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参加者の皆さんに描いて
もらった海洋生物の絵が
画面上の海を泳ぎ出す!!
新感覚のお絵描きワーク
ショップを開催!!

東京工芸大学 杉並アニメーションミュージアム

紙アクアリウムワークショップ

☆☆

＊中学生以上の方が右の①～③のボランティアを 2時間以上してくださると、
陶芸無料の代わりにコンサートの子どもチケットを無料で 1枚さしあげます。

7/21～ 8/4　杉並区・武蔵野市・三鷹市　 8/23( 金）10:00 ～ 17:00　街で学ぼう♪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

8/23( 金）10:00 ～ 17:00  杉並区立産業商工会館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　杉並区阿佐谷南３－２－１９
　JR 阿佐ヶ谷駅南口より徒歩 5 分

　阿佐谷パールセンター商店街、南阿佐谷すずらん通り商店街
　　中杉通り・青梅街道沿いのお店。場所は 4 面の地図の体験１～９

コテを使ってぬってみよう！

毎年、 大人気です！
堀ノ内にある外壁塗装・
屋根塗装の工務店です。

株式会社しんせん

珪藻土ぬり体験

生地を結んで布のネックレス

他、布を使って生活に役立つ

ものを作ります。

300円～

トキウサギ

結んで作るアクセetc多種WS
シャインカービングは、ビニール素材を彫刻刀で
彫り、ステンドグラスのような輝きが出ます。
彫刻刀を使えない小さなお子さんは、
消しゴムはんこを
楽しみましょう。５00円

ハンドメイドMIZUHO

シャインカービング＆消しゴムはんこ

火も熱も使わずに子供でも
作れる非常食の実現化
（未来を考え杉並から生み出そう！）

杉並まちづくり交流協会事務局

杉並防災ラムネ！

自分で作った花器で
いけばなに挑戦！
貸出用の花器もあります。
1000円　

サロン・ド・スリール

和文化いけばな体験

参加費800円
限定20名

直平剪画道場

剪画(切り絵)で
オリジナルうちわ創り キッズのヒップホップダンス

発表と、ダンス専門の先生
による体験型のダンス
レッスン
11:30～、12:30～

FUNK-A-HIP

ヒップホップダンス

お店の人と一緒に作り

ます。ご来店人数分

ご注文くださいね。

メニュー代実費

とらや椿山

和菓子喫茶店体験

消防車を見せて

もらい、写真撮影

10:45　産業商工
会館に集合して
団体で行きます。

杉並消防署

消防署　見学
親子で1曲

マスター。

11～１３時
14～16時

LAST GUITAR

ウクレレ 10分間　体験
日本の伝統文化

ゲーム将棋を

体験してみよう
13～17時
20分間

こども将棋教室 棋友館

将棋体験

好きな色のフロント、
テンプルをネジで固定。
好きな色のレンズカラーを
選び、オリジナルサングラス
が作れます。　持ち帰る
場合のみ　1,620円　　　　　　増永眼鏡株式会社

オリジナルサングラス・
ブルーライトカットメガネ組立て体験 親子で1人2個ずつ作って

お持ち帰り。　和菓子の
話を聞いて、お抹茶と
お店の和菓子をいただ
きます。23～25日
親も子も1人　1620円　　　　　　　　栄太楼

上生菓子づくり　体験

お茶屋さんに教えてもら
い,持ち帰り容器に淹れ
ます。抹茶～玄米茶の
５種類、冷・温もありま
す。　100円～200円

繁田園

急須でお茶淹れ体験

ドライフラワーを使って
作ります。千日紅は会員の
手作り。200円、300円が
お子さんに人気です。

千日紅同好会

ハーバリウム体験

なぜ半分以上の子が中学受験？
受験しない子は？
絵本、マンガ、ゲームは？！
13:00～詳細HPで！！無料･1000円
HP予約＆当日会場へ

はぐママ・プロジェクト

小中受験カフェ＠杉並

好きな香りを選んでスプレーや
ルームコロン、ハーバリウムを
つくります。      500円～
★メニュー★}
アロマスプレー・ぷにぷにルーム
コロン・ハーバリウム・キラキラ
ブレスレットetc.

Larimar

アロマ魔女のクラフト体験♪

好きな色の毛糸を使って
ポンポンにしてかわいい
自分だけのキャラクターを
作ろう！

Heart land na-bbit

カラフルポンポン
チャームワークショップ

パン販売体験
パン代実費
15時から
各回30分

けやき庵

パン屋さん販売体験
ロゴやヒントから

会社名を

あてます。
プチプレゼント付。

安藤証券株式会社　阿佐ヶ谷支店

会社名あてゲーム

みんなが作った

作品を展示して

お渡ししています。
24日は、10～16時
お渡しのみ。

みんなで kids 陶芸

陶芸作品展

①10:30 ～　②11:30 ～

各 30 名　地下和室

当日 30 分前に和室前

で整理券配布します。

ＪＲ東日本

ＪＲこどもペーパークラフト教室

折り紙や忍者隠れゲ
ーム”を楽しみながら

色弱の子の見え方を

体験できます。

NPO法人

カラーユニバーサルデザイン機構

いろんな色覚体験

はっぴを着て３０分

交代でお手伝い。

終わったら１回

福引きができます。

福引き屋さん
お仕事体験

絵を描いている間に

光を蓄え、暗いところで

光ります。

放射性物質を含まない

蓄光材を世界初開発。

根本特殊化学株式会社

夜光シートに絵を描いてみよう

10:30～11:30

駐車場にパトカーが

来てくれ、子どもは

乗せてもらえ、写真
撮影できます。

杉並警察署

パトカーに乗って写真撮影

すぎなみKarutaプロジェクト

おもしろ
  かるたづくり
ビー玉
  万華鏡づくり

　　　杉のカスタネット
組み木絵　2種
どんぐりブローチ
　

三つ枝商店

杉の4連射輪ゴム鉄砲ほか

1000 円～

材料費程度～数量限定！～もっと！遊んで笑って
仲良くなろう！今回の収益は、善福寺プレーパーク
の会の活動資金として活用し、子どもたちの豊かな
遊び環境づくりを支えます。

善福寺プレーパークの会 

ベーゴマ体験コーナー・
和紙で灯籠をつくってアソボ！

☆イベントの参加者の人数と地域の把握のため、必ず、受付でこの用紙を出すか
受付にある同じ用紙にご記入ください。ご協力よろしくお願いいたします。

きりとり

８月２３日（金）　受付票
産業商工会館の入口のイベント受付で、これを出すと
お子さんは、ニックネームシールがもらえ、
イベントに参加できます♪

子どもの年齢　学校名・幼稚園名・保育園名（未就園児は未）
（　　　　）才　　　　　　
（　　　　）才
（　　　　）才

　　　大人
　　　（　　　　　）人
居住地　
（　　　　　　）区・市
　　　　　

作ってみよう♪まちはく 2018 発

300 円

・8月 5日～２1日１０～１６時のうち、ご都合の良い日時。子連れ不可。
・アトリエ陶もろこし（武蔵野市吉祥寺東町2-27-11）にて釉薬掛け、窯作業、
　作品の仕上げや選り分け、写真撮影、イベント準備物の作成。中学生以上

　

　・8月 2 3 日（金）９～１８時（1時間休憩）
・杉並区立産業商工会館、細田工務店
・中学生以上。
・会場準備、会場整理、運営の手伝い、
各ブースの手伝い、片付け　

・多くのボランティアがいないと大変なので
短時間でもかまいませんので、ぜひご協力ください。

HP

・各日 5名募集。中学生以上。保護者も歓迎！　９～１5時
・会場準備、粘土計量、子ども達への声掛け、写真撮影、片
付けなど。　　☆美術が苦手でも大丈夫です！！
・ボランティアをしていただくと昼休みに無料で陶芸体験で
きます。 または、お子さんの参加費を半日ボランティアで
半額、1日ボランティアで無料にすることもできます。
・お子さんが小さくて、わ
が子についていながらのボ
ランティアだと困るので、
その場合は他の日にボラン
ティアをしていただけると
ありがたいです。
ぜひ、助けてください。

＊交通費・昼食代として2000円お支払いします。（子連れもOK！）

＊希望者は、10月以降ボランティアした時間分、無料で陶芸ができます。

 
 

 
 

   

 
 

 ＨＰ予約の応募方法
＊陶芸講座は、7月 1 0 日から当日までH Pで応募受付  ( 先着順）
＊ＪＲ駅たんけんは、7月 1 6 日～ 2２日に応募するとすべての方に
　キャンセル待ちの返信が届きます。23日に抽選し、25日にHPで発表
＊その他の予約は 7月 2１日～ＨＰで応募受付 ( 先着順）＊講座グループの中で1つだけ応募できるものもあります。

みんなで kids 陶芸　HP　
https://www.kidstogei.jp

お問い合わせ先　（各会場は、当日お借りしているだけなので、必ず下記にご連絡ください）
・メール　 minnade@kidstogei.jp 　( これが一番助かります！お問合せが集中する時は返信に数日かかります。）

　　　・携帯　０７０－５４５１－７２８１　( 谷口 )　( 電話は、夜１８～２２時にお願いします。ＳメールもＯＫ）
　

☆ スマホ・携帯の設定で自動返信メールが届かない場合があります。あらかじめ下記メールアドレスを登録してから応募ください。
　それでも届かない場合は、必ずメールでお問い合わせください。 キャンセル待ちの場合も自動メールは届きます）
☆応募後のキャンセルは、わかり次第メールしてください。昨年から無料の講座を含め、キャンセル料をいただきます。（～10日前まで：100円
9～4日前：半額、3日～当日：全額。）なお、友人に譲る場合、事前にその旨を連絡くださればキャンセル料はいただきません。たくさん予約し、
直前・無断キャンセルという方が多く、お店にもご迷惑をかけています。次の方・お店への連絡や事務処理など大変なので、ご了承ください。

保護者向け講座

NTT

( (

（抽選です！！）

0

0 2

0

0800-170-7700

03-3331-7841

0422-47-5122

03-3301-7720

03-3331-7841

03-3331-7841

0422-46-5121

03-5300-9411

03-3398-9125

0422-51-9144

0800-170-9005

03-3301-7720

0422-46-5121

0422-47-5122

＊各会場は、当日お借りしているだけなので、道順以外のお問い合わせはご遠慮ください。その他の
お問い合わせは、070-5451-7281（谷口）へご連絡ください。（講座時間中は電話に出られません）

● 大人も子どもも障がいのある子もない子も！！
●子ども、親、祖父母みんなで作っても楽しいです！
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実費

実費

地図 地図 地図 地図 地図

体験地図

地図

地図地図地図地図 展示１
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