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ベビーカー置き場

授乳所

３万個のせんたくばさみで富士山をつくろう

よしもと芸人ワークショップ

１万個の紙コップの造形

マスキングテープで描こう

ふじさんペンダントをつくろう

アートコースターをつくろう

理想のおうちはどんな家 ?
スクラップBOOKをつくろう！

お絵かきロボットをつくろう

ロボット「ユピ坊」を動かしてみよう !

コンピューターとじゃんけん対決しよう！
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知育レッスン体験
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あしざわまさひとの「おさんぽアート」体験

スポーツ体験
スゴワザにチャレンジしよう!
けん玉ワークショップ
スゴワザにチャレンジしよう!
フリースタイルフットボール
人間の可能性は無限大！パラリン
ピックを知ろう！体感しよう！
プロの選手に挑戦だ！！バスケット
の技その醍醐味を体感しよう

【16日】親子でチャレンジしよう
             エスパルスサッカー体験
【17日】巨大キックダーツで
　　　　 シュートチャレンジ
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体験ステージ
「SPACおはなし劇場」
ものがたりのせかいにとびこもう
わくわくおんがく体験

【17日】親子でたのしみながら、からだを動かそう!
            「パワフル運動あそび」
スゴワザステージ
けん玉パフォーマンス
スゴワザステージ
フリースタイルフットボール

“キラッキ”のわくわくじゃんけん大会
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子育てママ団体ワークショップ
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流木アートプレートをつくろう

木の実のクラフトアレンジワークショップ

アロマ石けん・アロマスプレーをつくろう

【16日】カラフル輪ゴムのゴムかけ曼荼羅
【17日】革の刻印キーホルダー
【16日】ホイップデコのワークショップ
【17日】カンナ屑ポンポンづくり
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make by hand トコトコっち

ヤマコハンコ

Happy Strawberry

【16日】ハンドメイドハウスto-KoWa
【17日】m♡mignon(エム・ミニョン)
【16日】はぴままセレクション
【17日】あみものくらぶ

56 【16日】*dokin*
【17日】ハンドメイドショコラ

マルシェ

マーケット
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【16日】Ta journee(タジュルネ)
【17日】petalo
【16日】HAMA
【17日】Leinani

【17日】UNJYO ACCE

【17日】パン・サンジュ

【16日】BIRD

【16日】はぴままセレクション

MOJO(Amo&h..)

ちゅうちゅうまーけっと

*potittoこはな*

Fairy Ribbon
【16日】HAUSKA
【17日】アトリエ彩(ツァイ)

【17日】Hanalima

【17日】rainbow girl

【17日】らりるレトロん

【16日】コトゴトヤ

【16日】Handmade Strawberry CoCo

【16日】Dream Sweets Factory
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天神屋　しずおかさんち

イル・コッチュート

【17日】チーム　ヤン茶

【17日】はなぱん

Team　NORI
【16日】柿田川湧水カレー

【16日】レストラン　セラヴィ

【17日】ムゼット
【16日】鯛元

【16日】EATable(エタブル)
【17日】ふらいぱん
バディカフェ

風土

tomo's factory

Nextstyle

ぬまづミニミニパンまるしぇ

moma製作所
【16日】Art.Studio B-design
【17日】Spica* & Princess Tiara

【17日】Cham

【17日】レガーロ373

【16日】MipaL

【16日】akindo*;)

【17日】レガーロ373

【16日】Yotsuba
【17日】HOWAKONO

【16日】てくてくあんよ
【17日】Loung ta
【16日】Hygge
【17日】小さなポケット
【16日】まるも茶店
【17日】杉初水産

工房ぽっかポカ

【まめのまるしぇ】

【maman marche】

【いちご】

【はぴまま　しずおか】

【ママとね】

沖縄創作Tomoe

箱根西麓 ぱんやふくらしや

【17日】toronc
【16日】さ・そな

【16日】Maa

nuitico

chie -moma

rengo★K

83 【17日】Orange Smile
【16日】miha and

70 【17日】kaco.
【16日】LuLu♪

【17日】焦がし雑貨Plumbago
【16日】miha and82

81 【17日】Tic Tac
【16日】Kk×

69 【17日】A→R
【16日】ちくちく舎

104
【16日】SHION、まるなかベーグル、石窯
パン工房 しゃんぴによん、自然酵母のパン屋 
和ん、ぱんはうす ヴィエナ・ブロート、はな
ぱん、フロマージュパン専門店 Marble 
Coco.、BAKERY & CAFE SUN

【17日】SHION、まるなかベーグル、石窯
パン工房 しゃんぴによん、自然酵母のパン屋 
和ん、Tricoter、Boulangerie Homi、
Desture、Bakery つみき、フロマージュパ
ン専門店 Marble Coco.、conaya. 
HANDBAKES

会場案内図
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【16日】ゆめかわキーホルダーをつくろう♡
【17日】ジャンボフラワーとペーパーフラワーづくり
【16日】ちびっこハーバリウム体験
【17日】ハーバリウムのワークショップ

ママ防災ポーチにも♡ネーム入りミニ巾着デコ

【16日】男のコも女のコも!楽しい缶バッジづくり
【17日】ゆめかわスイーツデコ&ふわふわスクイーズデコ♡

ママ向けハンドマッサージ体験

ママとおそろい♡イヤリング＆ピアスづくり

【16日】プラバンキーホルダーづくり
【17日】アイシングクッキー体験

シルバーとブラス ( 真鍮 ) による指輪づくり

ジェルキャンドルづくり

レザーキーホルダーづくり

TRUCK レザーワークス

こどもわくわくおたのしみ縁日

静岡トヨペット
マスコットキャラクター

キラッキ
(ニックネーム :キッキー )

静岡トヨペット
マスコットキャラクター

キラッキ
(ニックネーム :キッキー )

案内所

再入場口入場口 入場口
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アート・プログラミング体験

子育てママ団体ワークショップ

体験ステージ

←JR沼津駅

マーケット

マ
ル
シ
ェ

SKIPのイベント情報など
うれしいお知らせは
LINE@でチェック♪

CANVASは、こどもたちの創造・表現力をテーマにしたワークショップ、イ
ベント、セミナーを企業、行政、アーティスト等と連携しながら、企画・開催
しているNPOです。今回、SKIPのワークショップはCANVASがサポート
しています。CANVAS support 1 2 3 4 10

それぞれ開始時間30分前に抽選を行いますので、参加希望の方は、下
記の要領で抽選への参加をお願いします。
①30分前までに希望するワークショップのところに行き、
　参加されたいお子様のお名前を明記してください。
   お子様一人につき一回の申し込みとさせていただきます。
②30分前になりましたら抽選をいたしますので、それぞれの
　ワークショップのところにお集まりください。
③抽選の結果、当選のお子様にはチケットをお渡ししますので
　ワークショップ参加時にスタッフにお渡しください。

②よしもとワークショップ
⑰エスパルスサッカー体験 抽選のご案内

※会場内は禁煙です。

この会場マップは
スマホでも

ご覧になれます

抽選

抽選

SKIPコーナー



3万個のせんたくばさみで
富士山をつくろう

監修：CANVAS（プログラム提供：深沢アート研究所）

1

時 人 歳

せんたくばさみ 3 万個ってどれくらい？ふだん
使っているカラフルなせんたくばさみを使って
みんなで協力して会場内に大きな富士山を完成
させよう。必ず参加してね。
自由参加 自由参加 3歳～12歳

時 人 歳開催時間分 所要時間 参加人数 対象年齢 料 参加料金（記載のないものは無料）

1万個の紙コップの造形
監修：CANVAS（プログラム提供：深沢アート研究所）

3

時 人 歳

たくさんの紙コップをつかって、考えて、工夫
して、おおきな作品をつくってみよう！
みんなで協力すると楽しいよ♪

自由参加 自由参加 3歳～12歳

マスキングテープで描こう
監修：CANVAS（プログラム提供：深沢アート研究所）

4

時 人 歳

テープをちぎってはって…いろんなカタチや色
をペタペタ、しゃがんでペタペタ、色とりどり
に飾って、ステキな世界をつくりあげよう。

自由参加 自由参加 3歳～12歳

ふじさんペンダントをつくろう
提供：アトリエミキ

5

分 人

歳

紙に絵を描いて自分だけのオリジナルの富士山ペ
ンダントをつくろう！どんな富士山ができるかな。

1回 10分程度 順番にご案内
3歳～12歳（親子参加可）

アートコースターをつくろう
提供：Rosso グラフィカ

6

分 時

人 歳

好きな絵を描いて自分だけのオリジナルアート
コースターをつくろう。

1回20分程度 10:00/11:00/13:00/14:00/15:00

1 回 10名 3歳～12歳（親子参加可）

あしざわまさひとの
「おさんぽアート」体験

提供：アトリエパセリ

7

分 人

歳

アート作品を連れて隊列をつくり会場内をお散歩！
①おさんぽしよう「おさんぽアート」作品の体験。
②動物に変身しよう「動物マスク」作品の体験。
10分程度 時 自由参加 1回 10名
①3歳～ 12歳　②5歳～12歳（親子参加可）

理想のおうちはどんな家？
スクラップBOOKをつくろう！

提供：イエタテ相談カウンター

8

分 人 料

①「理想のおうちはどんな家？スクラップBOOKづくり」
②「こんなおうちにすんでみたい！ゆめのおうち」

1回 30分 1回 8名 ①200円
歳 ①ママまたは親子 ②3歳～ 12歳

知育レッスン体験
提供：Kids-ford AcAdemy

9

分

人 歳

心と力を育てる知育ワークショップ
①0歳～年長対象の体験レッスン。
②小学生対象の体験レッスン。 1回 15分

各 5名 ①0歳～ 6歳②6歳～ 12歳（親子参加可）

お絵かきロボットをつくろう
監修：CANVAS

10

人 歳

身の回りの素材を使って、オリジナルのお絵かき
ロボットをつくろう。実際に動かすまではわから
ない、わくわくドキドキのワークショップ！！

時 10:30/11:30/13:00/14:00/15:00分 1回 30分程度
1回 20人 4歳～12歳

ロボット「ユピ坊」を
動かしてみよう !

提供：株式会社ユピテルプラス

11

人 歳

ユピテルが開発した自然対話型ロボット「ユピ
坊」をつかったプログラミング学習体験。

1回 8名

分 1回 20分

6歳～ 12歳（親子参加可）

コンピューターとじゃんけん
対決しよう！

提供：novita ミライノスクール

12

人 歳

コンピューターにじゃんけんをおぼえさせて、
対決してみよう！

1回 5名 6歳～12歳（親子参加可）

スゴワザにチャレンジしよう！
けん玉ワークショップ

提供：リューセー、パピーランド、日本けん玉協会静岡県支部

13

時 人 歳

けん玉のスゴワザ師による、けん玉ワーク
ショップ。講師「リューセー」
全日本けん玉道選手権大会ベスト８
世界けん玉道選手権大会準優勝
自由参加 順番にご案内 3歳～12歳

スゴワザにチャレンジしよう！
フリースタイルフットボール

提供：フリースタイルパーク

14

時 人 歳

フリースタイルフットボール界注目の若手スゴ
ワザ選手がリフティング技のコツを伝授。出演
予定　●桜井萌華●静岡県内の大学に通う二人
組みのフリースタイルフットボーラーBtrick。
自由参加 順番にご案内 5歳～12歳

人間の可能性は無限大！パラリン
ピックを知ろう！体感しよう！

提供：静岡県

15

時 人 歳

パラリンピックが 2020 年オリンピックと同時
開催。元気に頑張る障がい者スポーツの世界を
身近に感じ、体験するワークショップ。ボッチャ
に挑戦！！
自由参加 順番にご案内 3歳～12歳

プロの選手に挑戦だ !! バスケット
の技その醍醐味を体感しよう

提供：VELTEX静岡

16

時 人 歳

静岡市に誕生したプロバスケットボールチーム
「VELTEX」。そのプロ選手に挑戦してみよう。
フリースロー大会、ドリブルチャレンジを開催。
いい記録にはステキなプレゼントがあるよ。
自由参加 順番にご案内

【16日】親子でチャレンジしよう
エスパルスサッカー体験

提供：清水エスパルス

17

①エスパルスサッカースクールによるサッカー体験

②キックターゲットでシュートにチャレンジだ !!

    1 回 40分
（小学生親子またはこどもだけ可）       各 12組

     体験レッスン以外の時間       順番にご案内      
     3 歳～ 12歳

【17日】巨大キックダーツで
シュートチャレンジ

提供：アスレジーナ

18

時 人 歳

女子サッカーチーム「アスレジーナ」による巨
大キックダーツを使ったシュートチャレンジ。
アスレジーナスタッフからシュートがうまくな
るコツを教えてもらえるかも！！
自由参加 順番にご案内 3歳～12歳（親子参加可）3歳～12歳（親子参加可）

アート・プログラミング体験

スポーツ体験

時 10:15/10:30/11:15/11:30/12:45/13:15/13:30/14:15/14:30/15:00

時

13:00/13:30/14:00/14:30/15:00

10:10/10:40/11:10/11:40/ 時 1回 40分
時 10:00/10:50/11:40/12:50/13:40/14:30/15:20

子育てママ団体ワークショップ

28

分 料15分程度 ２個 500円

【16日】男のコも女のコも！楽しい缶バッジづくり

提供：moconon

お気に入りのイラストを描いて自分だけの
缶バッジをつくろう！

分 時

時

人

人
歳

SKIP事務局
TEL.054-273-2370
info@kidsclub-skip.jp　

【主催】　
【協力】NPO法人CANVAS、深沢アート研究所、株式会社よしもと
クリエイティブ・エージェンシー、株式会社しずおかオンライン、  
株式会社NOKIOO、お母さん業界新聞、子育て応援サークルいちご、
はぴまましずおか、一般社団法人 ママとね、maman marche、
まめのまるしぇ

お問合せ SKIPの情報は
こちらから

25

分 料15分程度 500円

【16日】ゆめかわキーホルダーをつくろう♡

提供：chienowa

女の子に大人気♡かわいいオリジナル
キーホルダーづくり。

25

分 料15分程度 500円

【17日】ジャンボフラワーとペーパーフラワーづくり

提供：Y's croppin

お部屋に飾れるかわいいアイテムを作ります。
26

分 料15分程度 700円

【16日】ちびっこハーバリウム体験

提供：souten

ちびっこ向けハーバリウム体験の
ワークショップです。

26

料 500円

【17日】ハーバリウムのワークショップ

提供：くるりん

オリジナルのハーバリウムをお部屋、
おうちのインテリアやプレゼントに。

27

分 200円

ママ防災ポーチにも♡ネーム入りミニ巾着デコ

提供：ママとね

ミニ巾着にお名前やカワイイオリジナル
スタンプでデコっちゃおう♥

29

分 15分程度

ママ向けハンドマッサージ体験

提供：シーボン

日頃家事や子育てでお手入れする時間もない
ママに、ひとときの癒やしを。

28

分 15～20分 料 スイーツデコ 600円～/スクイーズデコ 1000円

【17日】ゆめかわスイーツデコ＆ふわふわスクイーズデコ♡

提供：QUINCE

好きな土台に可愛いパーツやホイップで
デコレーションしよう♡

30

分 料10～15分 500円～

ママとおそろい♡イヤリング＆ピアスづくり

提供：子育て応援サークルいちご

ママとおそろいで、イヤリング&ピアス
づくりに挑戦します。

31

分 料15分 800円

【16日】プラバンキーホルダーづくり

提供：Tink

名前を入れられる自分だけのプラバン
キーホルダーづくり。

31

分 料30分 500円

【17日】アイシングクッキー体験

提供：Rainbow Serpent

マグカップに入ったネコちゃんのアイシング
クッキーをつくってみよう。

32

分 料20分 800円

シルバーとブラス (真鍮 )による指輪づくり

提供：I.S.M.

シルバーとブラスをたたいてつくる
ピンキーリング。

33

分 料15分 500円

ジェルキャンドルづくり

提供：ORINO

キラキラ輝くジェルキャンドルづくり。
34

分 料10分 500円

レザーキーホルダーづくり

提供：SUGAR

無地の革に刻印してつくるオリジナルの
キーホルダーづくり。

35

分 料15分 500円

TRUCK レザーワークス

提供：TRUCK

革靴に使われるタッセルをキーホルダーや
チャームとして作成。

36

分 料10～15分 200円～

こどもわくわくおたのしみ縁日

提供：子育て応援サークルいちご

こどもたちが楽しみにしている縁日を開催。
「らくがきせんべい」他

提供：流木屋

37

分 料15分 500円

流木アートプレートをつくろう
流木で自分だけのオリジナルアート
プレートをつくろう。

38

分 料20分 500円～1000円

木の実のクラフトアレンジワークショップ

提供：ミニチュアガーデン

木の実のクラフトをアレンジして
ステキな飾りをつくろう。

39

分 料20分 500円／ 1000円

アロマ石けん・アロマスプレーをつくろう

提供：香りの工房アロマ cafe ひまわり

ココロと体、春の不調予防と緩和にアロマで
ケアしませんか。

40

分 料20分 500円

【16日】カラフル輪ゴムのゴムかけ曼荼羅

提供：ちびまる市場

輪ゴムを使った曼荼羅模様をつくります。
10まで数えられれば小さい子でも参加可能。

40

分 料20分 300円

【17日】革の刻印キーホルダーづくり

提供：レガーロ373

ハンドメイド布小物、アクセサリー、
革の刻印キーホルダーづくり。

41

分 料20分 500円～

【16日】ホイップデコのワークショップ

提供：chocola-chocola

本物のホイップクリームにそっくりな接着剤と
かわいいパーツで日常品をデコレーション♡

41

分 料20分 300円～500円

【17日】カンナ屑ポンポンづくり

提供：yuuu

カンナ屑でポンポンをつくります。

よしもと芸人ワークショップ
監修：CANVAS 、㈱よしもとクリエイティブ・エージェンシー

2
16日①富士彦「コースターづくり」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②ハイキングウォーキング「ジャグリングエンタメショーをやってみよう」　
③黒ラブ教授「お笑いサイエンス実験ショー」
17日①黒ラブ教授「お笑いサイエンス実験ショー」
②銀シャリ鰻「４コマ漫画をつくろう」
③ゆにばーす「メイクで大変身 !!」女の子限定

時 人11:30～12:00 15 名

時 人15:00～16:00 50 名
時 人14:00～14:30 10 名

時 人11:00～12:00 50 名
時 人14:00～14:30 10 名
時 人15:30～16:00 10 名

「SPACおはなし劇場」
ものがたりのせかいにとびこもう

提供：SPAC - 静岡県舞台芸術センター

19

歳

昔話や絵本などを題材に、楽器の生演奏や手遊
び歌とともに、俳優の声と身体による「物語の
世界」をお届けします。プロの俳優による読み
聞かせのワークショップ。親子でぜひ！
0歳～12歳（親子参加可）

わくわくおんがく体験
提供：NPOメセナ静岡　音楽の架け橋

20

歳

16日音楽と楽器にふれよう。
出演：原大介（ギター）、古川春美（パーカション）
17日みんなでミュージカル体験。
出演：小野初美、青木萌（かなりあ音楽堂）
0歳～12歳（親子参加可）

【17日】親子でたのしみながら、
からだを動かそう！「パワフル運動あそび」

提供：きのいい羊達

21

歳

きのいい羊達の先生と寒さが吹っ飛ぶくらい思
いっきり遊ぼう！！さかあがりやとび箱の裏技
も紹介！親子でできる身体体操など遊びの要素
も取り入れながらの楽しいワークショップです。
3歳～10歳（親子参加可）

スゴワザステージ　
けん玉パフォーマンス

提供：けん玉パフォーマー　リューセー

22

歳

「けん玉パフォーマー　リューセー」によるけ
ん玉のスゴワザステージ。目の前でくりひろげ
られる、技の数々にドキドキが止まらない！？
出演：リューセー
3歳～12歳（親子参加可）

スゴワザステージ　
フリースタイルフットボール

提供：フリースタイルパーク

23

歳

世界的な大会で活躍するフリースタイルフット
ボーラーによる、リフティングのスゴワザス
テージ。芸術的なリフティングのワザにワクワ
クしよう。

3歳～12歳（親子参加可）

“キラッキ” の
わくわくじゃんけん大会

提供：キッズクラブSKIP

24

歳

静岡トヨペットのマスコットキャラクター、キ
ラッキがステージに登場！いっしょにじゃんけ
んをして勝ち抜いたお友達にはキラッキグッズ
をプレゼント！！
3歳～12歳

「SPACおはなし劇場」
ものがたりのせかいにとびこもう

提供：SPAC - 静岡県舞台芸術センター

19

歳

昔話や絵本などを題材に、楽器の生演奏や手遊
び歌とともに、俳優の声と身体による「物語の
世界」をお届けします。プロの俳優による読み
聞かせのワークショップ。親子でぜひ！
0歳～10歳（親子参加可）

わくわくおんがく体験
提供：NPO法人音楽の架け橋メセナ静岡

20

歳

16日音楽と楽器にふれよう。
出演：原大介（ギター）、古川春美（パーカション）
17日みんなでミュージカル体験。
出演　かなりあ音楽堂　小野初美　遠藤萌　杉山貴也　小野百音　他
3歳～12歳（親子参加可）

【17日】親子でたのしみながら、
からだを動かそう！「パワフル運動あそび」

提供：きのいい羊達

21

歳

きのいい羊達の先生と寒さが吹っ飛ぶくらい思
いっきり遊ぼう !! さかあがりやとび箱の裏技も
紹介！親子でできる身体体操など遊びの要素も
取り入れながらの楽しいワークショップです。
3歳～10歳（親子参加可）

スゴワザステージ　
けん玉パフォーマンス

提供：けん玉パフォーマー　リューセー

22

歳

「けん玉パフォーマー リューセー」によるけん
玉のスゴワザステージ。目の前でくりひろげら
れる、技の数々にドキドキが止まらない！？
出演：リューセー
3歳～12歳（親子参加可）

スゴワザステージ　
フリースタイルフットボール

提供：フリースタイルパーク

23

歳

世界的な大会で活躍するフリースタイルフット
ボーラーによる、リフティングのスゴワザ
ステージ。芸術的なリフティングのワザに
ワクワクしよう。

3歳～12歳（親子参加可）

“キラッキ” の
わくわくじゃんけん大会

提供：キッズクラブSKIP

24

歳

静岡トヨペットのマスコットキャラクター
キラッキがステージに登場！
いっしょにじゃんけんをして勝ち抜いたお友達
にはキラッキグッズをプレゼント！！
3歳～12歳

体験ステージ

10:00 オープニング
10:30～ SPACおはなし劇場 
  「おはなし」&「楽器体験」
11:30～ “キラッキ” のわくわくじゃんけん大会
12:00～ わくわくおんがく体験
12:30～ 【16日】スゴワザステージ フリースタイルフットボール
  【17日】スゴワザステージフリースタイルフットボール
   　スゴワザステージ けん玉パフォーマンス 
13:00～ 【16日】スゴワザステージ けん玉パフォーマンス
  【17日】SPACおはなし劇場
13:30～ “キラッキ” のわくわくじゃんけん大会
14:00～ 【16日】SPACおはなし劇場
  　　　　「おはなし」&「楽器体験」
  【17日】パワフル運動遊び
15:00～ わくわくおんがく体験
15:30～ “キラッキ” のわくわくじゃんけん大会

スケジュール

11:00（幼稚園児親子）/14:00

今日の主役はボク・ワタシ

今しかできない、
思い出の残る一生モノの体験を。

今しかできない、
思い出に残る一生モノの体験を。

ⒸVELTEX

不明点やお困り事などありましたら、
お近くのスタッフまでお気軽にお声がけ下さい。

30分前に抽選

①のみ30分前に抽選


