
7月21日～8月22日の月～金曜日                                                    年少児～小学校低学年           
  ※7/24及び8/13～16除く全20日間 

※終日参加が可能なのは、異年齢コースのみとなります 

  以下の期日までに直接または振込でお支払いをお願いいたします。 
異年齢コースは、お申込み後一週間以内。 

                                                    体験コース＆自由工作・研究ワークショップは、参加日の二週間前まで。 
                                                    振込先はお申込みされた方にお知らせいたします。 

                                                                 

※ワークショップにより別途材料費を申し受ける場合がございます                              お申込み後キャンセルをされる場合は、キャンセルの時期に応じて以下の 
                                                     キャンセル料が発生します。なお、参加前日の正午以降のキャンセルは、 
                                                    全額お支払いとなりますので、ご了承ください。 

                                                                                                                                                                        
                                                                                                                 

コース 内  容 時  間 
異年齢交流 
コース 
お仕事されているママ、 
忙しいママにオススメ!! 

様々な学年の子どもたちが互いに協力しあいながら一日を過ごし
ます。 
バラエティ豊かな体験プログラムをご用意しました。 
午前・午後ともにワークショップに参加します。 
※別途、材料費のかかるものがございます 

9:30～16:30（遅刻・早退自由） 

※お弁当あり 
※午前中に小学生の学習時間 
 を設定 
※お迎え16:30以降は別途料金 

体験コース 
一日参加は難しい方に 
オススメ!! 

バラエティ豊かなワークショップの中からお子様の興味関心、 
おうちの方が体験させたいプログラムを自由にチョイスできます! 

9:30～１2：00または 
13:30～16:00のいずれか 
※終日の参加はできません 

夏の自由工作・ 
自由研究対策 
ワークショップ 

親子参加で本格的なワークショップを体験してみませんか？ 
 

7/25 10:00～ 
8/2 10:00～ 
8/23 10:00～ 

コース 参加期間 参加費 定員 備  考 

異年齢交流コース 
 
 

 

 
お得!! 
2期同時登録割 
1000円off!! 
 

全期間（7/21～8/21 21日間） 
10日以上の参加は、全期間がお得!! 

¥38,900 10名 ・7/23はワークショップのみの実施 
・7/24､8/13～16を除く平日の実施 

Ⅰ期（7/２１～23 3日間） ¥ 8,500 10名 7/23はワークショップのみの実施 

Ⅱ期（7/27～31 ５日間） ¥18,000 10名 

Ⅲ期(8/3～7 ５日間) ¥18,000 10名 

Ⅳ期（8/10～12 ３日間） ¥12,000 10名 

Ⅴ期（8/17～21 ５日間） ¥18,000 10名 

体験コース ワークショップ参加日の 
午前または午後 

各¥2,500 各2名 午前・午後の各定員 

夏の自由工作・ 
自由研究対策 
ワークショップ 

7/25、8/2、8/23 の参加日 各¥1,500 
 

各15組 ・別途、ワークショップの材料費を申  
 し受けます 
・7月25日のみ、参加費＋材料費で  
 5,000円です 

夏休み限定「すきっぷ」を今年も開催します！ 
バラエティー豊かなプログラムで、皆様のご参加をお待ちしております。毎回人気のプログラムですので、お早目のお申し込みをお勧めいたします。 
お申込み・お問い合わせは、メールにてお願いいたします。※お申込み受付は6月2０日 9:00～となります。 

コース 時  期 料  金 
異年齢交流 
コース 

～７月１４日正午 事務手数料 ￥１，０００ 

上記～参加２日前の正午 事務手数料 ￥１，０００ ＋ 
ワークショップ材料費全額 

上記～参加前日の正午 事務手数料 ￥１，５００ ＋ 
ワークショップ材料費全額 

体験コース＆ 
夏の自由工作・
自由研究対策 
ワークショップ 
 

～参加日1週間前の正午 事務手数料 ￥１，０００ ＋ 
ワークショップ材料費全額 

上記～参加2日前の正午 事務手数料 ￥１，５００ ＋ 
ワークショップ材料費全額 

※キャンセルにてワークショップ材料費をお支払いの場合、キットや教材は 
 お渡しいたします。ご家庭でご活用ください。 



※材料費に変更がある場合は、別途HP等でお知らせします  

月 火 水 木 金 土 日 

７/21 22 23 24 25 ※26日(日)はワークショップの予定はありません 

午前 やきそば作り 理科実験    
「光のプリズム作り」 
材料費 ¥200 

スライム作り  
 
 

休み 

親子自由工作 
「フラワーアレンジメント」 
参加費＋材料費 ¥5,000 

午後 造形遊び 
「ストリング 
 デザイン」 

英語で遊ぼう  
休み ー ー 

27 28 29 30 31 8/1 2 

午前 野外レクレーション 日舞体験＆ 
扇子の絵付け 
（染物） 

野外レクレーション 
「夏の虫探し＆観察」 

茶道体験 
夏の和菓子と 
抹茶 

造形遊び 
「宇宙を作ろう」 
材料費 ¥200 

ー 
親子自由研究 
理科実験「磁石の不思議」 

午後 うどん作り アイスクリーム作り 折り紙名人! 
＆チョコ 
 バナナ作り 
        ※イメージ 

華道 
活けたまま 
お持ち帰り 
材料費 ¥800 

表現ワークショップ1 
「ピーターパンと空の旅 
 のシュチュエーションドラマ  
 体験1」 

ー ー 

3 4 5 6 7 8 9 

午前 英語で遊ぼう2 サンドイッチ作り 歌とダンスではじけよう！ 
※文化センター 

遠足 
そなエリア＆水の科学館 
※防災学習体験＆クイズに 
 挑戦します 
※交通費実費等かかります 

造形遊び 
「木の人形作り」 ー ー 

午後 ランプシェード 
作り 
材料費 ¥400 

手こねアロマ石鹸 
材料費 ¥500 

みつ豆フルーツ作り パフェ作り 
 ー  ー 

10 11 12 13 14 15 16 

午前 造形遊び 
「ジオラマ」 
材料費 ¥200 

マーブリング遊び 
（染色） 

野外クッキング 
「薪で 
 カレー作り」 

 
 
 

お盆休み 

午後 理科実験「電気じかけの
車作り」 材料費未定 

表現ワークショップ2 
｢ピーターパンドラマ体験２｣ 

夏の自然遊び（水遊び等） 

17 18 19 20 21 22 23 

午前 フォトフレーム 
作り（紙粘土） 
材料費 ¥200 

キャンドル作り 
材料費 ¥200 

機織り名人 
｢コースター作り｣ 
材料費 ¥300 

手巻き寿司パーティー 
 

表現ワークショップ 
※文化センター 
 

ー 

親子自由工作 
「ミサンガディスク 
 でミサンガ作り」 
材料費 ¥800、親子で¥1,500 

午後 体操教室     
※文化センター 

読み聞かせ会 シャーベット作り レジンストラップ    ストラップ 

＆アクセサリー作り 
材料費 ¥300 
      アクセサリー 

表現ワークショップ 
「ピーターパンと空の旅」の
発表＆演劇ライブ鑑賞 
※文化センター 

ー ー 

※調理は食材を各自もちよります。     ※フラワーアレンジメントは貝のリース、おはじき・あじさい・お花のフォトフレームの4種類より事前にお選びいただきます。お花や貝殻等は当日お好きな色のものを選べます。         
※折り紙名人では、年齢、男女別で折るものを選択し遊んだり飾ったりできる作品にします。    ※茶道体験では、基本のお点前を体験します。    ※華道はオアシスでミニ花器に生け、そのまま持ち帰ります。     
※ミサンガディスクは、メーカー新商品でまだ市場に出回っておりません。 

貝のリース、おはじき・あじさい・お花のフォトフレーム   



 

ワークショップ 講  師  プロフィール 

造形 板垣 すが子 先生 絵画美術講師 

英語 エラジゲル ひろみ 先生 こども英会話教室 small step 講師 

フラワーアレンジメント  アトリエブルージュ 

理科実験 野崎 隆司 先生 サイエンス講師 

日舞 北平 貴美子 先生 日本舞踊西川流師範 

折り紙 大竹 智子 先生 日本折り紙協会講師 

茶道 ・ 華道 
 

増野 和子 先生 
増野 光晴 先生 

いけばな雪舟流 副家元 
        次期家元 

表現 門間 利夫 先生 元夢の遊眠社俳優、劇団うるとら2B団 主宰 

手こねアロマ 本田 直子  先生 アロマセラピスト、保育士、幼稚園教諭、リフレクソロジスト 

歌とダンスではじけよう！ S&S Kids S&S Kids ミュージカル演劇コース講師 

調理 伊東 和子 先生 管理栄養士 

自然遊び NPO法人 マザーツリー自然学校 

体操教室 酒井 亜紀 先生 幼児体育インストラクター 

読み聞かせ がたろ会 

手芸（機織り、ミサンガ） 山内 好美 先生 山内好美手芸ビーズスクオーラー代表、デザイナー 

レジンストラップ 
＆アクセサリー 

門間 秀夫 先生 劇団うるとら2B団舞台装飾、小道具担当 

※上記以外のワークショップについては、当法人スタッフにより対応いたします。 


