

子供さんのおもちゃをなるべく目の前で修理

してお返しします。 

 

●教材費 部品を代えた場合は実費 

定員 なし 持物 こわれたオモチャ 

玄関に自分で作った銅板の表札をつけてみま

せんか。釘と金づちで打ち出した文字です。 

 

 

●教材費 1,000 円  定員 10 名 持物 軍手 

10 種類以上のボードゲームを楽しみましょ

う！ 小さいお子さんは親子で OK !! 

小学生から大人の方も来て下さいね !! 

 

●教材費 なし  定員 なし  持物 なし 

肩こりマッサージオイル作り 

うるおいクレイパック作り 
マスクケースを作ろう     とんぼ玉でアクセサリー作り 

１階 小ホール    村山 富子 １階 展示ホール    佐野 冬子 １階 展示ホール   丹羽 和代 
                 (フェアトレード風の子) 

［大人向き］肩こりマッサージオイル作り･･･

一日の疲れをとるアロマオイルを作ります。 

うるおいクレイパック･･･しみ、しわにききめ

があるといわれるアロマパック作り 

●教材費 400 円 定員 20 名 持物 タオル 

毎日使うマスク。予備のマスクを入れてもい

いし、食事の時にもいいですよ。 

 

●教材費 150 円  定員 15～30名  

持物 15cm の定規(こちらでも少し有り) 

フェアトレードのとんぼ玉を使って、あなた

だけのアクセサリー(ネックレス・ブレスレッ

ト)を作りませんか。 

 

●教材費 500 円位 定員 10 名 持物 なし 

楽しくお花をかざろう！       新聞紙で作るコサージュ  太極拳ですこやかに 

１階 展示ホール   小林 春輝 １階 展示ホール   貴舩 育子 ２階 リハーサル室   鈴木美智子 

みどりや小さなお花を気軽にかざってみませ

んか？自分だけの宇宙を創れます！ 

お持ち帰りできます。 

 

●教材費 200 円 定員 10～15 名  持物 なし 

新聞紙のカラーページで作ったとは 

思えない(！！)お花で胸元をステキに 

飾ろう！！ 

 

●教材費 200 円 定員 10～15 名  持物 なし 

深い呼吸で免疫力アップや中腰姿勢の維持で

筋力、骨密度の増加が期待できます。 

 

●教材費 なし  定員 10 名  

持物 運動がしやすい服装とくつ 

未来を創る条例ジャーズ参上!     とりごぼう飯づくり ふ し ぎ な 筒 

２階 視聴覚室   日進市未来を創る 
条例ジャーズ 

３階 調理室    ポレポレハウス ３階 大会議室 1･2  冨永恭右・劔持司 
（サイエンス工作会） 

「日進市未来を創る子ども条例」を知ってま

すか？私達条例ジャーズと一緒に「子どもの

権利」を楽しみながら学ぼう！ 

 

●教材費 なし 定員 20 名 持物 筆記用具 

とても美味しい「とりごぼう飯」 

お料理のレパートリーがひろがりますよ。 

 

●教材費 300 円     定員 10 名  

持物 エプロン、マスク、三角巾または帽子 

手品？ からくり？ ふしぎだなぁ～！ 

どのヒモをひっぱっても、出ているヒモが 

入って行く・・・ 

 

●教材費 500 円 定員 15 名 持物 なし 

     お抹茶をたててみよう！ 墨を楽しもう ダンボール織り機で 

コースター作り  

３階 和室     高橋 常子 １階 小ホール    林 和子 １階 展示ホール    石原 美幸 
    (特定 NPO 法人 愛知シュタイナー学園) 

甘いお菓子を頂きお茶を飲む。 

忙しい日々心を落ちつかせお茶を頂くのも 

なかなか良いですよ。 

 

●教材費 300 円 定員 15 名 持物 なし 

墨であなたの大好きなパフォーマンスをしき

紙で表現しましょう。素敵な墨の世界を楽し

むお手伝いをさせていただきます。 

●教材費 100 円    定員 なし  

持物 汚れてもよい服 

丸形のダンボール織り機で好きな糸でコース

ターやティーポットマットを作りましょう。 

お子さまからどなたでも作れます。 

 

●教材費 300 円 定員 15 名 持物 なし 
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子ども用のこわれたおもちゃを目の前で修理。 

時計など受付できないものもあります。 

ものを大切に暮らしてほしい小島おじさんとその仲間。 
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