クロスステッチストラップ

3 （金祝）

4 （土）

11:00-16:00

12:30-16:00

季節を学ぶ和紙人形クラブ

和紙人形クラブ ・ 牛乳パックの
手すきハガキ

ストロー
さかあがりくん

11 ： 00 ～ 15 ： 30 ◆どなたでも ￥0
当日直接会場（ 市民ギャラリー） へ

算数を楽しもう

ペットボトルペンケース

マイそろばんを作って
練習しよう！
￥1,200 4 名

自分で作ろう
マイそろばん
マグネットパズル

13 ： 30 ◆小 1 ～

ピーターフランクルさんがパルテノン
多摩に来るよ！記念。算数を楽しもう
●塩のスーパーボール
￥100
●しましまブロックパズル
￥150
◇かわいい♡樹脂ねんど選手権 ￥150

●フェルトのマグネット（2 ｺ）￥100
☆サンリオ♡ぬりえチェーン
￥410
●ふうせん人形
￥200
●トラックちょきんばこ
￥450

【常設体験 】
作ってみよう！多摩ニュータウン
かわいい樹脂粘土、 かっこいいプラ板投票！

はかってつくろう
塩のスーパーボール

5 （日）

11 （土）

11:00-16:00

12:30-16:00

かわいい！かっこいい！

宇宙ボトルをつくろう！
￥200 6 名

数と形であそぶ
しましま
ブロックパズル
キャップのミニ帽子

13 ： 30 ◆小 1 ～

●ペットボトルペンケース
○紙コップシューター
●キャップのミニ帽子

パルテノン多摩
子どもと親子の体験の部屋

￥100
￥100
￥150

Kids' Factory

【常設体験 】
作ってみよう！多摩ニュータウン
かわいい樹脂粘土、 かっこいいプラ板投票！

12 （日）

2017 年

11:00-16:00

の予定

￥100
￥100
￥150
￥130

【常設体験 】
作ってみよう！多摩ニュータウン
かわいい樹脂粘土、 かっこいいプラ板投票！

18 （土）
12:30-16:00

開室時間 : 土曜日 １２：３０～１６: ００
その他 １１：００～１６: ００

クロスステッチ
ストラップを作ろう！
￥300 4 名

１1 月

●ペットボトルペンケース
☆かっこいい☆プラ板選手権
●ミニリースリボンバッヂ
◇どんぐりスイーツストラップ

13 ： 30 ◆小 3 ～

○マグネットパズル
￥200
◇かわいい♡樹脂ねんど選手権 ￥150
●オリジナル万華鏡
￥350

今月のテーマ ：

と
を

【常設体験 】
作ってみよう！多摩ニュータウン
かわいい樹脂粘土、 かっこいいプラ板投票！

かんがえる

19 （日）

23 （木祝）

11:00-16:00

11:00-16:00

じっけんクラブ
みんな～空気であそぼうよ！

クリスマスの
スイーツプレートを作ろう！

事前申込 11/4 ～受付開始！
13 ： 30 ～ 15 ： 30 ◆小 1、 ２ ￥300
講師 ： たまちだ実験し隊

※ 11/23（ 木祝） ・ 12/3（ 日） 参加できる方

いつも可愛い作品、かっこいい作
品を作ってくれて、ありがとうご
ざいます！今月は人が「可愛い」
「かっこいい」と感じるデザインと
はどんなものかを考えたデザイン
で工作をしてみます！今月は、先
月の可愛い樹脂粘土とかっこいい
プラ板を投票します！

11/23（木）、12/3（日）
クリスマスのスイーツプレート

○ストローさかあがりくん
●キャップのミニ帽子
☆サンリオ♡ぬりえチェーン
●ふうせん人形

￥100
￥150
￥410
￥200

【常設体験 】
かわいい樹脂粘土、 かっこいいプラ板投票！

25 （土）
12:30-16:00

モビールをつくろう

事前申込 11/4 ～受付開始！

￥200 6 名

13 ： 30 ◆小 1 ～

11 ： 00 ～ 12 ： 30 ◆小 3 ～ ￥1,000
講師 ： Tutti（ 石黒）

とうめいせっけんをつくろう
￥400 6 名 13 ： 30 ◆小 1 ～
グリセリンソープを使用します。 肌が荒れや
すいお子さんなどは、 事前にご確認をおねが
いします。

●キャップのゆびわ
☆かっこいい☆プラ板選手権
○マグネットパズル

￥100
￥100
￥200

ミニ
リース
【常設体験 】
リボン
かわいい樹脂粘土、 かっこいいプラ板投票！ バッヂ

26 （日）
11:00-16:00

かっこいい
革のキーホルダーをつくろう！
￥350 6 名

13 ： 30 ◆小 1 ～

●キャップスピナー
￥100
●フェルトのマグネット（2 ｺ）￥100
◇どんぐりスイーツストラップ ￥130
【常設体験 】
かわいい樹脂粘土、 かっこいいプラ板投票！

○ストローさかあがりくん
￥100
●くるくるバレリーナとヒーロー￥150
●ミニリースリボンバッヂ
￥150

●くるくるバレリーナとヒーロー￥150
●しましまブロックパズル
￥150
◇○光るねんどストラップ
￥180
とうめいせっけん

【常設体験 】
かわいい樹脂粘土、 かっこいいプラ板投票！

【常設体験 】
かわいい樹脂粘土、 かっこいいプラ板投票！

＜キッズファクトリー参加方法＞

＜表の見方＞

①「時間限定ワークショップ」（表の上段・白色）
（ようび）
スタッフ講師がついて行うワークショップです。当日開室時間より、キッズファクトリーで、
じかん
お子さんご本人から受付を行います。※電話予約や友達兄弟の分、大人だけでの予約はできません。
②「自由プログラム」（表の中段・緑色）
時間限定ＷＳ
開室中にいつでも参加できるプログラムです。作り方を見ながら、保護者の方やお友達同士で
（ 名人発見！工房）
一緒に作ります。※スタッフは指導につきません。
③「常設体験」（表の下段・水色）
主に無料でどなたでも体験できる展示です。
●自由プログラム
④「名人発見！工房」（表の上段・「事前申込」と記載・白色）
近隣のプロの方や企業、学校などの講師によるワークショップです。
【 常設体験 ・ 展示】
事前にたま広報やパルテノン多摩 News などでお知らせして、ホームページで受け付けます。
※小学校低学年以下のお子さんは、かならず保護者の付き添いをお願いします。
公益財団法人多摩市文化振興財団（パルテノン多摩）〒 206-0033 多摩市落合 2-35 電話：042-375-1414（代）

ひ

