
フィナーレ   
          

 

２ 限 目 

１３：３０ 

～１５：００ 

連   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 

銅板の表札作成 おもちゃの病院 シュワシュワバスボム作り 

とサシエ作り (子ども向き) 

１階 小ホール    鈴木 準一 １階 小ホール  小島 充 と その仲間 １階  小ホール    村山 富子 

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 

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 

バスボム作り･･･アロマの入浴剤です。 

シュワシュワと泡がたちとっても良い香り。 

サシエ作り･･･ドライフラワーをアロマにひ

たして袋につめるにおい袋です。 

●教材費 300 円 定員 20 名 持物 タオル 

    刺し子を楽しもう  とんぼ玉でアクセサリー作り      楽しくお花をかざろう！ 

１階 小ホール   ポレポレハウス １階 展示ホール   丹羽 和代 
                 (フェアトレード風の子) 

 １階 展示ホール   小林 春輝 

昔から親しまれている刺し子を楽しみます。 

色とりどりの糸でステキに･･･ね。 

 

 

●教材費 300円  定員10名  持物 なし 

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 

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 

   楽しいマジック！！   ステンドグラスができる!! 太鼓で遊ぼう 

１階 展示ホール   木下 弘明 １階 展示ホール   成瀬 順子 ２階 リハーサル室   石川 一成 
(日進和太鼓グループ遊鼓) 

あれ？ どうして？ なんだぁ！！ 

見ている人はビックリ、楽しくて簡単な 

マジックです。 

 

●教材費 100円 定員 15～20名  持物 なし 

明るくてキラキラしてステキな壁掛けができ

ます。 

自分の作品がきっと好きになりますよ。 

 

●教材費 200円  定員15名  持物 なし 

我が子と何かがしたい！音楽でもあり､フィ

ジカルなスポーツでもあり､パフォーマンス

でもある和太鼓。元気づける音楽でもあり､

心が落ち着く｢癒やし｣に気がつけば心は健康

●教材費なし 定員 15 名 持物 動きやすい服 

梅ジャム作り  南山男子部の 

将棋部の将棋講座 
お抹茶をたててみよう！ 

３階 調理室     川口 洋子 ３階 大会議室１・２  宮下 重和 ３階 和室      高橋 常子 

冷凍梅を使って、ジャム作り。ビンに詰めて、

1 人１ビン持ち帰っていただきます。 

クラッカーにつけて、試食もあります。 

●教材費 300 円～（ビン代含む）定員 12 名  

持物 三角巾、マスク、フキン 

楽しく将棋を指しましょう。 

駒の動かし方は勉強しておこう。 

 

 

●教材費 なし  定員 20 名  持物 なし 

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 

    南天九
な ん て ん く

猿
ざる

を作りましょう 紙すきでメッセージ 

カードを作ろう 
申し込みがなくても自由

に参加できますが、希望の

講座を裏面の用紙に記入

し、事前に申し込めば優先

して受講できます。 
 

１階 小ホール    近松 廣美 ３階 工芸室    ハーモニー職員 

「難が転じて苦が去る」「南天の木船に乗った 

九匹の猿が苦を持ち去ってくれる」と言う 

可愛い縁起物です。 

 

●教材費 300 円  定員 15 名  持物 なし 

牛乳パックをリサイクルして、手すきで 

メッセージカードを作ってみよう！ 

夏休みの自由研究にオススメです。 

●教材費 100 円  定員 13 名  

持物 手ふきタオル 
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世代をこえて 

みんなで踊りましょう 

 

 

15:20～16:２０ 

 

１階 小ホール  自由に参加できます。 

 

 


