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コミュニティクラブたまがわ 検 索

詳しくは裏面をご覧ください。

申込締切日は開催日
7日～10日前となります。

7/6（金）10：00～

受付開始！
Summer class

for child ren

入会金 5,400円
（最終受講月の末日より2年間有効）

●タカシマヤクレジットカード会員、S・Cカード会員、タカシマヤ友の会会員は、受付でご提示いただくと入会金半額！（タカシマヤポイントカードは対象外。）
※お支払いは現金の他、各種クレジットカードがご利用いただけます。※ホームページからのお申し込みの場合はクレジットカード決済のみとなります。

入会案内 お申し込み受付中
「コミュニティクラブたまがわ」の入会案内になります。

アクセスのご案内

受講日には、玉川髙島屋S・Cの駐車場が
3時間無料でご利用いただけます。駐車場のご案内

〒158-0094東京都世田谷区玉川3-17-1-V-2
玉川髙島屋S・C東館4F
コミュニティクラブたまがわ

TEL 03(3708)6125

9：30～23：00 
※マロニエコートの駐車場のみ8：30より
ご利用いただけます。

ご利用時間

全国民間カルチャー事業協議会加盟【管理・運営】たまがわ生活文化研究所株式会社

二子玉川駅から徒歩約3分

※掲載の写真は一部イメージです　※表示価格は、消費税を含む総額にて表示しております。 ※お持ち帰り袋は各自お持ちください。

コミュニティクラブたまがわ

※S・Cカードで、web申し込みをご利用いただいても
　COPOポイントの付与は出来ません。ご来館にてお申し込みください。

（※1）web優先申込のお客さまは、ホームページからお申し込み、お支払いをされる方が対象です。

タカシマヤカード会員（タカシマヤポイントカードを除く）、
タカシマヤ友の会会員の方

※タカシマヤカード会員の方は、タカシマヤカードでのお支払となります。

【夏休みこども教室 受講取り消しの扱い】受講料については、開講日7日前まで
のお申し出は、全額払い戻しいたします。ただし、取消手数料540円（1講座あ
たり）と振込手数料648円を申し受けます。また教材費については、発注済みの
場合は教材の実費を差し引いて払い戻しいたします。開講日6日前以降のお申
し出はお受け出来ません。

（※2）のご案内

お申し込み
夏休みこども教室

検 索

受付日時 ご案内金額 申込方法

コミュニティクラブたまがわ会員さま

web優先申込のお客さま

タカシマヤカード等会員さま

一般のお客さま

7/6（金）10:00～

7/7（土）10:00～

7/7（土）14:00～

7/8（日）10:00～

会員

会員

会員

一般

ご来館・web

web

ご来館

ご来館

※1

※2

講座番号　 のみハガキでのお申し込みとなります。

※2018年8月13日（月）～8月15日（水）はお休みさせていただきます。

月曜～土曜 10:00～20:00 / 日曜・祝日 10:00～17:00受付時間

@cctamagawaかコミュニティクラブたまがわで検索！
いいね、フォローをよろしくお願いいたします。

サークルの様子やイベント情報を発信しています！

Facebookホームページ Twitter

ホームページのトップ画面より「夏休みこども教室」バナー、もしくは
サークル一覧の「夏休みこども教室」よりお申し込みください。
※サークルへお申し込みの際は、web利用登録（無料）が必要です。

受　付
夏休みこども教室

街で見かけるあの食品サンプルをつくってみよう。鞄につけて
いただけるキーホルダータイプの可愛い“カップケーキチャー
ム”です。パーツのおまけ付き！

大和サンプル製作所スタッフ
8月28日（火）13：30～15：00　　
会員 3,888円 ／ 一般 4,104円
なし
土台サイズ 幅5cm×高さ2cm
（手づくり品の為、違いがあります。）
コミュニティクラブたまがわ

講師名
日 時
参加費
持ち物
サイズ

会 場

カップケーキを
つくろう

対象：小学生／定員：30名
※保護者同伴の場合は幼児も可68

かわいい食品サンプル
しょくひん

街で見かけるあの食品サンプルをつくってみよう。鞄につけて
いただけるキーホルダータイプの可愛い“タルトチャーム”で
す。パーツのおまけ付き！

大和サンプル製作所スタッフ
8月28日（火）11：00～12：30　
会員 3,888円 ／ 一般 4,104円
なし
土台サイズ 幅6cm×高さ1cm
（手づくり品の為、違いがあります。） 
コミュニティクラブたまがわ

講師名
日 時
参加費
持ち物
サイズ

会 場

タルトチャームを
つくろう

67

いろいろな食品サンプルも見られるよ！ 小さなお子さまも楽し
めます。パーツのおまけ付き！

大和サンプル製作所スタッフ
8月8日（水）11：00～12：30
会員 3,888円 ／ 一般 4,104円
なし
縦6cm×横8.5cm×高さ3cm
コミュニティクラブたまがわ

講師名
日 時
参加費
持ち物
サイズ
会 場

66

200種類以上のキャラクターからお好きなものを選んで自分
だけの世界を表現してみましょう。どなたでも簡単に作れます
ので是非ご参加ください。

手づくり工房インストラクター　西尾 和樹
7月31日（火）①10：30～12：00 ②13：30～15：00
会員 4,104円 ／ 一般 4,320円
エプロン
縦8cm×横8cm×高さ8cm
コミュニティクラブたまがわ

講師名
日 時
参加費
持ち物
サイズ
会 場

63

はさみを使って、ダンボールとペットボトルで本体をつくりま
す。色紙を貼ったり、マーカーで文字を書いて完成させよう。
※申込み時色をお選びください。 ① キイロ ② ミズイロ ③ オレンジ

あおば造形絵画教室 主宰　森 ゆりえ
7月31日（火）①10：30～12：30 ②13：30～15：30
会員 3,584円 ／ 一般 3,800円
スティックのり、はさみ
縦31.4cm×横22.1cm×奥行14.1cm
コミュニティクラブたまがわ

講師名
日 時
参加費
持ち物
サイズ
会 場

62

中に何を入れようか、考えるだけでワクワクしそう。きれいな
天然の貝がらでお花の形などをつくって貼って、ふたの上を
華やかにかざりましょう。
※申込み時色をお選びください。 ① ピンク ② ブルー ③ パープル

日本セーラーズバレンタイン協会代表　飯室 はつえ
7月26日（木）10：30～12：00
会員 5,184円 ／ 一般 5,400円
ウエットティッシュ
縦10cm×横15cm×高さ12cm
コミュニティクラブたまがわ

講師名
日 時
参加費
持ち物
サイズ
会 場

61

対象：小学生／定員：30名
※保護者同伴の場合は幼児も可

好きなおかずは何かな
べんとう

おいしそうなお弁当を
つくろう

す なに

対象：小学生低学年／定員：30名
※保護者同伴の場合は幼児も可

対象：小学生／定員：各回30名
※保護者同伴の場合は幼児も可

自分の世界を詰めよう

楽しくつくろう、てづくり
マリンドーム

じぶん せかい つ

たのちょきんばこ

対象：年長～小学6年生／定員：各回15名
※保護者同伴必須

なにがでてくるかはお楽しみ
たの

ガチャガチャの貯金箱きれいな貝がらで
つくる宝箱

天然の貝がら
てんねん かい

かい

たからばこ

かわいい食品サンプル
しょくひん

てぼ

ガラスの手彫り（グラスリッツェン）

グラスグラヴィール 主宰
NGR理事　持田 小百合
8月1日（水）10：30～11：30
会員 4,752円 ／ 一般 4,968円
なし
縦8cm×横9cm
コミュニティクラブたまがわ

ウインドウペンダントをつくろう
ハート型のペンダン
トに、花の絵を描く
ように彫って仕上げ
ます。素敵なペンダ
ントをつくってみよ
う。

講師名

日 時
参加費
持ち物
サイズ
会 場

65 対象：小学3年生～中学生
定員：20名

もよう

ぷっくりした模様がかわいい

M．Ｉ．デクパージュスタジオ 主宰
櫟木 真紀子
7月29日（日）10：30～12：00
会員 4,320円 ／ 一般 4,536円
木工用ボンド、ハンドタオル、
エプロン(必要に応じて)
直径13.5cm×高さ4cm
コミュニティクラブたまがわ

デクパージュの壁掛け時計
紙粘土を入れて立
体的にふくらませ
た模様を切り抜い
て台に貼り、ニスで
仕上げます。側面と
裏面の色は好きな
絵の具の中から選
べます。

講師名

日 時
参加費
持ち物

サイズ
会 場

64 対象：小学生／定員：12名

かべか どけい

※保護者同伴の場合は幼児も可
対象：小学生／定員：20名

※汚れても良い服装でいらしてください



しぼ ぞ

絞り染めでつくる

藍染工房壺草苑
村田 徳行
8月12日（日）
①10：30～12：30
②13：30～15：30
会員 9,720円
一般 9,936円
(Tシャツ代2枚含む）
エプロン、ハンドタオル
コミュニティクラブたまがわ

藍染めTシャツ
自然界からとれる原料の
み使用の、とても貴重な
天然藍を用います。その
生きている藍液を、工房
から大切に運んできま
す。ジャパンブルーの
ルーツである、美しい藍
色のTシャツを染め、藍の
歴史・つくり方・原料など
について学び、日本の伝
統を体験してください。

講師名

日 時

参加費

持ち物
会 場

あいぞ

※汚れても良い服装でいらしてください。

かぞく おおわら

家族みんなで大笑い

落語家 春風亭 三朝
7月29日（日）
11：00～12：00（10：30開場）
親子券 : 2,000円
大人券 : 1500円
子供券 : 700円
※3歳以下のお子様は無料
なし
コミュニティクラブたまがわ

小さなお子様から祖
父母世代まで、ご家
族が一緒に楽しめる
落語会です。初心者
でも楽しめるよう落
語の所作の解説や小
話を交え、落語を披
露致します。また、お
子様は実際に高座に
あがって噺家（はなし
か）体験ができます。

講師名
日 時

参加費

持ち物
会 場

よせ
ぱわーど ばい ざ よせ

しゅんぷうてい さんちょう

1716

玉川髙島屋S・Cのショップ店員さんになろう。 体と心を思いっきり動かそう。
お申し込みの方へ別途詳しい内容（集合場所・お持物）ご案内いたします。詳しくはWEBでご確認いただけます。

1 2

身近な伝統を知って、体験して、なるほど！

〒158-0094 東京都世田谷区玉川3-17-1-Ｖ-2
玉川髙島屋Ｓ・Ｃ 東館4F　コミュニティクラブたまがわ
「玉川髙島屋Ｓ・Ｃのインフォメーションガールになろう！」係

たまがわたかしまや

玉川髙島屋Ｓ・Ｃの

玉川髙島屋S・C
インフォメーションスタッフ
8月21日（火）・22日（水）・23（木）
 各日9：00～11：00
会員 1,944円 ／ 一般 2,160円
黒の革靴・白のソックス
※制服のスカートがひざ上になる
場合もございますので、気になる方は
ひざ丈のスパッツの着用も可能です。
集合はコミュニティクラブたまがわ
※本館1F 本館インフォーメーションへ
移動いたします。

インフォメーションガールになろう
毎年大好評の体験
プログラムを今年も
開催。玉川髙島屋
S・Cの開店準備、エ
レベーター乗務、イ
ンフォメーションで
のお仕事を体験で
きるチャンスです。
※着用いただいた制服
はお持ち帰りいただけ
ます。

講師名

日 時

参加費
持ち物

会 場

ハガキにてお申込のうえ抽選
①ご希望の日時 ②住所 ③氏名（フリガナ） ④学年
⑤連絡先 ⑥会員または一般 ⑦洋服のサイズ・身長
を明記のうえ、下記宛先までお送りください。

●締切は2018年7月9日（月）当日消印有効。●ハガキ１枚につきお一人様分のご応募と
させていただきます。（複数名記載は無効）●当選された方には、7月16日（月・祝）にご案
内を発送させていただきます。

※会員の方は、⑥の欄にコミュニティクラブたまがわ会員、Ｓ・Ｃカード会員、タカシマヤカード会員

（タカシマヤポイントカードを除く）、タカシマヤ友の会会員をご記入ください。

※ご記入いただいた個人情報につきましては、ご応募に関する目的以外では使用いたしません。

宛先

申込方法

対象：小学生～大人／定員：100名 対象：保護者と年長～
定員：各回5組10名9 対象：小学1年生～3年生女子

定員：各回4名

1

夏にぴったり
ぜいたく

贅沢マンゴータルトをつくろう
カットマンゴーをたっぷりと敷き詰めた、さわ
やかなタルトをつくってみよう。直径15㎝の
タルトを仕上げて、お持ち帰りいただけます。

玉川髙島屋S・C
富澤商店スタッフ　吉田 早織
8月16日（木）・17日（金）
23日（木）・24日（金）
各日①12：00～13：00
②15：00～16：00
会員 3,402円 ／ 一般 3,618円
エプロン、筆記用具、ハンドタオル
直径15㎝タルト1台
南館B1 フーズシティ富澤商店

講師名

日 時

参加費
持ち物
サイズ
会 場

なつ

対象：小学1年生～3年生
定員：各回4名

6

ガーデナーをめざして
はなや てんいん

お花屋さんの店員に
なってみよう
未来のガーデナーを目指して。お花の手入れ
方法や、植物が大きく育つ自然の不思議を
一緒に楽しく学びましょう。ミニ観葉植物の
植え込みもつくり、お持ち帰りいただきます。

玉川髙島屋S・C
プロトリーフスタッフ
8月22日（水）・23日（木）・24日（金）
①10：30～12：00 ②14：00～15：30
会員 4,320円 ／ 一般 4,536円
エプロン、ハンドタオル、飲み物
ガーデンアイランド 2F
プロトリーフガーデンアイランド玉川店

講師名

日 時

参加費
持ち物
会 場

5

お世話だいすき

うさちゃんの
キッズマイスターになろう
完全草食動物であるうさぎちゃんの食生活
や行動を知って、正しいお世話の体感を！ 小
さな命の尊さを感じていただきます。
※修了書を発行いたします。

玉川髙島屋S・C
うさぎのしっぽスタッフ
8月3日（金）・10日（金）
各日10：30～12：00
会員 2,700円 ／ 一般 2,835円
なし
ガーデンアイランドB1
うさぎのしっぽhus二子玉川店

講師名

日 時

参加費
持ち物
会 場

せわ

2

おいしいコーヒーをいれる

コーヒーバリスタになろう
コーヒーバリスタ体験チャレンジ！ シロップ
やミルクを合わせて、オリジナルのおいしい
アイスコーヒーをつくろう！

玉川髙島屋S・C
スターバックスコーヒースタッフ
8月2日（木）11：00～12：00
会員 3,024円 ／ 一般 3,240円
なし
南館7F スターバックスコーヒー

講師名

日 時
参加費
持ち物
会 場

対象：小学3年生～6年生
定員：10名

7

自分だけのオリジナル石けんをつくろう

こねこねソープをつくろう
2種類の香り（ラベンダー・ベルガモット）と色
合い（ピンク・ブルー）を使用して、好きな形
に整えられる手ごね石けんを作成します。使
用した香りは、お好きな1種類をプレゼントい
たします。

玉川髙島屋S・C
生活の木　玉川髙島屋S・C店スタッフ
8月3日（金）・4日（土）
①11：00～12：00
②14：00～15：00
会員 1,404円 ／ 一般 1,620円
エプロン
約100g×2個
南館4F　生活の木 

講師名

日 時

参加費
持ち物
サイズ
会 場

4

ワンちゃんのことをもっと知ろう

キッズトレーナーになろう
わんちゃん、ねこちゃんが大好きなあなた
へ。子犬や子猫と気軽にふれあいながら、基
本的なお世話のやり方、シャンプーなどのお
手入れにチャレンジ。
※動物アレルギーのお子様のご参加はご遠慮ください。

玉川髙島屋S・C
JOKER DOG&CAT AVENUE
二子玉川スタッフ
7月26日（木）・8月16日（木）
各日14：30～16：00
会員 3,564円 ／ 一般 3,780円
筆記用具、ハンドタオル
ガーデンアイランドB1
JOKER DOG&CAT AVENUE二子玉川

講師名

日 時

参加費
持ち物
会 場

3

パン職人になって

メロンパンをつくっちゃおう
生地をこねて発酵させて、自分の手でパンを
つくる体験をしてみましょう。焼きたてのパン
はとってもおいしいよ！

玉川髙島屋S・C　PAULスタッフ
7月24日（火）・8月2日（木）
8月21日（火） 各日10：30～12：15
会員 3,240円 ／ 一般 3,456円
筆記用具、エプロン、ハンドタオル
コミュニティクラブたまがわ

講師名
日 時

参加費
持ち物
会 場

対象：小学1年生～3年生
定員：各回26名

しょくにん し

※焼きあがったパンのお渡しは当日13：40以降となりま
す。南館Ｂ1フーズシティPAULにて。※本講座はアレル
ギーの特定原材料7品目の小麦、卵、乳を使用したパンを
製造しますので、アレルギーをお持ちの方は、ご予約の際
にお申し出くださいますようお願いいたします。

対象：小学1年生以上
定員：各回5名

対象：小学1年生～3年生
定員：各回4名

対象：小学1年生～3年生
定員：各回8名

対象：年中～6年生
定員：各回4名

じぶん せっ

8

快適なショッピングのお手伝い

お荷物お預かり
カウンタースタッフになろう
お客さまのお手荷物やお買い上げ品をお
預かりするお仕事です。お客様が快適に
ショッピングをしていただくためのお手伝い
をします。

玉川髙島屋S・C
お買い上げ品一時預かり
カウンタースタッフ
8月6日（月）・7日（火）・8日（水）
各日9：30～11：30
会員 1,944円 ／ 一般 2,160円
白いシャツ、黒っぽいズボン
本館3F　お買い上げ品
一時預かりカウンター 

講師名

日 時

参加費
持ち物
会 場

かいてき てつだ

にもつ あず

対象：小学生
定員：各回3名

1010

今年の夏休みはゴルフにチャレンジ

こども ゴルフ教室
今年の夏休みはゴルフを体験してみませんか？ 広い練習場
で、ボールが飛んでいく楽しさを味わいましょう。動きやすい
服装・運動靴でお越しください。

日本プロゴルフ協会認定Ａ級ティーチングプロ　永海 雅章プロ
8月1日（水）・2日（木）・3日（金） 13：00～14：00
会員 6,480円 ／ 一般 6,696円
※外出時保険代含む ※現地集合・解散

お持ちの場合はゴルフクラブ、ゴルフグローブ
井山ゴルフ練習場（世田谷区大蔵6-7-21）

講師名
日 時
参加費

持ち物
会 場

対象：小学1年生以上
定員：12名

ことし なつやす

きょうしつ

1414

ケンタッキーフライドチキン      

調理体験をしてみよう
あの“おいしさ”の秘密とは？ ケンタッキーフライドチキンの
「オリジナルチキン」を、実際につくれる調理体験教室。オリ
ジナルグッズのお土産付です。

オリジナルチキンマイスター／ケンタッキーフライドチキンスタッフ
8月5日（日）14：30～17：30
8月18日（土）・19日（日）各日①10：00～13：00 ②14：30～17：30
会員 3,026円 ／ 一般 3,242円
※外出時保険代含む ※現地集合・解散

なし 
横浜本社6F カーネルキッチン

講師名
日 時

参加費

持ち物
会 場

ちょうりたいけん

1313

海の生き物たちに会いに行こう

水族館の裏側をのぞいてみよう
普段は見ることのできない水族館の裏側へOPEN前に入館します。海の
生き物たちとふれあい、イルカトレーナー体験もできます！ ウォーターカー
テンを取り入れた迫力満点のイルカパフォーマンスもお楽しみください。

アクアパーク品川スタッフ
7月24日（火）・26日（木）・27日（金）
30日（月）・31日（火） 各日7：45～9：45
会員 7,074円 ／ 一般 7,290円
※入場料・外出時保険代含む ※現地集合・解散

なし
アクアパーク品川（JR品川・京浜急行品川駅下車徒歩2分）

講師名
日 時

参加費

持ち物
会 場

うみ い もの あ い

すいぞくかん うらがわ

1212

初心者歓迎 親子で海上散歩

親子シーカヤック体験
まずは陸上でオリエンテーションを受け、その後沿合いに向
かい海上散歩を楽しみます。大気が澄んでいれば富士山や
伊豆半島、江ノ島も一望できます。近くの島に上陸しシュ
ノーケリングをするのも楽しみのひとつ。

葉山セーリングカレッジスタッフ
8月4日（土） 9：30～15：45 ※お弁当付き
9：00 ＪＲ逗子駅 集合
会員 21,600円 ／ 一般 21,816円
※外出時保険代含む ※現地集合・解散

お申込みの方には、別途ご案内を差し上げます。
森戸海岸（三浦郡葉山町）

講師名
日 時

参加費

持ち物
会 場

しょしんしゃかんげい おやこ かいじょうさんぽ

おやこ たいけん

1111

未来のプロゴルファーを目指して

ジュニアゴルフ コースレッスン
未来のプロゴルファーを目指して、ゴルフコースで練習をし
ましょう。 ゴルフマナーも一緒に学べます。
※多摩川河川敷のショートコース利用。

日本プロゴルフ協会Ａ級ティーチングプロ　永海 雅章プロ
8月23日（木）10：00～13：00 ※雨天中止
会員 6,480円 ／ 一般 6,696円 
※外出時保険代含む ※現地集合・解散

ゴルフクラブ、ゴルフボール、
ゴルフシューズ、ゴルフグローブ等
東急ゴルフパークたまがわ（川崎市高津区）

講師名
日 時
参加費

持ち物

会 場

みらい めざ

対象：ゴルフ未経験者を除く小学1年生以上
定員：8名

対象：保護者と小学生
定員：15組30名

対象：保護者と小学生以上
定員：各回12組24名

対象：2名1組 保護者と小学生
定員：各回12組24名 1515

つかまえて、さわってみよう

野川の生きもの観察
多摩川の支流の野川では、どんな魚が泳いでいるかな？ 川
の水は気持ちよいかな？ 実際に川の中へ入り、魚をつかま
えて、さわってみよう。

NPO法人せたがや水辺デザインネットワーク　中西 修一
7月28日（土）10：00～12：00　雨天順延の場合は7月29日（日）
会員 2,700円 ／ 一般 2,916円
※外出時保険代含む ※現地集合・解散

帽子、タオル、飲み物、ウォーターシューズ、長ズボン  
世田谷区玉川3丁目 兵庫島橋付近の袂
（東急田園都市線・大井町線二子玉川駅下車徒歩5分）

講師名
日 時
参加費

持ち物
会 場

のがわ い かんさつ

対象：小学生／定員：20名
※必ず保護者同伴

親子 親子

親子親子

親子

いろは寄席 powered by:THEこども寄席

※掲載の写真は一部イメージです
※表示価格は、消費税を含む総額にて表示しております。 ※お持ち帰り袋は各自お持ちください。マークのついた講座は親子でご一緒にお楽しみいただけます。親子※掲載の写真は一部イメージです　※表示価格は、消費税を含む総額にて表示しております。 ※お持ち帰り袋は各自お持ちください。
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目指せプリンシパル
きょうしつなつやす

夏休みバレエ教室（経験者クラス）
世界大会に出場経験のある講師が、あなた
のバレエをワンランクアップ！ 今年の夏休
み、貴重なレッスンを受けてください。

Youth America GP Final 2016 
アンサンブル部門第3位
上松 鈴那
8月25日（土）11：30～12：30
会員 4,320円 ／ 一般 4,536円
レオタード、タイツ着用、
バレエシューズ
コミュニティクラブたまがわ

講師名

日 時
参加費
持ち物

会 場

夏のクッキーを楽しもう

アイシングクッキーを
つくろう

なつ たの

美味しくて楽しい夏のアイシングクッキーを
つくってみよう。アイシングの豆知識もこっそ
り教えちゃいます。親子で5個制作します。

Chicaco's Sweets Studio 主宰
新井 知加子
7月28日（土）10：30～12：30
会員 5,616円 ／ 一般 5,832円
エプロン、ハンドタオル、
20㎝×15㎝×高さ5㎝位の
クッキーが平置きできる容器
1個 縦5cm×横5cm
コミュニティクラブたまがわ

講師名

日 時
参加費
持ち物

サイズ
会 場

4039

電子レンジを使って、練りきり生地をつくり、上
生菓子に。つくった和菓子はお懐紙と黒文字を
使って、みんなでおやつタイム！ 2個つくります。

かわいい和菓子をつくろう
なつ

たいようけいわくせい

いろど

あさがお わがし
夏を彩るひまわりと
朝顔の和菓子

わがしなつやす じゆうけんきゅう ちい ちきゅう

和菓子研究家　山崎 彩
8月4日（土）・7日（火）
各日13：30～15：00
会員 2,916円 ／ 一般 3,132円
エプロン、おてふき、飲み物
1個 縦4cm×横4cm×高さ4cm
コミュニティクラブたまがわ

講師名
日 時

参加費
持ち物
サイズ
会 場

対象：小学生／定員：各回20名38

夏休みの自由研究に“小さな地球を”

グラスで
アクアリウムをつくろう
グラスの中に自然の景色を再現。自分だけの
おしゃれなアクアリウムをつくろう！ 成長を楽し
みながら生態系の仕組みや循環も学べます。

水草と生き物の専門ショップ
SENSUOUSスタッフ
8月25日（土）・26日（日）
①10：30～12：00 ②13：30～15：00
会員 5,184円 ／ 一般 5,400円
なし
縦11cm×横14cm×高11.5cm
コミュニティクラブたまがわ

講師名

日 時

参加費
持ち物
サイズ
会 場

対象：年長～小学生／定員：各回12名
※未就学児は保護者同伴

34

～今年は火星大接近～

太陽系惑星モデルをつくろう

ことし かせいだいせっきん

今年大接近する火星や太陽系の８個の惑星が
どんな姿をしているのか、惑星の特徴を学びな
がら惑星モデルを工作します。オリジナルの惑
星もつくってみよう！

はまぎんこども宇宙科学館 科学コミュニケーター
甲谷 保和
8月9日（木）
①10：30～12：00 ②13：30～15：00
会員 3,564円 ／ 一般 3,780円
筆記用具、飲み物 
縦30cm×横40cm×高さ15cm
コミュニティクラブたまがわ

講師名

日 時

参加費
持ち物
サイズ
会 場

へや ほし うつ

～部屋いっぱいに星を映そう～

プラネタリウムで
星空をつくろう
ピンホール式プラネタリウムを工作しながら、星
と星座について学びます。自分でつくったプラネ
タリウムで部屋中を星でいっぱいにしてみよう！

はまぎんこども宇宙科学館 科学コミュニケーター
甲谷 保和
8月7日（火）
①10：30～12：00 ②13：30～15：00
会員 3,240円 ／ 一般 3,456円
筆記用具、セロテープ、はさみ、飲み物
縦40cm×横20cm×高さ30cm
コミュニティクラブたまがわ

講師名

日 時

参加費
持ち物
サイズ
会 場

対象：小学生／定員：各回25名
※未就学児は保護者同伴なら可　

ほしぞら

対象：小学生／定員：各回25名
※未就学児は保護者同伴なら可　

かせい もくせい どせい み

35

～火星・木星・土星も見える～

天体望遠鏡をつくって
宇宙を観察しよう

天体望遠鏡を工作しながら、望遠鏡のしくみと使い
方を学びます。いろいろな星を観察したり、自分でつ
くった天体望遠鏡で月の撮影にも挑戦してみよう！　

はまぎんこども宇宙科学館 科学コミュニケーター
甲谷 保和
7月23日（月）
①10：30～12：00 ②13：30～15：00
会員 5,400円 ／ 一般 5,616円
筆記用具、セロテープ、はさみ、飲み物 
縦5cm×横45cm×高さ7cm 
コミュニティクラブたまがわ

講師名

日 時

参加費
持ち物
サイズ
会 場

うちゅう かんさつ

てんたいぼうえんきょう

めざ

対象：小学生／定員：10名

親子で学ぶ

ロボットプログラミングワークショップ
親子でロボットの組み立てから、プログラムの基礎知識、操作
まで、ものがつくられる一連の流れを知り、ロボットプログラミ
ングの基礎を学びます。

世田谷ハツメイカー研究所講師
①7月28日（土） ②7月29日（日）
各日13：00～16：00 ※16：00～17：00 質問時間（自由参加）
会員 5,400円 ／ 一般 5,616円
ロボットご購入の方は別途15,120円（当日現金受付）
筆記用具 
コミュニティクラブたまがわ

講師名
日 時

参加費

持ち物
会 場

おやこ まな

楽曲づくり ＆ ミニコンサート

倉本美津留さんと「しあわせのうた」
みんながしあわせを感じるものはなに？ 世界にひとつだけの
「しあわせのうた」をつくって歌います。さらに倉本美津留さん
のミニコンサートも！

倉本 美津留（Eテレ「シャキーン！」など企画）
8月5日（日）13：30～14：30
会員 3,240円 ／ 一般 3,456円
なし
コミュニティクラブたまがわ

講師名
日 時
参加費
持ち物
会 場

24

がっきょく

対象：小学生／定員：40名
※保護者同伴の場合は幼児も可

くらもとみつる
みんなで考えて描こう

倉本美津留さんと言葉で遊ぼう
新しい言葉ゲーム「おもしりとり」で遊びましょう！ 言葉をしりと
りでつなげ、絵に描いて発表します。楽しみながら、やわらかい
発想力を伸ばします！

倉本 美津留（Eテレ「シャキーン！」など企画）
8月5日（日）10：30～11：30
会員 3,240円 ／ 一般 3,456円
なし
コミュニティクラブたまがわ

講師名
日 時
参加費
持ち物
会 場

23

かんが か

くらもとみつる ことば あそ

正倉院にある組紐（くみひも）と同じ伝統的な組み方で、丸台
で絹糸のミサンガやストラップをつくってみよう。

有職組紐 道明　徳澤 紫
①8月9日（木） ②8月23日（木） 各日13：30～15：00
会員 3,024円 ／ 一般 3,240円
なし
長さ20cm前後
コミュニティクラブたまがわ

講師名
日 時
参加費
持ち物
サイズ
会 場

絹糸組紐のアクセサリーをつくる
たの くみひも

はじめての楽しい組紐

きぬいとくみひも

にほん

対象：小学生／定員：各回10名
※小学1・2年生は保護者同伴22

「カラーじゃない世界」という、新鮮な世界を体験。墨一色、墨
の濃淡だけで、水墨画を描いてみよう。

墨閃会代表／水墨画家　土屋 秋恆    
7月28日（土）・8月25日（土）10：30～12：00 
会員 2,160円 ／ 一般 2,376円
エプロン、筆を拭くための雑巾1枚
縦29.7cm×横21cm
コミュニティクラブたまがわ

講師名
日 時
参加費
持ち物
サイズ
会 場

墨の濃淡の美しさ
すみえ えが

墨絵を描く

すみ のうたん うつく

対象：小学生／定員：各回30名
※保護者同伴の場合は幼児も可21

お茶室の畳に座り、「チューリップ」や「さくらさくら」を弾いて
みましょう。経験者は別の曲に挑戦！　　

生田流宮城社師範　たちばな みち 他
8月1日（水）①13：30～14：30 ②14：45～15：45
8月2日（木）①11：30～12：30 ②13：30～14：30
会員 1,944円 ／ 一般 2,160円
なし
コミュニティクラブたまがわ

講師名
日 時

参加費
持ち物
会 場

キレイな音にうっとり
たいけんそう

お筝を体験してみよう

おと

20

※ご受講後、10月期定期サークルは1回ごとのお申込みでも承ります。

対象：小学生／定員：各回6名
※保護者同伴の場合は幼児も可

日本のこころ

裏千家名誉師範
増田 宗房　ほか
8月3日（金）
①10：30～12：30
②13：30～15：30
会員 4,284円 ／ 一般 4,500円
白足袋または白色のソックス
コミュニティクラブたまがわ

お茶と和室のマナーを体験しよう
「お茶」ってどんな
もの？ どんな決まり
があるの？
実際にお茶をたて
たり、おいしいお菓
子を味わって、茶道
の世界を体験！

講師名

日 時

参加費
持ち物
会 場

ちゃ わしつ たいけん

18
つくって楽しい、飲んでおいしい

茶茶の間店主　和多田 喜
和菓子研究家　山崎 彩
8月23日（木）13：30～15：00
会員 4,860円 ／ 一般 5,076円
おてふき
コミュニティクラブたまがわ

和菓子づくりと日本茶の飲み比べを体験しよう
和菓子は練りきり
製のスイカの手づ
くり体験とそれに合
わせた日本茶の飲
み比べを楽しむ講
座です。

講師名

日 時
参加費
持ち物
会 場

わがし にほんちゃ の くら たいけん

19

やってみたいと思ったらそれは才能！

36

対象：小学生 定員：20名対象：小学4年生以上
定員：各回10名

対象：保護者と小学生以上／定員：各回25名
※未就学児も保護者同伴なら可 
※お子様のみの参加は小学1年生以上

対象：保護者と年中～小学生
定員：8組16名

43

対象：小学生／定員：40名
※保護者同伴の場合は幼児も可

33

見て！ さわって！

にこぷるジェルキャンドル

たの の

親子

親子

親子

けいけんしゃ

バレリーナになろう
きょうしつ

はじめてのバレエ教室（初心者クラス） 
夏休みにバレエを体験してみませんか？ 世
界大会に出場経験のある講師が優しくバレ
エの楽しさをお伝えします。

Youth America GP Final 2016
アンサンブル部門第３位　上松 鈴那
8月25日（土）10：00～11：00
会員 4,320円 ／ 一般 4,536円
レオタード、タイツ着用、
バレエシューズ
コミュニティクラブたまがわ

講師名

日 時
参加費
持ち物

会 場

しょしんしゃ

31 対象：年少～年長／定員：10名

ひらいて、びっくり
えほんと だ えほんだ

飛び出す絵本をつくろう（幼児対象） 
はじめてでも簡単にできる！ かわいくて、飛
び出す絵本が誰にでもつくれます。 

望月 智世
8月6日（月）10：30～12：30
会員 3,780円 ／ 一般 3,996円
はさみ、のり  
コミュニティクラブたまがわ

講師名
日 時
参加費
持ち物
会 場

ようじたいしょう しょうがくせいたいしょう

だ

32

ひらいて、びっくり
と

飛び出す絵本をつくろう（小学生対象） 

対象：小学生／定員：10名

こんな飛び出す絵本を自分でつくることが
できたら、ステキじゃないですか？ 夏休みの
自由工作に、ぜひどうぞ！

望月 智世
8月6日（月）13：30～15：30
会員 3,780円 ／ 一般 3,996円
はさみ、のり
コミュニティクラブたまがわ

講師名
日 時
参加費
持ち物
会 場

対象：年中以上／定員：各回8名
※未就学児は保護者同伴なら可　

み

ぷるぷるのジェルとカラフルなスマイルキャンド
ルを夏休みの思い出と一緒にガラス瓶へ詰めよ
う！ 見て、さわって、癒されて、、火の灯し方のレ
クチャーもあります。初めての小さなお子様でも
大丈夫です。1人2個おつくりいただきます。

キャンドルアーティスト　candle uni
8月5日（日）
①10：30～12：30 ②13：30～15：30
会員 3,348円 ／ 一般 3,564円
なし
1個 縦7.5cm×横7.5cm×高さ7cm
コミュニティクラブたまがわ

講師名
日 時

参加費
持ち物
サイズ
会 場

37

気分は南国

タヒチアンダンス

きぶん なんごく

南太平洋の島国・タヒチに伝わるタヒチアン
ダンスを体験してみましょう。タヒチアンドラ
ムのビートに合わせて、元気に踊ります！

ライマーラマ表参道
タヒチアンダンススタジオ講師
和多田 容子
8月4日（土）13：30～15：00
会員 1,944円 ／ 一般 2,160円
運動しやすい服装、タオル、飲料水
コミュニティクラブたまがわ

講師名

日 時
参加費
持ち物
会 場

対象：年中～小学生／定員：20名

※汚れても良い服装でいらしてください

発泡スチロール、紙粘土のオブジェ、木や布紙に絵を描いたり
色を塗ったりしたものなどをどんどんつるして巨大なモビール
をつくり上げよう！ お持ちかえり用の通常サイズも製作します。

現代美術作家　冨安 由真    
7月29日（日）・8月4日（土）①10：00～11：30 ②13：30～15：00
会員 4,860円 ／ 一般 5,076円
はさみ、とんかち、雑巾。 そのほか、吊るしたいものがあれば
お持ちください。但し、あまり重いものは吊るせないことがございます。
コミュニティクラブたまがわ

講師名
日 時
参加費
持ち物

会 場

26

カラフルな不織布を切り貼りして、ジャンボフラワーをつくっ
てみよう。直径約50cmにもなるお花は写真映え間違いなし
です。最後に出来上がったお花と一緒に写真撮影も。

日本ペーパーアート協会本部講師
前田 京子
8月1日（水）①10：00～11：30 ②13：30～15：00
会員 4,428円 ／ 一般 4,644円
筆記用具
コミュニティクラブたまがわ

講師名

日 時
参加費
持ち物
会 場

インスタ映え間違いなし

みんなで巨大フラワーをつくろう
きょだい

ば まちが

27

オリジナルハーバリウムを３本つくって、好きな組み合わせ
で自分だけのオリジナルハーバリウムをつくろう。

フラワーアーティスト　芳田 有加里
8月5日（日）・11日（土・祝）・17日（金）・18日（土）
各日①10：30～11：30 ②13：30～14：30
会員 5,400円 ／ 一般 5,616円
なし
縦7.5cm×横7.5cm×30cm（3本分） 
コミュニティクラブたまがわ

講師名
日 時

参加費
持ち物
サイズ
会 場

28対象：小学生／定員：各回20名 対象：小学生／定員：各回20名たまがわ プロジェクト巨大化

29 対象：小学生／定員：10名

対象：小学生／定員：各回20名

どんどん吊るそう

みんなで巨大モビールをつくろう
きょだい

つ

自分だけのオリジナルハーバリウム

巨大ハーバリウムをつくろう
きょだい

じぶん

※掲載の写真は一部イメージです
※表示価格は、消費税を含む総額にて表示しております。 ※お持ち帰り袋は各自お持ちください。マークのついた講座は親子でご一緒にお楽しみいただけます。親子

※掲載の写真は一部イメージです
※表示価格は、消費税を含む総額にて表示しております。 ※お持ち帰り袋は各自お持ちください。マークのついた講座は親子でご一緒にお楽しみいただけます。親子

25 対象：保護者と小学生
定員：各回10組20名



49 対象：年中～／定員：各回20名
※必ず保護者同伴

カルトナージュでつくる

メッセージボード
メモや写真、カード等をリボンに差し込んで使える壁かけタ
イプのメッセージボードをつくってみよう。生地の色はピン
クになります。

Haco Works 主宰　国府田 清香
7月29日（日）①10:30～12:30 ②13:30～15:30
会員 5,724円 ／ 一般 5,940円
はさみ、定規（30cm）、シャーペン、木工用ボンド
縦28cm×横35cm×幅1cm
コミュニティクラブたまがわ

講師名
日 時
参加費
持ち物
サイズ
会 場

50

ミニパフェをつくろう
街で見かけるあの日本だけの食品サンプル。今回はその材
料を使ってクリップパフェをつくってみよう。色々な食品サン
プルも見られるよ。パーツのおまけ付き。

大和サンプル製作所スタッフ
8月8日（水）13：30～15：30
会員 3,888円 ／ 一般 4,104円
なし
縦5cm×横5cm×高さ5cm
コミュニティクラブたまがわ

講師名
日 時
参加費
持ち物
サイズ
会 場

家族でヨーヨーにチャレンジ

ハイパーヨーヨー
ファミリー教室

かぞく

多くの世代に人気の「ハイパーヨーヨー」にチャレ
ンジ！ 日本ヨーヨー協会の講師が丁寧に教えま
す。親子・兄弟などご家族での参加も大歓迎です。

JYYA日本ヨーヨー協会公認
デモンストレーター　金辺 庸平
8月5日（日）
①10：30～12：00 ②13：30～15：00
会員 5,400円 ／ 一般 5,616円
タオル、飲み物
コミュニティクラブたまがわ

講師名

日 時

参加費
持ち物
会 場

48

自由に絵や色を描いた「マイけん玉」をつく
ろう！ けん玉の持ち方や基本の技を楽しく
覚えて、級の認定にもチャレンジしてみよう。

「マイけん玉」をつくろう
おやこ だま

親子でけん玉にチャレンジ

だま

日本けん玉協会認定指導員
8月12日（日）・16日（木）
各日①10：30～12：30
②13：30～15：30
会員 5,400円 ／ 一般 5,616円
エプロン
縦18㎝×横7㎝
コミュニティクラブたまがわ

講師名
日 時

参加費
持ち物
サイズ
会 場

47

こども実験教室

モビールプレーンを飛ばそう

じっけんきょうしつ

モーターを使った電気回路の実験をしてみ
よう！ モーターの使い方がわかったらプロペ
ラをつけてバランスよくつり下げて、くるくる
飛ぶ飛行機をつくってみよう。

あおば理科 主宰　並木 高洋
8月3日（金）
①10：30～12：00 ②13：30～15：00
会員 4,104円 ／ 一般 4,320円
筆記用具、空のペットボトル（500ｍL）1本
縦15cm×横17cm×高さ5cm
コミュニティクラブたまがわ

講師名
日 時

参加費
持ち物
サイズ
会 場

46

ビー玉が、転がって飛んでＵターン！ みんな
も知ってるピタゴラ装置の入門編です。楽し
いコースをペットボトルなど身の回りのもの
を使ってつくってみよう。

つくる楽しさ、あそぶ楽しさ
だま

ビー玉ころころコースター

たの たの

あおば理科 主宰　並木 高洋
8月12日（日）
①10：30～12：30 ②13：30～15：30
会員 4,320円 ／ 一般 4,536円
空のペットボトル（500mL）1本、
トイレットペーパーの芯 2本
縦30cm×横30cm×高さ40cm
コミュニティクラブたまがわ

講師名
日 時

参加費
持ち物

サイズ
会 場

45

きょうしつ

と

※小学生2名（兄弟姉妹など）での参加も可。
※年長のお子様は保護者同伴に限り参加可。

対象：小学1～3年生／定員：各回15名
※保護者同伴の場合は幼児も可

プロ級の技にチャレンジしたり、秘密の道具
を自分でつくってみよう。覚えたマジックは
お友達に披露してびっくりさせよう！

超ふしぎにチャレンジ
きょうしつ

こどもマジック教室

ちょう

マジックディーラー　八木 裕明
7月22日（日）・8月3日（金）
各日①10：30～12：00
「びっくりハンカチーフ」
②13：30～15：00「どきどきカード」
会員 3,024円 ／ 一般 3,240円
筆記用具、はさみ、のり、セロテープ、
10円玉5枚
コミュニティクラブたまがわ

講師名
日 時

参加費
持ち物

会 場

44 対象：小学生／定員：各回16名

クレヨンや絵の具で、本格的な素焼きのオカ
リナに絵を描いたり、色をつけたりします。自
分だけのオカリナが完成したら、実際に吹い
て楽しんで。

つくってたのしい、ふいてたのしい

オリジナルオカリナを
つくろう

オカリナ講師　納谷 亮太 ／ 菅野 弘太
7月31日（火）14：00～15：30
8月2日（木）・8日（水）各日10：30～12：00
会員 3,132円 ／ 一般 3,348円
エプロン、ハンドタオル、下絵、飲み物
縦8cm×横15cm×高さ4cm
コミュニティクラブたまがわ

講師名
日 時

参加費
持ち物
サイズ
会 場

43

こどものためのＣＧ教室
じげん

本格的な3次元ＣＧに
挑戦してみよう

しーじーきょうしつ

パソコンの力を借りて、CG（コンピューター
グラフィックス）の世界をのぞいてみよう！ 3
次元で立体を作成することで、図形的・数学
的なセンスも身につきます。

ZOU STUDIOアーティスト
江口 響子
8月3日（金）・23日（木）
各日10：30～12：30
会員 3,024円 ／ 一般 3,240円
ＵＳＢメモリー（4ＧＢ以上）
コミュニティクラブたまがわ

講師名

日 時

参加費
持ち物
会 場

42

お金の大切さや使い方をあらためて学び、
考えてみるチャンス！ そして、実際に銀行へ
行って店内を見学しましょう。

銀行ってどんなところ
たいせつ かね ほんかくてきかんが

大切なお金のことを考えてみよう

ぎんこう

新生銀行 二子玉川支店 支店長
高崎 昌代
8月11日（土）
①10：00～11：30 ②13：30～15：00
会員 2,160円 ／ 一般 2,376円
※外出時保険代含む

なし
コミュニティクラブたまがわ
※コミュニティクラブたまがわで講義のあと、
新生銀行 二子玉川支店へ移動いたします。

講師名

日 時

参加費

持ち物
会 場

対象：小学生／定員：各回15名
※保護者同伴の場合は幼児も可 ※低学年は、保護者同伴が望ましい。　

対象：小学生／定員：各回20名
※保護者同伴の場合は幼児も可

対象：小学4年生～高校生
定員：各回5名

自分でつくるって、こんなに楽しい。

しーじー

ちょうせん

対象：保護者と小学生
定員：各回15組30名

対象：保護者と年長～小学生
定員：各回10組20名

5

対象：小学生／定員：30名
※保護者同伴の場合は幼児も可

かわいい食品サンプル
しょくひん

51

好きな生き物を白いお皿に、陶芸上絵付専用絵の具を使
い、筆で描きます。作品はお預かりし、焼成後のお渡しにな
ります。自分で描いたお皿は、食卓が楽しくなること間違い
なし。※作品のお渡しは8月の下旬です。

陶芸家　川松 弘美
8月11日（土・祝）①10：30～12：30 ②13：30～15：30
会員 4,752円 ／ 一般 4,968円
エプロン、ハンドタオル
縦23cm×横23cm×高さ3.5cm
コミュニティクラブたまがわ

講師名
日 時
参加費
持ち物
サイズ
会 場

60

かわいいペーパーアートフレーム
好きな色のお花やリボンを組み合わせて、オリジナルのドレ
スをつくってみよう。おしゃれにデコってお部屋に飾ってね。

パピヨンヌ 主宰　織田 真理子
7月24日（火）・8月24日（金）各日10：30～11：30
会員 4,482円 ／ 一般 4,698円
ウエットティッシュ（のりを使用します）
縦20cm×横15cm×高さ2.5cm
コミュニティクラブたまがわ

講師名
日 時
参加費
持ち物
サイズ
会 場

デザイナー気分で楽しくアレンジ
きぶん たの

対象：小学生／定員：各回30名59

ハート型のトレーをつくろう
ハート型のトレーに、花の絵を描くように彫って、オリジナル
のトレーをつくってみよう。

グラスグラヴィール 主宰/NGR理事　持田 小百合
8月2日（木）10：30～11：30
会員 4,752円 ／ 一般 4,968円
なし
縦11cm×横12cm×高さ1.5cm
コミュニティクラブたまがわ

講師名
日 時
参加費
持ち物
サイズ
会 場

ガラスの手彫り（グラスリッツェン）
てぼ

対象：小学3年生～中学生
定員：10名

がた

58

かわいい帽子の定規とお花のキーホルダー
トレーシングペーパーに帽子のデザインを写し、こすって立体的
に仕上げて定規にはめこみます。キーホルダーには、小さなバラ
の花をつくって入れます。しおりやミニカードもつくってみよう。

松本 恭子
7月30日（月）10：30～12：30
会員 3,564円 ／ 一般 3,780円
はさみ、白色鉛筆
定規：15㎝、キーホルダー：2.5cmの球形
コミュニティクラブたまがわ

講師名
日 時
参加費
持ち物
サイズ
会 場

松本恭子のパーチメントクラフト
まつもときょうこ

ぼうし じょうぎ はな

対象：小学生／定員：20名

56

ボタニカルアートをつくろう
自分の描いた絵と植物を合わせて、自分だけのボタニカル
アートをつくろう。夏の思い出や好きな風景を描いたり、思
い出の写真をコラージュして、素敵な作品をつくってみよう。

フラワースタイリスト　小野 池江子
8月9日（木）①10：30～12：30 ②14：00～16：00
会員 5,400円 ／ 一般 5,616円
エプロン、色鉛筆やクーピーやクレヨン等、
何かコラージュしたい写真（ハガキサイズ以内）
縦25cm×横35cm×奥行3㎝
コミュニティクラブたまがわ

講師名
日 時
参加費
持ち物

サイズ
会 場

素敵なお部屋のインテリアに
すてき へや

57

羊毛でつくるふわふわパンダ
羊毛でかわいいパンダをつくってみよう。手足が自由に動き
ますので立ったり座ったりお好きなポーズで飾ります！
※お申込み時に ① 黒 ② ピンク ③ 茶から色をお選びください。

フリースドック作家 SINCO
7月30日（月）①10：30～12：30 ②13：30～15：30
会員 4,104円 ／ 一般 4,320円
はさみ、ラジオペンチ（貸出可）
高さ14cm
コミュニティクラブたまがわ

講師名
日 時
参加費
持ち物
サイズ
会 場

カラーをえらべる
ようもう

対象：小学生／定員：各回20名
※保護者同伴の場合は幼児も可

53

かわいい貝がらのミニボックス
つるで編んだ小さな手づくりの蓋付きボックス。いろんな貝
がらを飾って、デザインの違う２個の貝がらボックスをつくっ
てみよう。

日本セーラーズバレンタイン協会代表　飯室 はつえ
8月9日（木）10：30～12：00
会員 5,184円 ／ 一般 5,400円
ウエットティッシュ
1個 縦7cm×横7cm×高さ7cm
コミュニティクラブたまがわ

講師名
日 時
参加費
持ち物
サイズ
会 場

夏にぴったり
かい

54

こども陶芸教室
粘土のかたまりをこねて丸めて、自分の好きな作品をつくっ
てみよう。お皿やカップ、動物など自由な発想で素敵な作品
に仕上げましょう。※作品のお渡しは8月の下旬です。

陶芸家　黒崎 温子
7月22日（日）・29日（日）
各日①10：30～12：00
②13：00～14：30 ③15：00～16：30
会員 3,240円 ／ 一般 3,456円
エプロン、汚れてもよいハンドタオル
コミュニティクラブたまがわ

講師名
日 時

参加費
持ち物
会 場

土とふれあおう
とうげいきょうしつ

対象：保護者と年長～小学生
定員：各回10組20名55

くるくるコロコロゲーム島
コロコロと玉を転がして遊べる、ポップで楽しい迷路をつ
くってみよう。材料を自由に組み合わせて、自分だけのゲー
ム島を創作できる楽しいアート工作です。

図工作家　ミノオカ・リョウスケ
8月18日（土）①10：30～12：00　②13：30～15：00
会員 4,212円 ／ 一般 4,428円
はさみ、油性サインペン
縦22.5cm×横30cm×高さ7cm
コミュニティクラブたまがわ

講師名
日 時
参加費
持ち物
サイズ
会 場

つくって遊べるアートな工作
あそ こうさく

対象：小学生／定員：各回20名
※小学1・2年生は保護者同伴

じま

対象：小学生／定員：各回12名

つちなつ

52

話題のハーバリウムを楽しもう
ピンクのバラと小さなお花と実をオイルにつけて植物のボトルをつくっ
てみよう。小さなボトルの中にお花の世界が広がります。色々な角度か
ら楽しむことができます。仕上げはかわいいリボンで仕上げましょう。

フラワーデザイナー T.H-Blomster　波間 智子
7月31日（火）①10：30～12：00　②13：30～15：00
会員 3,888円 ／ 一般 4,104円
なし
縦5cm×横5cm×高さ13cm
コミュニティクラブたまがわ

講師名
日 時
参加費
持ち物
サイズ
会 場

ピンクのお花の植物標本(ボトル）
わだい たの

はな しょくぶつひょうほん

対象：小学生／定員：20名
※保護者同伴の場合は幼児も可対象：小学生／定員：各回20名

親子

親子

親子

親子

対象：保護者と小学4年生～6年生
定員：各回7組14名41

対象：小学生／定員：各回15名

自分が好きな生き物の絵を描こう
じぶん す い もの え か

うわえつ ざら

上絵付け皿

※掲載の写真は一部イメージです
※表示価格は、消費税を含む総額にて表示しております。 ※お持ち帰り袋は各自お持ちください。 6マークのついた講座は親子でご一緒にお楽しみいただけます。親子

※掲載の写真は一部イメージです
※表示価格は、消費税を含む総額にて表示しております。 ※お持ち帰り袋は各自お持ちください。マークのついた講座は親子でご一緒にお楽しみいただけます。親子


