
 

 

  

 

夏休みこども1日講座 
宿題はカルチャーにおまかせ！ 

新型コロナウイルス感染予防対策に 

細心の注意を払って運営しております。 

科学実験教室 
～たまごの不思議～ 
卵の特性を楽しく学びます！ 

・凝固温度・起泡性の実験の紹介 
・特製プリンを作って卵の特性を 

実際に体験してみよう！ 

→できたプリンはお持ち帰り♪ 

・最後に実験のまとめ 

ひらばやし むつみ／製菓衛生士 栄養士 

自由研究のお助けに！ 

定員 16 名 

〈小４～中学生〉 

小学生は保護者同伴 

中学生は保護者参加も可 

お坊さんの日常をプチ体験

できるスペシャル企画！法

話や写経・写仏で心を静め
美味しい精進料理を頂きま

しょう。1 人参加も OK です。 

写経 or写仏をして、精進料理を頂く！ 

横山 友宏/東光寺副住職   

轟 義敬/精進料理「とどろき」主宰 

〈小学生～中学生と保護者〉 

7/17(日)10:30～13:00 

受講料 4,730円(ペア) 

教材費 4,400円（ペア食事代込み） 

※1人参加や人数追加はお問い合わせ下さい 

※申込時に写経

か写仏を選択 

申込締切 7/15 

定員 10 組 

徳川家康が築いた駿府の街を 
古地図から読みときます。 

大鋸町(おおがまち)「玄忠寺」での

座学の後、駿府の街を巡ります。 

谷 佳世子（通訳案内士・「静岡移住計画」歴史部門ライター） 

古地図など配布資料も盛り沢山！ 

奇妙な生き物 

 

中野秀樹／元国際水産研究所所長 

サメ好き集まれ♪サメ博士と探る 

8/8（月）13:30～15:00 

受講料 3,080円  教材費 220円 

申込締切 8/5 

こどもパン教室 
 

MAI／オンライン作り置きレッスン主宰 おうちパンマスター 

試食＆おうちで焼ける生地付き！ 

7/31（日） 
10:30～12:30 
受講料：3,465円 

申込締切 7/27 

〈小 2～小 6〉 

 

動物の絵を描こう 
画用紙いっぱい

に迫力のある 

動物の絵を描く

コツをお教えし

ます！ 

たたら なおき／絵本作家・造形作家 

石けん屋さ OLIVER 

夏休みの課題完成！ 

①7/28（木）13:30～  ②8/6（土） 15:00～ 

③8/18（木）10:00～  ④8/18（木）13:30～ 

⑤8/19(金)13:30～  ⑥8/20(土)15:00～ 

＊各日 2時間  

受講料 3,850円（教材費込み） 

定員各日 16名 

〈小学生〉 

8/１（月）10:00～12:00 
受講料 2,530円 

教材費 1,320円 申込締切 7/25 

〈小学生〉 

読書感想画を描こう 
本の世界を絵で表

現！1 日目は下絵、2

日目は彩色を中心に

仕上げます。本はあ

らかじめ読んできて

ね。 

山城 道也／二紀会準会員 

石けん屋さ OLIVER 

2日間で完成！ 

１日目:７/３１(日) 10：00～12：30 

２日目：８/１(月) １０:００～1２:００ 
受講料 6,050円 教材費 165円(画用紙代) 

申込締切 7/26 

定員 16 名 

〈小学生〉 

8/20（土）9：30～12：00（雨天 21日順延） 

受講料 4,180円 

教材費 ８８０円（保護者参加時１，１００円） 

※しぞーかおでん付き！ 

～サメの秘密～ 
 世界最大の魚類で 500

種類以上存在する「サ

メ」。その奇妙な生態を

サメ博士が全力で語り
ます。サメは恐い？ど

こにいる？食べられ

る？２０m のサメの化
石、深海のサメ等･･･ 

定員 8 名 

フライパンかトースター

で焼くだけ！お手軽で美

味しいパン作り♪ 

～４００年前のしずおかを歩こう～ 

歩いて学ぶ駿府の歴史 

 

定員 20 組 

 

「花梅結び」の 

アクセサリー作り  
水引の基本「はなうめむすび」

を覚えて、キュートなストラッ

プを 2 本作ります。紐と飾りの

色は当日選べるよ♪宿題まと

めプリント付！ 

日本の伝統文化「水引」を体験

Ｎａｏ／「水引でつくるアクセサリー」講師 

8/6(土)13:30～15:30 
受講料 3,080円 

教材費 880円 

 

〈小学生〉 定員 16名 

 

親子で陶芸教室 

創造力を膨らませて自由

に作品を作りましょう！

親子で作品を作ってもＯ

Ｋ！兄弟参加も可(1 名追加

4,400 円) 

清水 邦生・清水 知子／陶芸家 

石けん屋さ OLIVER 

親子で土と遊んで想い出に残そう 

申込締切 7/15 

〈小学生と保護者〉 定員各 10組 

7/17（日） 

①10:30～12:30②14：30～16：30 

受講料 3,630円(ペア) 

教材費 4,400円(2名分材料代) 

定員 15 名 

〈小～中学生〉 

 

e-sports 

国体競技「ぷよぷよ」。講座で

「ぷよぷよプログラミング」を

使い、プログラミングの初歩を

学んでみよう！国体選手の実

演もありますよ！ 

静岡県 e スポーツ連合 村松 裕基 （ 合同会社 eees 代表） 

ぷよぷよプログラミングを学ぼう 

定員①②各 15 名 

〈小 5～中学生〉 

7/28（木）①10:00～12:00 
       ②16:30～18:30 
受講料 4,290円（教材費込み） 

 

大切な人に心で伝えよう♪ 

己書
おのれしょ

『感謝』

〈親子〉定員 9 組 

心のままに表現する 

己書。大切な人に 

「ありがとう」と心寄

り添う「お地蔵さま」

を描きましょう♪ 

8/21(日） 

14:00〜15:30 
受講料 3,630円（ペア） 教材費 1,870円 

 中村 誠愛／日本己書協会認定師範 申込締切 8/17 

〈小 3～小 6〉 

 

キモかわいい食虫植物を愛でよう 

食中植物の不思議と 

オリジナル鉢作り 
食中植物の不思議な

生態を知ろう！牛乳

パックを使った可愛

い鉢も作ります。 

①7/24(日)②8/8(月)10：30～11：30 
受講料 3,630円(教材費込)  

 

 

「ＡＮＴＩＤＯＴＥ」（アンティドート）スタッフ 

申込締切①7/17②8/1 

 

定員各 8名 

＆プログラミング

グ 

申込締切 8/17 

申込締切 開催日 3 日前 

申込締切 7/30 

※詳細はホームページをチェック 



 

 

●維持費について：通常講座は月額３３０円、1 日講座は 1 回１１０円の維持費がかかります。 

●一日講座は入会不要 

●申し込み方法：ホームページからご予約が可能です 

ご予約後コンビニ支払いの払込票を郵送しますので、事前にお近くのコンビニでお支払い下さい 

ホームページの他 静岡スクール窓口又は電話でもご予約を承ります。 

電話受付時間：月～土 10:00～20:00 

●申し込み期限：講座ごとに異なります。開催日 3 日以内の場合には、一度お電話でご連絡下さい 

お申し込み・お問い合わせ 

☎ 054-251-4141 

〒420-8508 静岡市葵区鷹匠 1-1-1 新静岡セノバ 5F 

 

こどもの時の体験は、一生の宝物！ 

 

カリンバを作ろう！ 

お金の小学校 
マジックレッスン 

バルーンアーティスト 
になろう 

ＴＶでも活躍するマジシ

ャンがカードマジックを

細かく教えます。（3 ネタ

程度）講座では驚きのプチ

ショーもありますよ♪ 

クラスのみんなをあっと驚かせよう！ 

ＫＩＳＳＥＲ（キッサー）/プロマジシャン  

8/2（火）10:30〜12:30 
受講料 2,530円 

教材費 500円（トランプ代） 

親指ピアノとも呼ばれるアフリカの民

族楽器。イラストを自由に描いてオリ

ジナル楽器に仕上げよう！小 1～小 4

は親子参加。小 5～小 6 は 1 人参加 OK。 

兄弟追加参加も OK(追加 1 名 5,610 円) 

かわいい音色で簡単に弾ける♪ 

ＫＡＥＲＵ / カリンバ作家 

石けん屋さ OLIVER 

お金は大切ですが、あくま

で人生を豊かにするため

の手段です。子供のうちか

ら「お金とは何か？」を考

えることは大切です。 

この夏休みに楽しくお金

のことを学びませんか？ 

海外では小学校からマネー教育 

 渡邊 絵里奈/AFP、証券外務員一級 きよひろ代表 

石けん屋さ OLIVER 

かわいいキャラクター

を風船で作って写真に

おさめて課題発表しち

ゃおう！自宅でも挑戦

できるお土産付。 

自由研究の課題にチャレンジ！ 

ゆっぴー／バルーンアーティスト 

石けん屋さ OLIVER 

8/8(月)10:00～11:30 
受講料 3,080円 

教材費 770円 

（風船ゴム、ポンプのお土産付） 

キッズイングリッシュ 
～3回お試しレッスン～ 

 
 

カードを使って会話をしながら読み書き

を覚えます。音楽を使ったレッスンも♪

楽しく英語を吸収しましょう！ 

将来に必ず役立つ語学レッスン 

ローズマリー/英会話講師  

 

(土)7/16・8/6・8/20 

10:10～11:10 
受講料 8,250円(全 3回) 

 

 

「うたう」を通して音楽の楽しさを知ろう！ 

発声練習や、学年に合った歌をうたいます。 

個人レッスンなので、思いっきり声が出せますよ！ 

 

歌うことが大好きな子集まれ！ 

齋藤 大輝 ／ 東京藝術大学卒 

石けん屋さ OLIVER 

①7/26(火) ②8/23(火) 

各 15:10～15:40  各 15:45～1６:15 

各 16:20～16:50  各受講料 3,850円 

〈小学生～中学生〉 

キッズ歌レッスン♪ 

〈小 3～中学生〉 
〈小 3～小６〉 

〈小学生〉 定員 12名 

〈小学生〉 

静岡朝日テレビカルチャー 検索 

 

 

プロマジシャン KISSERと 

7/29（金）10:30〜11:30 
受講料 2,200円（資料代込み） 

 

申込締切 7/27 

定員 18 名 

定員 15 名 

申込締切 7/31 

 

 

発声練習＆ 

 

アテレコ体験 
現役の声優講師が、あなたの

声の魅力を引き出します！

発声や演技を学び、実際に 

声優アテレコに挑戦して 

みよう♪ 

〈小 4～高校生〉 

8/1（月）10:00〜12:00 
受講料 3,740円 

教材費 220円 

 難波りょう/声優 

【30分個人】 

 

7/24(日) 

①10:30～12:30 

②14:00～16:00 
受講料 2,310円（親子ペア） 

教材費 3,520円（カリンバ 1台分） 

 〈小学生〉 定員 各 10組 

 

申込締切 7/20 

定員 9 名 

申込締切 7/24 

申込締切 8/4 

〈小学生〉 定員 8名 

夏を彩る練り切り作り 
子供でもこね易く、手軽に「練

り切り」が楽しめます。手づ

くりの楽しさを和菓子で伝え

たい、老舗和菓子店「三坂屋

本店」店主が、丁寧に指導し

ます♪（お持ち帰り 2 個） 

夏休み子ども和菓子教室 

橋本 加代子／駿府 和洋菓子「三坂屋本店」店主 

8/3(水)14：00～15：３０ 
受講料 2,970円  教材費 880円（材料代） 

＊写真はイメージです。 

 申込締切 7/28 

 

7/17（日）・8/21（日）・9/18（日） ２日前までに要予約 

 

詳細・お申込みはＨＰから！→ 

日曜体験会＆説明会 

そろタッチ 
 毎週(木)16：30～17:20 

プログラミング教室 
 毎週(木)１８:35～１９:35 

速読解・思考力講座 

 毎週(木)１7:30～18:20 

プログラミングは見学のみ  ・前日までに要予約 

・見学・体験共に無料    ・保護者同伴 

 

通常レッスン内で 

いつでも体験できます♪ 

 

教科書や問題文を速く・正確に読み解く力を 

鍛えます！ 

プログラミングのロジックや

アルゴリズムを学びながらゲ
ームを作ってみよう。なぜこ

んなにも「プログラミング」が

注目されているのか、将来の
受験や就職にどう役立つか

をお伝えします 

 

親子でプログラミング体験！ 
16：10～18：10   対象：小学 3年～ 

iPad を使った、次世代型「そろばん式暗算学習
法」です。幼少期からのスタートがおすすめ 

14:00～14:50 対象：年長～小 2 

そろタッチ 算数が得意になる 

15:00～15:50 対象：小3～小6 
 
 

速読解・思考力講座 

内田 竜太 ／ novitaミライノスクール 代表 

石けん屋さ OLIVER 

無料 

ＬＩＮＥからも申込み OK！ 

 


