
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ことばにできないことばにできないことばにできないことばにできない心心心心があるがあるがあるがある    一緒一緒一緒一緒にないてにないてにないてにないて    一緒一緒一緒一緒にににに笑笑笑笑ってってってって。。。。。。。。。。。。。。。。    

未来未来未来未来がつながっていくがつながっていくがつながっていくがつながっていく                                                                                                                                                                    
                                                            
１０：００～１６：００１０：００～１６：００１０：００～１６：００１０：００～１６：００    大大大大ホールホールホールホール        全席自由全席自由全席自由全席自由    ＊＊＊＊途中入退場自由途中入退場自由途中入退場自由途中入退場自由    

一般前売り１０００円 （当日１５００円） 高校生まで無料 
(席確保のため事前申込をお願いします。) 

☆☆☆☆太太太太    鼓鼓鼓鼓    演演演演    奏奏奏奏        

 １０：００   開演

  

 

 

問合せ・申込先 

   NPO 法人ぽんぽこ ☎042-649-2335 

要申込    練習室練習室練習室練習室１１１１（（（（BBBB１１１１））））    

「「「「ダンスダンスダンスダンス初心者初心者初心者初心者でもでもでもでも大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫♪♪♪♪        
英語英語英語英語でででで楽楽楽楽しくしくしくしく HIP HOPHIP HOPHIP HOPHIP HOP ダンスダンスダンスダンス！」！」！」！」    
                                    １１１１1111：：：：００００００００～～～～11111111：：：：45 45 45 45     

 

 

 

参加費 : 1000 円 
対象 : 小学生以上 定員 : 20 名 
持ち物 : 
動きやすい服装、室内履き、飲み物 
 
問合せ・申込先 
DANCE FOOD PRODUCTION 
✉ dancefoodprod@gmail.com 
☎ 080-2091-3498 

要申込     練習室練習室練習室練習室１１１１（（（（BBBB１１１１））））    
☆『いのちのはなし』 
～伝えたいあなたの大切さ～ 

13:10～13:55 
講師 出張開業助産師 小井戸浩子 
一家族 500 円 （小学生以下） 

定員 20 組 
 
☆「親子リトミック」 講師 鈴木葉子 

①11114:104:104:104:10～～～～14:5014:5014:5014:50    
（幼児 3-5 歳） 

②15:0015:0015:0015:00～～～～15:415:415:415:4００００    
（1～2 歳） 
 

一家族 500 円 
各定員 25 組 
 
問合せ・申込先 

子育て支援♡ママ支援ネットワーク『～たんぽぽの輪～』 
  ✉ tanpoponowa802@gmail.com 
☎ 090-1798-5901 

要申込       練習室練習室練習室練習室２２２２（（（（B1B1B1B1））））    

    

    

    

キッズヨガ&ペーパークラフト 

講師 tara 

①13:15〜14:00 
②14:30〜15:15 
参加費:1000 円 
定員:各 10 人 
対象: 4 歳〜10 歳 
 
問合せ・申込先 

西八王子ヨガ教室ルンタ 
✉ yogalungta@gmail.com 
☎ 080-4407-5957 

 

一日楽しく工作しよう！創作室（４F） 

★「ゴムで動く段ボールの車｣ 
        要申込 
車輪も自分で作ります。 
輪ゴムを引っかけると、 
どんどん走るよ！ 

10101010：：：：００００００００～～～～1111１１１１：：：：３０３０３０３０    

講習費  1,000 円  

講師 山本 恵子 

定員 10 名 

 

 

              
 

            

申込不要 会議室１（４F） 

 

☆立体プラバン作り 
10:0010:0010:0010:00～～～～15:3015:3015:3015:30        

300 円～ 
 
ねじったり曲げたり、 
かわいい飾りを 
作ってみませんか 
花も作れます。 

☆バスボム作り 
10:0010:0010:0010:00～～～～15:3015:3015:3015:30    

1 個 300 円 
          

好きな色の     
         入浴剤を作って 
         お風呂を 

たのしもう！ 
 

提供 りぼん八王子 

 

☆くるくるパタパタエンドレスカード  

１０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１２１２１２１２：：：：００００００００    

たくさんのかわいいペーパーから好き
な柄を選んで、オリジナルのエンドレス
カードを作りましょう!! 
 
参加費：500 円 
１回 30 分各回 6 名 
 
講師 
★ happy salt ★ hiroko 
 
☆怒った気持ちを絵にしてみよう 
1111２２２２：：：：３０３０３０３０～～～～１５１５１５１５：：：：３０３０３０３０    
 
いろいろな「きもち」を知ったり、「怒っ
たきもち」を絵にしてみよう！！ 
 
参加費：500 円 
対象：5 歳～小学生 
１回 30 分各回 6 名 

講師：鈴木知美 

（アンガーマネジメントキッズインストラクタートレーナー） 
 
提供 ハニカムステージ 

「子育て応援企業へようこそ！」 
申込不要 第１展示室（１F） 

１０１０１０１０：：：：３０３０３０３０～～～～１５１５１５１５：：：：３０３０３０３０ 無料 

◎こども交通安全教室 
横断歩道の渡り方をばっちりﾏｽﾀｰ。 

  ヤマトの制服を着て記念撮影もできます！  
 
提供 ヤマトホームコンビニエンス 

◎薬剤師と一緒にアロマ軟膏づくり 
ｱﾛﾏｵｲﾙ使った香りつきの 
軟膏づくり体験。 
作ったｱﾛﾏ軟膏は 
お持ち帰りできます♪  

提供 クオール薬局 

◎めざせ！未来のお菓子屋さん＆未来の建築家  

～紙粘土を使ったワークショップ～ 
八王子の紙粘土を使って、プロと一緒に 

  スイーツとお家をつくります！ 
  （10:30 と 13:00 に整理券を配付） 
 
提供 町屋カフェ金多屋＋楓設計室 

★★★★「「「「楽楽楽楽しくしくしくしく描描描描こうこうこうこう！！！！チョークアートチョークアートチョークアートチョークアート」」」」    
          要申込  
黒板にパステルやクレヨンで絵
を描いて、お家に飾れるオリジ
ナルボードをつくろう！ 
※画材は黒板で使うチョークではな
いので、すぐには取れません（大き
さ約 25cm×18cm） 

10101010：：：：００００００００～～～～１１１１１１１１：：：：００００００００    

講習費  1,000 円  

講師 槇島 藍 

定員６名 

★「スイーツデコ」  申込不要 

12121212：：：：30303030～～～～15151515：：：：40404040    

当日 11 時 30分から１0 分刻み
（各５名）で予約を承ります。 
内容は当日自由にお選び頂け
ます。 

ブーピー工房 

講習費 500 円～1000 円 

★★★★「「「「本格本格本格本格陶芸陶芸陶芸陶芸ペンダントペンダントペンダントペンダント」」」」    
         要申込 
様々な柄の転写紙から好きな模
様をはりつけて、デコレーションを
します。  
（大きさ約 500 円玉大、重さ約 10g） 
※お渡しは焼成後、当日１５時〜１６時
となります。 

①10:0010:0010:0010:00～～～～10:4010:4010:4010:40  4 名 

②11:0011:0011:0011:00～～～～11:4011:4011:4011:40  4 名 

講習費  1000 円 

講師  遠藤 真澄 

定員 8 名 

楽しく工作しよう！ 

☆☆☆☆映画上映映画上映映画上映映画上映        
１２：００ 開演    
特別な支援を要する子を含むすべての子どもたち

が同じ教室で学ぶ「大阪市立大空小学校」の 

1 年間を追ったドキュメンタリー映画。 

☆木村泰子先生講演会 
（大空小学校初代校長） 

１４：００ 開演 

 

問合せ・申込先：ブービー工房  ☎042-666-6187 ✉  boopee@pigpig.co.jp 
予約は以下ご記入の上、お問い合わせフォームまたはメールよりお願いします。 

★お子様のお名前・ご年齢 ★お電話番号 ★参加ご希望講座 

 

心にふれて 泣いて笑って 
生きてることを ともに 歓びあえる 
そんな なかまが ここにいる。。。 
 
ことばにならない 声がある 
ことばにできない 心がある 
いっしょに泣いて いっしょに笑って 
。。。未来がつながっていく 

✉ponpoco1997@tbz.t-com.ne.jp 
 https://ponpoco1997.wixsite.com/ponpoco-npo 

 


