８Ｆ

午前

午後

第1研修室

アナグリフ
どうぶつしょうぎをつくろう
3Ｄめがねをつくろう

第2研修室

万華鏡を作ってみよう！

分光器を作ろう

第3研修室

ペーパークイリング
「金魚（ﾐﾆうちわ）」

こども自然工房
「メモスタンド」

第4研修室

ウーパールーパーのポンポン工作教室

第5研修室

ｸﾏとかわいいフルーツが
付いた鉛筆キャップ

樹脂粘土で作る
江戸前寿司

第6研修室

親子でランタンづくり！

コロコロコップをつくろう

第7研修室

モザイクタイル体験教室「海のおもしろ生き物」

第8研修室

消しゴムはんこでオリジナ
ルのエコバックをつくろう

２０１７年8/6（日）開催

小学生対象

オリジナルブックカバー
づくり

７Ｆ

午前

サブ・
ＤＩＹこども工作教室
レクホール 「木材を使った自由工作」

参加者募集!!

午後
手作り乾電池教室
木のプレートづくり

ベント一覧
中面のイ ね～
て
見

(事前申込みとなります）

７月11日（火） ＡＭ 9:00～
１Ｆ

ギャラリー

午前

午後

ハンカチに絵を描こう

ペーパークイリング
「金魚（ﾐﾆうちわ）」

紙製けん玉「かみけん」

ｸﾏとかわいいフルーツ
が付いた鉛筆キャップ

竹コプター＆ペットボトルでＬＥＤランタン
ゆびあみ「楽しいトルコ小物」

【交通案内】
■新交通ゆりかもめ 豊洲駅下車改札直結
■東京メトロ有楽町線 豊洲駅下車
■都営バス（いずれも豊洲駅下車徒歩2分）
錦13
錦糸町駅⇔晴海埠頭
業10
とうきょうスカイツリー駅前⇔新橋
門19
門前仲町⇔深川車庫前、東京ビックサイト
海01
門前仲町⇔東京テレポート駅
東16
東京駅八重洲口⇔東京ビックサイト
東15
東京駅八重洲口⇔深川車庫前
錦13折返 東陽町駅前⇔昭和大学江東豊洲病院前
急行06 森下駅前⇔日本科学未来館（土日のみ）

電話のみにて受付開始します（先着順）
※お１人様１申込みのみとさせていただきます（複数のお申込みは出来ません）
夏休みこども工房は小学生を対象とした工作体験教室です。
「ものづくり」の楽しさを体験しながら夏休みの宿題にも役立ちます。
また、《ハンカチに絵を描こう》《紙製けん玉「かみけん」(午前》
《竹コプター＆ペットボトルでＬＥＤランタン》《ゆびあみ「楽しいトルコ小物」》
《ペーパークイリング「金魚（ミニうちわ）」（午後）》《クマとかわいいフルーツがついた鉛
筆キャップ（午後）》のイベントは当日参加も可能（定員有）です。

当日イベントも
メジロオシ！

◆お申込み・お問い合わせ
公益財団法人江東区文化コミュニティ財団

江東区豊洲文化センター
〒135-0061

03-3536-5061
https://www.kcf.or.jp/toyosu/

東京都江東区豊洲2-2-18 （第2．4月曜日休館、ただし、祝日の場合は開館）

《夏休みこども工房 体験一覧表》
事前
申込

ＤＩＹこども工作教室
「木材を使った自由工作」

事前
申込

事前
申込 印は要事前申込み（先着順）

親子でランタンづくり！

木 材 の 破 片 を 再 利 用 し、か なづ ち を
使って自由工作する教室です。
何を作るかを考えて来てね。

丸いコルクボードにランタンを付けて、葉っ
ぱの飾りやビー玉、ドングリなどを付けてラ
ンタンを作ります。

10：00～12：00

10：30～12：00

定員 小学生 20名
※2年生以下
保護者同伴
参加費 無料

定員 親子 12組

※参加チケットを発行します。当日保険料50円頂戴い
たします。

事前
申込

モザイクタイル体験教室
「海のおもしろ生き物」

海の生き物をモチーフにタイルを貼り付けて
オリジナルの木札を作ります。
①10：00～11：40
②12：00～13：40
③13：50～15：30

※2年生以下
保護者同伴
参加費 1,150円

事前
申込

分光器を作ろう
～光をいろんな色に分けてみよう～

光の中にはいろいろな色が含まれています。
その光を分解して観察する装置を作りま
す。
13：00～14：40

事前
申込

当日

当日のイベント会場は裏面を見てね

印は当日先着順受付

消しゴムはんこでオリジナル
のエコバックを作ろう

刃物を使わない消しゴムスタンプ「ラクほり
セット」を使ってはんこを作り、布バックに押
して自分だけのオリジナルエコバックを作りま
しょう

事前
申込

手作り乾電池教室

乾電池の基礎知識を学んだ後、乾電
池を作ります。

10：00～11：30

13：30～15：30

定員 小学生 15名
※2年生以下
保護者同伴

定員 小学生20名
※2年生以下
保護者同伴

参加費 800円

参加費 無料

事前
申込

万華鏡を作ってみよう！

万華鏡の外側にシール
を貼ったり、サインペンで
絵を描きます。

事前
申込

コロコロコップをつくろう

輪ゴムを使って、紙製のコロコロコップを
作ります。

事前
申込

木のプレートつくり

シナ合板に、スパンコールやどんぐりなど
を飾り付けてプレート
を作ります。

①13：00～14：00
②14：30～15：30
定員 各回小学3年生以上 10名
参加費 500円

事前
申込

どうぶつしょうぎをつくろう

事前
申込

ウーパールーパーの
ポンポン工作教室

毛糸とフエルトでかわいいウーパールーパー
の飾りを作ります。
①10：00～10：30
②10：30～11：00
③11：00～11：30
④11：30～12：00
⑤13：00～13：30
⑥13：30～14：00
⑦14：00～14：30
⑧14：30～15：00
定員 各回 小学生10名
※2年生以下保護者同伴
参加費 500円

どうぶつの絵が描いてある将棋駒をつくりま
す。

13：30～15：30
定員 小学生20名
※2年生以下保護者同伴

①13：00～14：00
②14：30～15：30

参加費 500円

定員 小学生 30名

①10：00～10：45
②11：00～11：45

定員 各回小学生 20名

※2年生以下保護者同伴

定員 各回小学生 15名

※2年生以下保護者同伴

参加費 無料

※2年生以下保護者同伴

定員 各回小学生10名
※2年生以下
保護者同伴

参加費 600円

※事前に参加チケットを発行します。

参加費 800円

参加費 500円

みんな遊びに来てね！
BYAKKO

事前
申込

ペーパークイリング
「金魚（ミニうちわ)」

ペーパークイリングで金魚柄のミニうちわを
作ります。
※ペーパークイリングは、細長い紙を
くるくる丸めながらパーツをつくり、パー
ツを組み合わせて形を作ります。

10：00～11：30
定員 小学生 6名
※2年生以下
保護者同伴

事前
申込

クマとかわいいフルーツ
が付いた鉛筆キャップ

事前
申込

アナグリフ
3Ｄめがねをつくろう

アナグリフ映像を鑑賞する、3Ｄめがねを
作ります。実際に立体像を鑑賞します。

白いハンカチに動物やお花など好きな
絵を描いてね。

①10：00～11：00
②11：00～12：00

10：00～12：00
定員 小学生
20名

10：00～12：00
定員 材料無くなり次第終了

定員 各回小学生 5名
※2年生以下
保護者同伴

※2年生以下
保護者同伴
参加費 500円

樹脂粘土で作る江戸前寿司

事前 おとうさん、おかあさんに渡そう！
申込 オリジナルブックカバーづくり

事前
申込

樹脂ねんどを使って江戸前すしのミニチュア
にぎりを８カン作ります

無地（和紙）のブックカバーに好きな絵を
描いて、オリジナルブックカバーを作ります。
自分で作ったカバーをおとうさん・おかあさん
に渡してみませんか。

小さな鉢に、木の枝やピンチを使ってシダー
ローズやフーの実など飾り付けてかわいいメ
モスタンドを作ります。

事前
申込

13：00～15：00
定員 小学生 10名
※2年生以下保護者同伴

参加費 1,000円

ハンカチに絵を描こう

鉛筆キャップにデコして遊んじゃいましょう。
簡単にかわいくできちゃいます。

参加費 500円

参加費 500円

当日

①13：00～14：00
②14：30～15：30
定員 各回小学生
15名
※2年生以下
保護者同伴
参加費 500円

こども自然工房
「メモスタンド」

※2年生以下
保護者同伴
参加費 無 料

当日

紙製けん玉「かみけん」

ゆびあみ
「楽しいトルコ小物」

トルコの民芸、極太糸を使って、ゆびあみ
で小物入れをつくります。

ペットボトルでLEDランタンを作ります。
竹コプターは、竹でプロペラからフレーム、
台座を作り、太陽光パネルのモーター付
です。

10：00～12：00
定員 小学生25名

10：00～15：30
定員
材料無くなり次第終了

※2年生以下
保護者同伴

当日

クマとかわいいフルーツ
が付いた鉛筆キャップ

鉛筆キャップにデコして遊んじゃいましょう。
簡単にかわいくできちゃいます。

※作品は1時間程度で完成します。

①13：00～14：00
②14：00～15：00
定員 各回小学生
10名
※2年生以下
保護者同伴

10：00～15：00
定員
材料無くなり次第終了

参加費 200円

参加費 500円

※2年生以下
保護者同伴

竹コプター＆ペットボトルで
LEDランタン

「けん玉」を紙で再現します。簡単組立て
で軽くて安全なけん玉です。
自由に工作・アレンジして世界に一つしか
ない「かみけん」を作ってみてください。

参加費 無 料

当日

当日

※2年生以下
保護者同伴
参加費 各500円

当日

ペーパークイリング
「金魚（ミニうちわ)」

ペーパークイリングで金魚柄のミニうちわを
作ります。
※ペーパークイリングは、細長い紙を
くるくる丸めながらパーツをつくり、パー
ツを組み合わせて形を作ります。

①13：00～14：00
②14：00～15：00
定員 各回小学生5名

13：00～14：30

※2年生以下
保護者同伴

※2年生以下
保護者同伴

参加費 500円

参加費 500円

定員 小学生6名

