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●団体利用の可能な時間帯、定員等について● 
 

ものづくり工房の団体利用の可能な時間帯、定員等は以下の通りです。 

曜 日 団体利用の可能な時間帯 定 員 

平 日 ①９：３０～１３：３０ ②１５：００～1６：００ 

４０ 作品 
土・日・休日 

夏休み期間(7/21～8/31) 

春休み・冬休み期間 

９：３０ ～ １２：００ 

★
注
意
★ 

・当日の館運営状況等により、時間帯を変更する場合があります。 

・イベント等開催時は予約ができないことがあります。 

・上記以外の利用時間、定員についてご要望がある場合は、当館までお問い合わせください。 

 
 
 

●参加費について● 
 

各プログラムの材料費等をご負担いただきます。 

※費用については「事前打ち合わせ」の時にご確認ください。 

 
 
 

●制作数の変更について● 
 

 制作数が変更になる場合は速やかにご連絡ください。 

 尚、材料等確保のため、人数の最終変更期限を  利用日の 3日前（※） とさせていただきます。 

 ※上記期日が休館日の場合は、その前日の開館日。 

★
注
意
★ 

・上記以降に変更をお申し出の場合、受付できない場合がありますので、ご了承ください。 

・参加人数が減った場合でも、最終期限までに受付した作品数分の参加費をお支払いいただく場合があります。 

 
 
 

○お願い○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

① 予約時に、「学年（年齢）」、「制作数」、「希望体験時刻」をお知らせください。 

② 「参加人数が増減する場合」は速やかにご連絡ください。※上記｢制作数の変更について｣要確認 

③ 当日、指導にご協力くださる引率者（保護者含む）の人数をお知らせください。 

④ 必ずものづくり工房担当者と「事前打ち合わせ」を行ってください。 

⑤ ご要望等ある場合は、「事前打ち合わせ」の際にお申し出ください。 

⑥ プログラムの内容によっては、時間短縮と安全確保のため、事前にこちらで材料を加工する 

場合があります。詳しくはお問い合わせください。 

福井県こども家族館 『ものづくり工房』団体利用について 
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ものづくり工房で体験できる団体用プログラムは以下の通りです。 

プログラム 体験内容の概要 対象者 所要時間 

わいわいものづくり 注 1 

児童または家族で作って楽しめるプロ

グラム。身近な素材、リサイクル材料な

どを使った工作体験ができる。内容は毎

月更新され、実施月のプログラムを体験

することができる。 

どなたでも参加できます。 

※就学前児童は保護者同伴 
約 1時間 

団体利用向け 

プログラム 注 2 

過去、ものづくり工房で行われてきたも

のをメインに集めたプログラム。 
プログラム内容により異なります。 

★
備
考
★ 

注 1 当館広報紙（こども家族館だより）またはホームページをご確認いただくか、当館までお問い合わせください。 

注 2 下記「団体利用向けプログラム一覧」をご確認ください。 

[その他]：プログラム内容についてご要望等ありましたら、ご相談に応じますので当館までお問い合わせください。 

 

 

 

★☆★「団体利用向けプログラム一覧」★☆★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

プ ロ グ ラ ム 内 容 に つ い て  

【事前にご確認ください】 

・「制作レベル対象年齢」は、児童が 1人で制作する場合の目安です。 

・プログラム体験には必ず「片付け・清掃」が入ります。 

・材料調達が困難等の理由により、実施できない場合があります。 

・プログラムによっては、材料を事前に加工することで、 

『①体験時間の短縮 ②制作レベル対象年齢の引き下げ』が可能です。 

詳しくはお問い合わせください。 

・その他予告なく内容を変更する場合がありますので、事前に必ずご確認ください。 
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プログラム名 体験時間 参加費 

1．くるくるパラシュート 約６０分（飛ばす時間含める） 1作品 １００円 

見本写真 制作レベル対象年齢 

 

就学前児童から 

体験内容の概要 

飛ばすとくるくる回りながら落ちてくるおもちゃづくり

です。制作後、すぐに外で飛ばして遊ぶことができます。 

【作品サイズ（目安）】２０×１０ｃｍ 

主な材料、使用道具 スチレンペーパー、割り箸、輪ゴム、ビニールテープ、油性マーカー、はさみ 他 

主な作業工程 ①パチンコを作る ②羽根を作る  

備考 ・制作後、天気がよければ外の芝生ひろばで飛ばして遊びます。 

 

プログラム名 体験時間 参加費 

2．風船人形コムギン 約４０分 1作品 １0０円 

見本写真 制作レベル対象年齢 

 就学前児童から 

体験内容の概要 

触るとムニュムニュプニプニした触り心地に癒される人

形を制作します。 

【作品サイズ（目安）】１０×５×５ｃｍ 

主な材料、使用道具 風船、小麦粉、動眼、毛糸、油性マーカ―、はさみ、空気入れ 他 

主な作業工程 ①風船を膨らます ②風船中に小麦粉を入れる ③動眼、髪の毛（毛糸）を付ける 

備考 ・好きな色の風船を選んで頂きます。 

・髪の毛（毛糸材料）加工は、事前にスタッフが行います。 

 

プログラム名 体験時間 参加費 

3．夜光プラ板キーホルダー  約５０分 1作品 １５０円 

見本写真 制作レベル対象年齢 

 

就学前児童から 

体験内容の概要 

「夜光プラ板」にすきなイラストを描き、 

オリジナルキーホルダーを制作します。 

【作品サイズ（目安）】５×４ｃｍ 

主な材料、使用道具 夜光プラ板、キーホルダー、油性マーカー、はさみ、オーブントースター 他 

主な作業工程 ①絵を描く ②形を切り抜く ③オーブンで縮める ④キーホルダーを取り付ける 

備考 ・事前にどんな絵を描くか考えておいていただくと、スムーズに制作できます。 

・③以降の作業は、スタッフが行います。 
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プログラム名 体験時間 参加費 

4．鳥型たこ 約 5０分（飛ばす時間含める） 1作品 １００円 

見本写真 制作レベル対象年齢 

 

就学前児童から 

体験内容の概要 

鳥の翼がかっこいい、よく飛ぶ凧です。 

制作後、すぐに外で飛ばして遊ぶことができます。 

【作品サイズ（目安）】5０×105ｃｍ（しっぽを含む） 

主な材料、使用道具 ビニール、竹ひご、たこ糸、油性マーカー、セロハンテープ、はさみ、押しピン 他 

主な作業工程 ①ビニールを折りたたむ ②竹ひごを取り付ける ③絵を描く  

④しっぽを付ける ⑤たこ糸を結ぶ 

備考 ・事前にどんな絵を描くか考えておいていただくと、スムーズに制作できます。 

 

プログラム名 体験時間 参加費 

5．ゆらゆら船の温度計 約５０分 1作品 ２００円 

見本写真 制作レベル対象年齢 

 就学前児童から 

体験内容の概要 

木を組み合わせてゆらゆらゆれる温度計を 

つくります。 

【作品サイズ（目安）】１０×１０×2ｃｍ 

主な材料、使用道具 間伐材、アルコール温度計、マーカー、ボンド 他 

主な作業工程 ① 船のかたちをつくる ②温度計をはる ③色をぬる  

備考 ・温度計はー３０℃から５０℃まで測れます。 

 

プログラム名 体験時間 参加費 

6．スーパーボール 約 3０分 1作品１５０円 

見本写真 制作レベル対象年齢 

 就学前児童から 

体験内容の概要 

80度以上のお湯で形の変わる素材を使って、 

スーパーボールをつくります。 

【作品サイズ（目安）】径３ｃｍ 

主な材料、使用道具 スーパーボールの素、ＩＨコンロ、鍋、ボウル、温度計、タオル 他 

主な作業工程 ① お湯で温める ②丸める ③冷やす  

備考 ・お湯で温める工程は、スタッフが行います。 
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プログラム名 体験時間 参加費 

7．タワー万華鏡 約６０分 1作品 １５０円 

見本写真 制作レベル対象年齢 

 小学校低学年から 

体験内容の概要 

三角すいの形が特徴的な、ビー玉付きの万華鏡を 

制作します。 

【作品サイズ（目安）】１８×４×4ｃｍ 

主な材料、使用道具 厚紙、プラスチックミラー、画用紙、ビー玉、ホログラムシール、カラータックシール 

色鉛筆、セロハンテープ、はさみ 他 

主な作業工程 ①三角すいをつくり、本体を組み立てる ②ビー玉を取り付けてシールで飾り付けする 

備考 ・本体を制作した後、カラータックシールで自由に飾り付けを行います。 

 

プログラム名 体験時間 参加費 

8．レインボーパイプ 約６０分 1作品 １００円 

見本写真 制作レベル対象年齢 

 

就学前児童から 

体験内容の概要 

虹色に輝く光が見える作品を制作します。 

【作品サイズ（目安）】１１×４×４ｃｍ 

主な材料、使用道具 ペーパー芯、ホログラムシート、黒色画用紙、アクリルペン、色鉛筆、 

セロハンテープ、はさみ、押しピン 他 

主な作業工程 ①絵を描く ②アイホールをつくる ③本体を組み立てる ④穴をあけて光を取り込む 

備考 ・事前にどんな絵を描くか考えておいていただくと、スムーズに制作できます。 

 

プログラム名 体験時間 参加費 

9．おはしをつくろう 約 5０分 1作品 20０円 

見本写真 制作レベル対象年齢 

 小学校低学年から 

体験内容の概要 

６種類の若狭塗箸の中から好きな色を選び、紙ヤスリで

削って模様を出していきます。 

【作品サイズ（目安）】約２０ｃｍ 

主な材料、使用道具 若狭塗箸、紙ヤスリ 他 

主な作業工程 紙ヤスリで若狭塗箸を削り模様をだしていく 

備考  
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プログラム名 体験時間 参加費 

10．かまくらキャンドル 約６０分 1作品 １5０円 

見本写真 制作レベル対象年齢 

 
就学前児童から 

体験内容の概要 

かまくら型の中から優しい光がもれる。ねんど工作で 

ＬＥＤキャンドルを制作します。 

【作品サイズ（目安）】１５×1５ｃｍ 

主な材料、使用道具 
軽量紙ねんど、LEDライト 

水生マーカー、ボンド、ねんどべら 他 

主な作業工程 ① かまくらの形をつくる ②入口をあける ③かざりつける  

備考 事前にどんな飾りつけをするか考えておいていただくと、スムーズに制作できます。 

 

プログラム名 体験時間 参加費 

11．あおむしストラップ 約４０分 1作品 １５０円 

見本写真 制作レベル対象年齢 

 小学校低学年から 

体験内容の概要 

ふわふわビーズをつかって絵本に登場するあおむし型の

ストラップを作成します。 

【作品サイズ（目安）】２×１０ｃｍ 

主な材料、使用道具 ふわふわビーズ、アルミ線、動眼、ストラップ他 

主な作業工程 ① アルミ線にビーズを通す ②動眼と足、触覚をつける ③ストラップをつける 

備考  

 

プログラム名 体験時間 参加費 

12．ステンシルでかざる マイ コットンバッグ 約６０分 1作品 ２００円 

見本写真 制作レベル対象年齢 

 

就学前児童から 

体験内容の概要 

すきなテンプレートを選び布用インクで絵付けして、 

自由にデザインできるエコバッグを制作します。 

【作品サイズ（目安）】３６×３１ｃｍ 

主な材料、使用道具 コットンバッグ、布用インク、テンプレート、ステンシルスポンジ、アイロン 他 

主な作業工程 ①テンプレートを選び、布用インクで着色する ②アイロンをかける 

備考 ・アイロンがけの工程は、スタッフが行います。 
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プログラム名 体験時間 参加費 

13． ペットボトルくらげ 約３０分 1作品 １００円 

見本写真 制作レベル対象年齢 

 
小学校低学年から 

体験内容の概要 

透明絵の具で着色した水に使い捨て手袋でつくった「く

らげ」を浮かべるお手軽アクアリウム工作です。 

【作品サイズ（目安）】５００ｍｌペットボトルサイズ 

主な材料、使用道具 ペットボトル、ビニール手袋、透明絵の具、はさみ 他 

主な作業工程 ① ビニール手袋でくらげをつくる ②ペットボトルの水を着色しくらげをうかべる 

備考 お気に入りのペットボトルを持参いただいても結構です。 

 

 

プログラム名 体験時間 参加費 

15．紙ねんどマグネット 約６０分 1作品 １００円 

見本写真 制作レベル対象年齢 

 

就学前児童から 

体験内容の概要 

軽くてやわらかい紙粘土を着色し、 

形を作ってオリジナルマグネットを制作します。 

【作品サイズ（目安）】4×４ｃｍ 

主な使用道具、材料 軽量紙粘土、マグネット、水性マーカー、粘土板、粘土べら、接着剤 他 

主な作業工程 ①粘土を分ける ③着色する ④形をつくる ⑤マグネットを取り付ける 

備考  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

プログラム名 体験時間 参加費 

14．マジックカラーボトル 約４０分 1作品 ２００円 

見本写真 制作レベル対象年齢 

 就学前児童から 

体験内容の概要 

水と油が混ざり合わない性質を利用し混ぜても 2色に 

分かれるカラーボトルを作成する科学実験プログラム。 

【作品サイズ（目安）】５×５ｃｍ 

主な材料、使用道具 プラスチックボトル、水性絵の具、ベビーオイル、油性インク他 

主な作業工程 ① 水と油の性質の説明 ②水で下の層をつくる ③オイルで上の層をつくる  

備考  



Fukui Prefectural Child and Family Plaza ～Craft Studio～ 

8  

☆★☆手軽にできる工作プログラム☆★☆ 

ペットボトルや牛乳パック、身近な素材などを材料にした工作です。 

材料道具をもらって、作り方が書いてあるメニューを見ながら各自で制作していきます。 

参加費 無料 制作レベル対象年齢 就学前児童から 

プログラム 体験内容の概要 

かいぞくの短剣 

 

 

 

段ボール、タックシールなどを材料に海賊アイテム、短剣を制作します。 

（制作時間：約 15分） 

主な材料・道具 段ボール、タックシール 

マーカー、セロハンテープ 

かいぞくの望遠鏡 

  

ロール芯、ペーパー芯を材料に海賊アイテム、望遠鏡を制作します。 

（制作時間：約 10分） 

主な材料・道具 ロール芯、ペーパー芯、カラーセロファン 

マーカー、セロハンテープ 

だんご虫さん ボールプールの廃棄ボールを使って、リアルなだんご虫を制作します。 

（制作時間：約 15分） 

主な材料・道具 つぶれボール 

はさみ、マーカー、セロファンテープ 

でんぐりこ ペーパー芯にびー玉を入れて、坂道を転がるおもちゃを制作します。 

（制作時間：約 1０分） 

主な材料・道具 ペーパー芯、びー玉、段ボール 

マーカー、セロハンテープ 

忍者そらとび丸 

 

ビニール袋、牛乳パックなどを材料にパラシュート型のおもちゃを制作します。 

（制作時間：約 1０分） 

主な材料・道具 ビニール袋、牛乳パック、刺繍糸 

マーカー、セロハンテープ、はさみ 

お願い 

・在庫数が少ない場合、使用するリサイクル材料分をご持参いただく場合があります。 

ご協力をよろしくお願いします。 

 


