
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

7/22 7/23

04. 筆跡仕事人 02. 浴衣着付け教室

7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30

03. まきまきコマに
お絵かき

11. ガラス彫り
リューター体験

16. なりきり動物
キャップを作ろう！

29. コインケースやキー
ホルダーを作ろう。

30. 津軽塗　スプー
ン研ぎ出し体験

31. 手ぬぐい型染め
体験

34. ヒノキの間伐材
でつくるうちわ
づくり

05. アート書道
17. のりではるだけ　
とりクラフト

28. コーヒーいろは
のい

31. 手ぬぐい型染め
体験

06. 選んでガッシャ
ン！製本体験

15. 書道でオリジナ
ル和風掛け軸を
作ろう！

23. 夏を彩る和風プ
チアートをつく
ろう！

03. まきまきコマに
お絵かき

04. 筆跡仕事人
06. 選んでガッシャ
ン！製本体験

16. なりきり動物
キャップを作ろう！

7/31 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6

03. まきまきコマに
お絵かき

11. ガラス彫り
リューター体験

32. ヌメ革で動物を
つくろう！

05. アート書道
19. 屏風に絵を描こう
32. ヌメ革で動物を
つくろう！

35. 折り染めでオリ
ジナルライトづ
くり

12. 新聞で遊んじゃ
おう！

19. 文庫革のコース
ターをつくろう

28. コーヒーいろは
のい

05. アート書道
19. 小さな本をつく
ろう

29. コインケースや
キーホルダーを
作ろう。

09. 和紙×ティーラ
イトでつくる

10. ほめるをつくる
24. セルロイド湯し
ぼり加工体験

20. 「ハートアート」
オーナメントを
作ろう。

21. 夏休みの自由研
究になる算数

22. 自由研究・宿題
お悩み相談会

20. 「ハートアート」
オーナメントを
作ろう。

21. 夏休みの自由研
究になる算数

22. 自由研究・宿題
お悩み相談会

8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13

03. まきまきコマに
お絵かき

05. アート書道
26. 躰道ワーク
ショップ

12. 新聞で遊んじゃ
おう！

14. おいしいコー
ヒーの淹れ方と
残り粉でツルツ
ルスクラブ体験

34. ヒノキの間伐材でつ
くるうちわづくり

05. アート書道
26. 躰道ワーク
ショップ

28. コーヒーいろは
のい

13. もりのめぐみの
はしづくりきょ
うしつ

19. 懐中電灯をつく
ろう！

23. 夏を彩る和風プ
チアートをつく
ろう！

01. お絵かきバッジ
をつくろう！

08. ザッキーのわく
わくサイエンス
ショー

09. 和紙×ティーラ
イトでつくる

09. 和紙×ティーラ
イトでつくる

02. 浴衣着付け教室

8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20

01. お絵かきバッジ
をつくろう！

08.ザッキーのわくわく
サイエンスショー

01. お絵かきバッジ
をつくろう！

07. 夏の和菓子寺小屋
25. Mappin' Drop®

01. お絵かきバッジ
をつくろう！

07. 夏の和菓子寺小屋
08.ザッキーのわくわく

サイエンスショー
25. Mappin' Drop®

8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27

02. 浴衣着付け教室
03. まきまきコマに
お絵かき

08.ザッキーのわくわく
サイエンスショー

04. 筆跡仕事人
08.ザッキーのわくわく

サイエンスショー

04. 筆跡仕事人
05. アート書道
08.ザッキーのわくわく

サイエンスショー
33.日本全国の名産品

地図をつくろう！

02. 浴衣着付け教室
04. 筆跡仕事人
08.ザッキーのわくわく

サイエンスショー

03. まきまきコマに
お絵かき

04. 筆跡仕事人
05. アート書道
08.ザッキーのわくわく

サイエンスショー

16. なりきり動物
キャップを作ろう！

18. 羊毛フェルトと
ファスナーで作る

16. なりきり動物
キャップを作ろう！

18. 羊毛フェルトと
ファスナーで作る

27. 親子でからだ遊
び！

開催カレンダー　

主催//株式会社まるごとにっぽん
企画協力//一般社団法人てんてん

会場：まるごとにっぽん3F「たいけん広場」

各講座名のNoは中面の講座番号となります

受講申込受付はWEBから予約
https://marugotonippon.com/event/detail/10242

詳細は中面をチェック

開催期間

主催//株式会社まるごとにっぽん
企画協力//一般社団法人てんてん
主催//株式会社まるごとにっぽん
企画協力//一般社団法人てんてん

当日、飛び込み参加OKな講座もございます。
その際は現場でお気軽にご相談してください。



18 羊毛フェルトとファスナーで作る
パンダとケーキのキーホルダー

8/26（土）、27（日）
11：00～、13：00～、15：00～（随時受付）
ファスナーで縁取った中に羊毛フェルトを差し
込みパンダかケーキのオリジナルキーホルダー
を作ります。
■対象年齢／6歳以上
■各回定員／10名　
■参加費／1,000円（税込）
■所要時間／90〜120分

６がつのうさぎ

17 のりではるだけ
とりクラフト

7/26（水）
11：00～、13:30～、15:30～
のりで貼るだけで作れる、身近な場所に生息
している野鳥のペーパークラフトづくり。実
物大のクラフトをつくりながら、なぜこんな
姿、形をしているのか、どんな暮らしをして
いるのかについて比べながら学ぶ。
■対象年齢／6歳以上　■各回定員／10名　
■参加費／1,000円（税込）　■所要時間／60分

よそ見屋ぷろここ

16 ～きって、はって、ぬって、かぶって！～
なりきり動物キャップを作ろう！

7/24（月）、28（金）、8/26（土）、8/27（日）
12：00～、14:00～、16:00～
古着のTシャツを素材に使いながら作品を作っ
ているアート集団。今回はそんな制作過程で生
まれた素材を組み合わせて、オリジナルのキャッ
プを作るワークショップ。
■対象年齢／3歳以上　　■各回定員／10名　
■参加費／1,500円（税込）
■所要時間／60分〜90分

アート集団ODEN

15 書道でオリジナル和風掛け軸を作ろう！

飯田峰空

7/27（木）
12：00～、14:00～、16:00～
好きな文字や、夏に楽しみなことを筆で書いて
みよう！掛け軸も手作りをして、世界で一つの
作品に仕上げよう。出来上がったものは、家に
飾ることも、くるくる巻いてプレゼントにも！
■対象年齢／小学生以上　　■各回定員／10名　
■参加費／1,000円（税込）
■所要時間／60分〜90分

14 飲むだけじゃない！
おいしいコーヒーの淹れ方と残り粉でツルツルスクラブ体験

8/8（火）
11：00～16：30
（30分ごとに受け入れ）
大切な人へおいしいコーヒーを淹れて感謝の気
持ちを伝えてみませんか？淹れる人によってそ
の人の味が出るハンドドリップ体験。
■対象年齢／6歳以上　　■各回定員／15名　
■参加費／800円（2名まで同料金）
■所要時間／60分

ドリプロ

13 もりのめぐみのはしづくりきょうしつ

8/10（木）
13：00～、15:00～
ちいさな「カンナ」という道具をつかって、    
世界にひとつだけのお箸をつくってみよう！
■対象年齢／ 8 歳〜 14 歳
■各回定員／親子（兄弟）10 組 20 名　
■参加費／ 1,000 円
■所要時間／ 30 分〜 60 分

はし藤 本店

12 新聞で遊んじゃおう！
まわしよみ新聞

8/2（水）、8（火）
13：00～、15:30～
気になった記事、ヘンだなぁと思った記事、オ
モシロイなぁと思った記事、カッコいい写真、
笑いそうな見出しなどを切り取って大きな画用
紙に貼って自分の新聞を作ろう！
■各回定員／最大20名（親子参加可）　
■参加費／500円（税込）
■所要時間／120分

（株）文化通信社

11 ～世界で一つのちいさな水族館をつくろう～
ガラス彫りリューター体験

7/24（月）、31（月）
11:00～、12：00～、13:00～、
14:00～、15:00～、16:00～
墨田区の職人さんが、吹きガラス製法により手
作りした一輪挿しに、リューターというペン型の
機械で好きな絵などを彫ることができる体験。
■対象年齢／5歳以上　　■各回定員／4名　
■参加費／2,000円（税込）
■所要時間／20〜30分

ちいさな硝子の本の博物館

10 ほめるをつくる
8/4（金）
11：00～17:30（随時受付）
「ほめる」大切さを広げるための手作り心こもっ
た「ほめる」アイテムグッズを作ります。大好
きな人を「ほめ」よう。
■対象年齢／6〜12歳
■各回定員／10名　
■参加費／500円（税込）
■所要時間／30分〜60分

松下徽章株式会社

09 和紙×ティーライトでつくる、ゆらゆら揺れる明かりアイテム
8/4（金）、11（金）、12（土）
12：00～、13:30～、15:00～
ユネスコ無形文化遺産登録された小川の細川紙
や、カラフルな小川和紙を使って幻想的な灯り
アイテムをつくります。アレンジで提灯や行燈
にも。お子様にも安心なLEDライトを使用。
■対象年齢／3歳以上　　■各回定員／10名　
■参加費／1,000円（税込）
■所要時間／45分〜60分

合同会社つくりえ

08 ザッキーの「わくわくサイエンスショー＆科学実験工作」
8/11（金）、14（月）、16（水）、21（月）、22
（火）、23（水）、24（木）、25（金）
12：00～、13:30～、15:00～、16:30～
身近な道具を使った自由研究にぴったりの楽し
いサイエンスショー！と小さなお子さんでも作
れる科学実験工作で、宿題対策もバッチリ！
■対象年齢／6〜12歳　■各回定員／10名〜
20名　　■参加費／1,000円（税込）
■所要時間／50分〜60分

レインボースター

07 夏の和菓子寺小屋
8/15（火）、16（水）
12：00～、13:30～、15:00～、
16:30～
日本の伝統文化「和菓子」にまつわる楽しい話
を聞きながら「上生菓子」つくりに挑戦しよう。
■各回定員／20名　
■参加費／1,300円（税込）
■所要時間／60分

菓子遍路一哲

06 ～オリジナルリングノートを作ろう～
選んでガッシャン！製本体験

7/27（木）、28（金）
11：00～17:00
表紙・中の紙を自由に選んで組み合わせて自分
だけのオリジナルノートが作れます。
■対象年齢／5歳以上
■各回定員／随時受付　
■参加費／600円（税込）
■所要時間／15分〜30分

紙工房　堂地堂

05 アート書道
色紙や扇子に素敵なデザインをしよう。

矢野華風

7/26（水）、8/1（火）、3（木）、
7（月）、9（水）、23（水）、25（金）
11:00～17:00
お手本を見れば、書道が苦手なお子様でも参加
可能！！色紙や扇子に好きな文字や名前を素敵
にデザインしましょう。
■対象年齢／6歳以上　　■各回定員／随時受付　
■参加費／1,000（税込）
■所要時間／20分〜30分

04 筆跡仕事人
7/22（土）、28（金）、
8/22（火）、23（水）、24（木）、25（金）
12：00～、13:30～、15:00～、16:30～
「文字にあらわれる子どもの心」をテーマに、「成
績が良くなる筆跡」や「あきらめずにがんばれ
る筆跡」「ルールを守れる筆跡」などを紹介。
■各回定員／10名　
■参加費／800円（税込）
■所要時間／45〜60分

筆跡仕事人

03 まきまきコマにお絵かき
7/24（月）、28（金）、31（月）、
8/7（月）、21（月）、25（金）
11:00～17:00
点字用紙の端紙を巻いて作った真っ白いコマの
両面に、好きなように絵を描いていただきます。
回してみると大変身！
■対象年齢／3歳以上　　■各回定員／随時受付　
■参加費／500円（税込）　　
■所要時間／●●●

宵湖舎

02 浴衣着付け教室
7/23（日）、8/13（日）、21（月）、24（木）
13:30～、15:00～、16:30～
夏の風物詩のお祭りや花火に、浴衣を自分で着
てお出かけしませんか。
■対象年齢／3歳以上
■各回定員／10名　
■参加費／1,200円（税込）
■所要時間／15分〜25分程度

ラシャンス

01
8/11（金）、14（月）、
15（火）、16（水）
11：00～17：00（随時受付）
丸い用紙にペンを使って自由に絵をかき、その
場で缶バッジにするワークショップ。
■各回定員／10名　
■参加費／300円〜500円
■所要時間／10分〜15分

クルーカンバッジファクトリー

お絵かきバッジをつくろう！

夏休み宿題解決ワークショップ 講座一覧



35

まあるいじかん

8/1（火）
11：00～、13:00～、15:00～
和紙を色とりどりの水に浸して作った折り染め紙
を使って、オリジナルのライトを作りましょう！
■対象年齢／4歳以上
■各回定員／10名　
■参加費／500円（税込）
■所要時間／30分〜60分

折り染めでオリジナルライトづくり34
7/25（火）、8/8（火）
11：00～、13:00～、15:00～
静岡県天竜産のヒノキの間伐材を利用して作っ
たうちわに、自由に絵を描いて、オリジナルの
うちわを作りましょう！
■対象年齢／4歳以上
■各回定員／10名　
■参加費／1,500円（税込）
■所要時間／30分〜60分

まあるいじかん

ヒノキの間伐材でつくるうちわづくり33 日本全国の名産品地図をつくろう！

マピオン

8/23（水）
13：00～、15:00～
オリジナル地図作成アプリ「マピオン・アクティ
ブラーニングマップ」を使って、館内を巡りな
がら自分が気なった日本各地の名産品を撮影。
それが、どこの名産品なのかを地図上に表示し
ていくことで学びながら名産品マップを作成。
■対象年齢／8歳以上　　■各回定員／10名　
■参加費／無料　　■所要時間／90分

32 ヌメ革で動物をつくろう！
7/31（月）、8/1（火）
11：00～17:00
濡らすと柔らかくなり、乾くと固くなる革の性
質をいかして、かわいい動物をつくりましょう。
■対象年齢／５歳以上
■各回定員／受付随時　
■参加費／200円〜1000円（税込）
■所要時間／5分〜10分

A-ROUND川島

31 手ぬぐい型染め体験
7/25（火）、26（水）
13：00～、15:00～
真っ白のさらし生地（手ぬぐいサイズ）に、季節の型などを組み合わせて、お好き
な色の染料で染めていきます。この世で一つしかない、オリジナルの手ぬぐいを作
ることが出来ます。これからの季節、首に巻いて汗拭きやハンカチ代わりに、またキッ
チン用のふきんや、ちょっとした包み、壁掛け、そして頭に巻いたりと、用途は多彩。
小さなお子さまから、ご年配の方 ま々で、どなたでも簡単に、作ることが出来ます。
親子で、お友達同士で、もちろんお一人でも、お気軽にご参加ください
■対象年齢／5歳以上　■各回定員／10名　■参加
費／2,160円（税込）　■所要時間／60〜120分

手ぬぐい型染め

30
津軽塗　スプーン研ぎ出し体験（所要時間／ 30 分～ 60 分）

BUNACO（ブナコ）製作体験（所要時間／ 30 分～ 60 分）

津軽こぎん刺し　コースター製作体験（所要時間／ 60 分～ 90 分）

7/25（火）
13：00～、16:00～ ※津軽塗は随時受付
津軽塗の技法「研ぎ出し変り塗」を木のスプー
ンで体験します。インテリアブランドの「ブナ
コ」、その造形の楽しさを感じてください。麻布
に半分刺してあるこぎん模様をコースターに仕
上げてください。
■各回定員／津軽塗・BUNACO各10名（6歳以
上）　こぎん刺し10名（10歳以上）
■参加費／お一人様800円（税込）

弘前市＆ＤＮＰ

29 世界で自分だけのコインケースやキーホルダーを作ろう。
7/24（月）、8/3（木）
11：00～16:30
世界で一つだけの自分のイニシャル入りが入った
コインケースやキーホルダーを作ります！革を選び
イニシャルスタッズやカシメを打ち付けて製品に。
■対象年齢／6歳以上　　■各回定員／随時受付　
■参加費／コインケース1,200円（税込）
　　　　　キーホルダー500円（税込）
■所要時間／10分〜40分

A-ROUND上原

28 コーヒーいろはのい
7/26（水）、8/2（水）、8/9（水）
12：00～、15:00～
知っているようで知らないコーヒーについて、学
んでみよう。興味があるなら小中学生でも大丈夫。
見て聞いてコーヒーを体験してみましょう。
■対象年齢／10歳以上
■各回定員／10組20名　
■参加費／お一人様1080円（税込）　
　　　　　※親子で1620円（税込）
■所要時間／60分程

しげの珈琲工房

27 親子でからだ遊び！
からだで創り出すモノガタリの世界！

Body Synergy Japan

8/27（日）
13：00～（5～8歳）、
14：30～（9～12歳）
親子で参加する、からだと新聞紙を使った　　
クリエイティブなワークショップ。
※動きやすい服装でご参加下さい。
■各回定員／5〜10名　
■参加費／無料
■所要時間／60分

26 ～日本の武道・躰道（たいどう）で思い出をつくろう！～
躰道ワークショップ

8/7（月）、9（水）
13:30～、15:00～、16:30～
躰道は日本古来の武術。夏休みに気軽に触れて
体験しよう。武道クイズもあるよ。
■対象年齢／4〜12
■各回定員／10〜15名　
■参加費／お一人様800円（税込）
■所要時間／30〜40分

墨田区　躰道道場　志錬会

25「Mappinʼ Drop®（マッピンドロップ）」
を使ってあなただけの地図を作ろう！

8/15（火）、16（水）
13:30～（随時受付）
地図ソフト「Mappinʼ Drop®」を使い手軽な感
覚で、誰もが簡単にスタイリッシュな案内地図
をデザインできます。作製した地図はダウンロー
ドできるので、さまざまな場面で活用すること
が可能。今回は色とりどりの案内地図を作製し
て、シールやはがきに印刷して持ち帰れます。
■対象年齢／ 7 歳〜 12 歳　■各回定員／ 10 名　
■参加費／無料　■所要時間／ 30 〜 60 分

株式会社パスコ

24 セルロイド湯しぼり加工体験
8/4（金）
11：00～、13:00～、14:00～、
15:00～
現在の日本からほぼ姿を消したセルロイド。そ
のセルロイドで起き上がりこぼしのパーツを加
工する「湯しぼり体験」をしてみよう。
■対象年齢／10歳以上　■各回定員／6名　
■参加費／500円（税込）
■所要時間／5〜10分

モールドメーカー株式会社カミジョー

23 夏を彩る和風プチアートをつくろう！
7/27（木）、8/10（木）
12：00～、13:30～、15:00～
日本ならではの夏のことば、夏の色を学びなが
ら、自分だけの作品・大切な家族へのプレゼン
トを創りましょう。自由に表現する楽しさ、人
の笑顔を創る喜び、日本文化に触れる面白さ。
■対象年齢／8歳以上　　■各回定員／10名　
■参加費／1,500円（税込）
■所要時間／45分〜60分

禮生（れいぶ）

22 自由研究・宿題お悩み相談会
8/5（土）、6（日）
随時受付
夏休みの宿題に悩むお子様や親子を対象に「自
由研究コンサルティング」を行います！興味の
ある分野から研究内容を決めて、どのように取
り組み、仕上るのか一緒に考えましょう♪
■対象年齢／6歳から15歳まで
■参加費／500円（税込）
■所要時間／15分から20分

保育力研究所

21 夏休みの自由研究になる算数
8/5（土）、6（日）
12：00～、13:30～、15:00～
夏休みの自由研究を算数で行ってみませんか。今
回は、2つの自由研究の課題をご説明します。レベ
ルは、小学3年生から6年生まで対応。計算が嫌
いなお子さんでも楽しめますよ。東京大学の数学の
先生が教える、面白い算数のコーナーへようこそ。
■対象年齢／9歳〜12歳　■各回定員／10名　■参
加費／800円（税込）　■所要時間／20分〜30分

算数を教える会

20「ハートアート」オーナメントを作ろう。
8/5（土）、6（日）
13:30～、15:00～（随時受付）
ダンボールリサイクル資材のリユースした、
「ハート型」ベースプレートに、北欧のスパンコー
ルを貼り付けて、オーナメントを作ります。
■対象年齢／3歳以上　■各回定員／12名　
■参加費／1,500円（税込）
　※親子の場合は1組2,000円（税込）
■所要時間／30分〜40分

虹丸塾
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8/10（木）
11：00～、13:00～、
15:00～（随時受付）
アルミ箔、ロール紙や厚紙など、家
にあるものと、LED電球や電池で自
分だけのオリジナル懐中電灯を作っ
てみよう！懐中電灯の仕組みや、電
気がどんな物に流れるかがわかるよ。

■対象年齢／6〜12歳■各回
定員／15名■参加費／1,500円
■所要時間／60分

懐中電灯をつくろう！

8/3（木）
12：00～、13:30～、
15:00～、16:30～
スタンプ、いろがみ、ハギレをつ
かって手のひらサイズの小さな本
をつくります。表紙やしおりを工
夫して、世界に1冊だけの本をつ
くってみましょう。
■対象年齢／3歳以上■各回定
員／10名■参加費／1,000円
■所要時間／20分〜60分

小さな本をつくろう

8/2（水）
12：00～、13:30～、
15:00～、16:30～

革を型押しして模様をつける「文庫革」。
伝統技法を気軽に体験できるよう、プ
レス機をつかって模様をつけます。い
ろいろある型から好きな模様を選んで、
自分でプレスしてみよう。
■対象年齢／3歳以上■各回定
員／10名■参加費／1,000円
■所要時間／20分〜30分

文庫革のコースター
をつくろう

8/1（火）
12：00～、13:30～、
15:00～、16:30～

絵の具、マーカー、スタンプなど
を使ってオリジナルの屏風をつく
ろう！屏風のお話もついているの
で、自由研究にぴったり。
■対象年齢／3歳以上■各回定員
／10名■参加費／1,000円（税
込）■所要時間／20分〜60分

屏風に絵を描こう

各講座により参加費、対象年齢、所要時間が異なります。下記をご確認ください。各講座の写真はイメージです。注意




