
「おまち
」で

体
験
!

こどもの日は、『おまち』で学べる・『 体験』できる !

5/ 日5
第3回

2019

静岡呉服町名店街 事務局
TEL.054-255-8039
10：00～17：00 （休／日・祝日）
http://www.gofukucho.or.jp

後援／I Loveしずおか協議会
共催／札ノ辻クロスホール

応募期間

専用サイトのみ応募可能!

https://kodomoseminar.com

4/4（木）～14（日）

商店街のプロから楽しく学べる、第3回呉服町『こどもゼミな～る』。
お子さん自ら体験できる無料（一部材料費負担）の講座です! 親子で参加できる講座もあります。

応募はすべて専用Webサイトから! ドシドシご応募ください。

【お問い合わせ】

21 ワクワク自然香水セミナー
アンビエンテ

22

開催時間／10：00～11：00

普段食べるおやつやジュースにどれだけ
砂糖が入っているのか「見える化」して、そ
れだけの砂糖を取るとどうなってしまうの
か？どのように歯のお手入れをすればい
いのか、などを歯医者さんがわかりやすく
説明します。1組に1杯ジュースをご提供
します。
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お店ツアーと便利グッズ体験！
三保原屋本店

開催時間／13：00～14：30

普段見ることができないお店の裏側・店内
をツアー形式で簡単にご紹介！ お店ツ
アーをした後に、お店が用意したキッチン
の便利道具をプチ体験していただきます。
（果物の皮むきなど、人気のある便利グッ
ズのプチ体験。）

切り絵に挑戦！ 初めての切り絵教室
デジタル補聴器サガワ
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ハーブ・フルーツ・お花から採れた天然の
アロマ精油をブレンドして、自分の心にぴっ
たりの香水を作ります。たくさんのアロマを
嗅いでいるうちにゆったりした気分になれ
ます。ときめきの時間を楽しみましょう！
※香水は1本お持ち帰りいただけます。

個性って？多様性って？クイズを通して学
んだ後は、レインボーカラーの粘土石けん
で自由に工作しましょう。粘土のせっけん
は、頭も身体も洗えて、お風呂に入れると
泡風呂としても楽しめちゃう！作った作品
は、全てお持帰りいただけます！

開催時間／①11：00～12：00
　　　　 ②14：00～15：00

開催時間／①10：00～12：00
　　　　 ②14：00～16：00

親子でミニ四駆づくりにチャレンジしよ
う！静岡ホビースクエア、札ノ辻クロス
ホールとの共催により、スタッフがサポー
トします。サーキット走行会も開催します。
組み立てに必要な工具はこちらでご用意
します。

開催時間／①10：30～12：30 
　　　　 ②13：30～16：00

01 粘土の石けんで工作しよう！
LUSH静岡店

歯医者さんに聞く、正しいおやつの食べ方
So Juice

保護者
同伴可

保護者
同伴可

10名
対象 小1年生以上

会場

材料費 持ち物

So Juice店内定 員
300円 なし保護者

同伴

各15名
対象年齢 3歳 以上

会場

材料費 持ち物

LUSH静岡店 店内テラス定 員
1,400円 なし保護者

同伴

親子でタンブラー作りとバリスタ体験
スターバックス 蔦屋書店 静岡本店

開催時間／10:00～11:00
タンブラーを自分でデザインして、世界に
ひとつだけのオリジナルタンブラーを作っ
てみましょう！ タンブラーを作成した後は
エプロンをつけてバリスタ体験。ふわふわ
のミルクを泡立てて、タンブラーを使って
ドリンク作成を行います。作成したタンブ
ラーはお持ち帰りいただけます。

東京・京都で切り絵教室を主宰している
切り絵作家佐川綾野が、お子さんでもで
きる図案の切り絵を優しく手ほどきをしま
す。時間内に１つの作品の完成を目指し
ます。自分で作った切り絵の作品をお部
屋に飾ったら素敵ですよ！
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10名
対象年齢 小1～小6

会場

材料費

持ち物 スターバックス 蔦屋書店 静岡本店定 員
1,620円（マイスターバックスタンブラー 350ml代）

なし

各4名
対象 小4年生以上

会場

材料費 持ち物

アンビエンテ定 員
1,800円 筆記用具保護者

同伴

各3名
対象 小4年生以上

会場

材料費 持ち物

補聴器のサガワ 店内定 員
1,000円 なし

6組
対象年齢 小5～中3

会場

材料費 持ち物

5風来館3F d-labo静岡定 員
無料 筆記用具保護者

同伴

5名
対象年齢 6～10歳

会場

材料費 持ち物

三保原屋本店定 員
無料 なし保護者

同伴 各24組
対象年齢 小学生以上

会場

材料費 持ち物

札ノ辻クロスホール（札ノ辻クロス6F）定 員
1台1,080円（電池付） なし保護者

同伴

24 親子でミニ四駆づくりにチャレンジ！
静岡呉服町名店街青年会23

一緒に挑戦! 算数パズル
d-labo静岡 by SURUGA bank

開催時間／13：30～14：30

親子でアイデアを出しあって、算数のパズ
ルを解きませんか?親子で楽しめるとって
おきの問題をご用意します。一生懸命に
考えて答えを導き出せた時は爽快です。
ぜひ、挑戦してみてください!! 楽

し
く学
ぼう !

商店街
の

プロか
ら

親子でも

どうぞ!

楽しめる講座がいっぱい!お洋服屋さんの店員ごっこ
Up to date

開催時間／13：30～14：30
まず「いらっしゃいませ～」から言ってみま
しょう。言われることはあっても、自分で言
う機会はないですからね！
お洋服のキレイなたたみ方も練習できます！

美容室でお母さん（お父さん）の髪の毛を
洗い、美容師さんが普段使っている本格
的なドライヤー、ブラシなどを使って、髪を
セットをしてみませんか? 貴重な体験がで
きますよ。

開催時間／①10：00～11：00 
　　　　 ②14：00～15：00

各種イベントで人気のアクセサリーショッ
プ「クレール・ビジュ」の講師が、優しく丁
寧に教えてくれます。とっても簡単なのに
出来上がりは本格的。親子で一緒に作っ
ても、色違いで一つずつお揃いにしても素
敵ですね。

開催時間／①11：00～11：40 
　　　　 ②14：00～14：40

憧れの美容師さん体験をしてみませんか?
美容室ミルソンズポイント

各5組
対象年齢 6歳以上

会場

材料費 持ち物

ニット菊屋 2階定 員
800円（おひとつ） なし保護者

同伴 2名
対象 小3年生以上

会場

材料費 持ち物

Up to date 店内定 員
無料 なし保護者

同伴

各1組
対象年齢 小4～小6

会場

材料費 持ち物

美容室ミルソンズポイント定 員
無料 なし保護者

同伴 100名
対象 小1年生以上

会場

材料費 持ち物

アクアリウム ミクロ前定 員
300円 なし保護者

同伴

27 28 たぶん、世界一楽ちんな金魚すくい！
アクアリウムミクロ

開催時間／10：00～17：00
【当日参加OK】お祭りなどの金魚すくい
で、うまくできないお子様あつまれ！ うまく
いくコツを教えるので、カンタンに上達で
きるはず！ お客様の役をやった後は、ス
タッフ役にもチャレンジして接客を学ぼう。
※金魚はお持ち帰りいただけます。※順番にご

案内しますので、整列にご協力ください。

2625 キラキラチャームを作ろう!
ニット菊屋

すべての講座の応募はコチラ
静岡呉服町名店街

「呉服町こどもゼミな～る」
https://kodomoseminar.com

開催時間／①11：00～12：30
　　　　 ②14：30～16：00

同伴2名まで

※イメージです

1.

2.各店舗による抽選
3.当選者の方へご連絡 4/19（金）までに、各店舗より

電話又はメールにてご連絡致します。

静岡呉服町名店街「呉服町こどもゼミな～る」

※電話では受付けておりません。

※先着順ではありません。遊
び
な
が
ら
学

べるよ!

応募サイトはコチラ!

応募方法

※講座の対象年齢は18歳未満とさせていただきます。 ※表示は税込価格です。



『こどもの日』は呉服町へ! 
5/ 日開催 52019

子供てんこく教室
栗田印房 役所前店

開催時間／15：00～17：00

やわらかな石に自分の好きな文字や絵を
彫っていきます。個性あふれる楽しい印を
作りましょう。君の頭の中に広がる世界を
やわらかな石に刻みましょう。作り終えた
達成感がさらなる世界を作ります。

06

親子でキラキラミラーを作ろう!
やわたや

開催時間／10：00～12：00

手鏡に作家さんセレクトの小物を可愛くコ
ラージュして、オリジナルのミラーを作りま
しょう。
作った手鏡は、お持ち帰りいただけます。

12

学校でかっこよく泳ごう！ クロール編
YSフィットネスクラブ呉服町

開催時間／11：00～12：00

夏本番前、学校での授業で差をつけてみ
よう！苦手な部分の修正をしていきます。
少人数での指導になりますので、安心して
ご参加下さい。

開催時間／11：00～11：30

世界で一番大きいダイヤモンド原石や、
王冠のレプリカを特別にご用意。見て、
触って、ダイヤモンドの綺麗さを勉強しな
がら、最後は本物のダイヤモンドティアラ
を着けて写真も撮れます☆気分はまるで
お姫様♪

開催時間／11：00～11：45

自分の姿勢を見直し、体の軸や左右対照
のバランスを意識して体を動かします。骨
や筋肉の成長をサポートし、クセや偏りの
ない土台作りを！あえてバランスのとりにく
い状態で身体を動かす事で脳活性にも繋
がりますよ！

13

ティアラを着けてプリンセスに変身♪
タカラ堂

20 親子で姿勢改善バランスボール
ウエルシス静岡伊勢丹店

11

初めてのメイク 素敵に大変身
ふしみや呉服町本店

開催時間／10：00～16：00

肌のチェックをしてぴったりなマスクでお
肌をプルプルにした後、プロに教えてもら
うメイクレッスンで素敵に大変身してみま
せんか? レッスンで使ったミストとリップパ
レットは、お持ち帰りいただけます。

19

エレキギター解体SHOW♪
すみやグッディ本店

15

楽しい！ 美味しい！ お茶の淹れ方教室
MARUZEN Tea Roastery

10名
対象年齢 小学生以上

会場

材料費 持ち物

MARUZEN Tea Roastery店内定 員
1,500円 なし

７階ココカラファインにて、ドラッグストア
の店長として、ミーティング・ご来店のお客
さまに試飲の紹介をしたり、レジや陳列な
どの体験をしてみませんか?

エレキギターは今、こどもたちの間で大人
気！ 音が出るしくみを分解しながら解説し
ます。エレキギターをかまえての記念撮
影、実際に触って演奏、スタッフの模範演
奏など。ピックのプレゼントもあります。札
ノ辻クロスの新しい店でお待ちしています!

開催時間／①11：00～12：00 
　　　　 ②14：00～15：00

開催時間／①11：00～12：30
　　　　 ②14：00～15：30

下駄の台に鼻緒をつける手仕事を体験し
てみよう！物を作る楽しみと大変さを感じ
てもらう講座です。仕上げた下駄はお持
ち帰りいただけます。（台・鼻緒は選べません）

［参加条件］足のサイズが21～24cm
※以前参加された方は除外とさせていただきます。

指輪を作ってママにプレゼントしよう！
TIARA by LUCIR-K

08

下駄（ゲタ）をすげる職人体験
河内屋履物店

10

14 伊勢丹店内案内体験
静岡伊勢丹

開催時間／9：30～10：15
店内案内係と同じ制服を着用して、お出
迎えのご挨拶や駐車場サービス券のお渡
しなどを体験します。百貨店の接客を体験
しているお子さまの姿を写真に撮ってみて
はいかがでしょう？
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開催時間／11：00～12：00

開催時間／①  9：30～11：00 

もうすぐ母の日！大好きなママに、手作りの
指輪をプレゼントしませんか？専用器具を
使って、真鍮リングに土目模様をつけたり
してアレンジ体験！世界にたった一つの手
作りオリジナルリングを制作していただけ
ます。※画像はイメージです。

 全28講座
集結!

遊

びな
がら学べる

楽しい講座がいっぱい!

※制服のサイズの関係上、身長120-130cm…1名
　身長130-140cm…１名とさせていただきます。

16 ドラッグストア 店長体験
静岡伊勢丹

保護者
同伴可

保護者
同伴可

保護者
同伴可

保護者
同伴可

保護者
同伴可

保護者
同伴可

保護者
同伴可

保護者
同伴可

保護者
同伴可

10名
対象 小2年生以上

会場

材料費 持ち物

呉服町名店街事務局3階定 員
500円（石代） えんびつ・歯ブラシ

6名
対象年齢 3歳 以上

会場

材料費 持ち物

唐木屋薬局定 員
無料 なし

各6組
対象年齢 6歳以上

会場

材料費 持ち物

すみやグッディ本店 スタジオ（札ノ辻クロス2F）定 員
無料 なし保護者

同伴

5名
対象年齢 10歳 以上

会場

材料費 持ち物

店内定 員
無料 なし保護者

同伴3名
対象 小3年生以上

会場

材料費 持ち物

TIARA 2階定 員
1,000円 なし

対象年齢 5歳 以上

会場

材料費 持ち物

呉服町ビル４階会議室定 員
500円 なし保護者

同伴 各2名
対象年齢 小1～小6

会場

材料費 持ち物

静岡伊勢丹７階 ココカラファイン定 員
無料 ペン・メモ帳

2名 会場

材料費 持ち物

静岡伊勢丹定 員

無料 なし

4名
対象年齢 6歳以上

会場

材料費 持ち物

タカラ堂静岡本店定 員
無料 写真撮影用のカメラ等保護者

同伴

15名
対象年齢 5～12歳

会場

材料費 持ち物

静岡伊勢丹写真室 アネックス静岡伊勢丹2F定 員
1,000円 なし保護者

同伴

8名
対象年齢 小1～小6

会場

材料費 持ち物

YSフィットネスクラブ呉服町定 員
無料 水着・タオル・キャップ・ゴーグル

6名
対象年齢 小1～3

会場

材料費 持ち物

ウエルシス静岡伊勢丹店 アネックス静岡伊勢丹地下1F定 員
無料 動きやすい服装・飲み物保護者

同伴

5名
対象年齢11歳以上女子

会場

材料費 持ち物

ふしみや本店1階 資生堂コーナー定 員
1,000円 なし保護者

同伴3名
対象年齢 5～11歳

会場

材料費 持ち物

呉服町タワー1階  アジョックヒキノ店内定 員
無料 なし

4名
対象年齢 小4～小6

会場

材料費 持ち物

河内屋履物店（マクドナルド様隣）定 員
無料 前掛けやエプロン

セブン-イレブンの制服を着て、親子で店
内案内やレジ体験をしてみませんか?
人気商品の紹介や試食・クイズなど、盛り
だくさんです!

開催時間／14：00～15：30

17

セブン-イレブン体験ツアー
セブン-イレブン静岡呉服町通り店

07

薬剤師になってみよう!
唐木屋薬局

開催時間／10：00～11：30

こども用の白衣を着て、薬剤師みたいに
なってみませんか？ 処方せんの確認から
パソコンで入力、薬の準備やレジ打ちまで
体験できます。お薬のことを楽しみながら
学んでみませんか？

開催時間／11：00～12：30

お茶ができるまでの話とお茶の美味しい
淹れ方の教室です。浅蒸し・深蒸し・そし
て焙煎温度別のお茶を飲み比べ。当日は、
好きな茶葉を選んで急須と合わせてお持
ち帰りできます！
（材料費には・茶葉・急須・茶菓子が含ま
れます。）※小3年生まで保護者同伴

18 おしゃれに変身！ モデル体験（完全予約制）
静岡伊勢丹写真室

開催時間／10：00～17：00

かわいいドレス、かっこいいスーツに着替え
てモデルさんになってみませんか？参加のお
子様にはヘアメイクをしてポーズを決めてカ
メラマンが撮影したお写真をデータでプレ
ゼント！ 素敵なモデルさん、待ってます♪
（※10歳以上のお子様は私服のみ）

1組30分程度

保護者
同伴可

保護者
同伴 保護者の方の同伴が必要 保護者の方の同伴が可能ですが、お子様ひとりでもOK!

05 めがねやさんごっこする?
AJOC疋野 アジョックヒキノ

開催時間／11：00～12：00

こども用の視力表で遊んでみたり、視力測
定システムをのぞいてみよう。（視力測定
はしません）レンズの形を作る機械もボタ
ンプッシュ!! メガネが完成したら、本物の
こどもメガネをお持ち帰りいただけます。
（フレームは選べません）

10名

対象 小学生女子

応募期間4/4（木）～14（日）

すべての講座の応募はコチラ
静岡呉服町名店街

「呉服町こどもゼミな～る」
https://kodomoseminar.com


