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１０月２９日(日)： べんがら染めをしてみよう！ 

       講師：おじお あつこ さん 

       会場：あすみが丘プラザ２Ｆ工作室 

       時間：1 時 30 分～3 時 30 分 

       型を使って「べんがら染め」を体験します。 

 

１１月 1９日（日)： ざんさんのおはなし劇場！ 

 忍者修行であ馴染みのアフタフバーバンの金子ざんさんがきます。 

午前中『まち探検！』自治会館付近を歩き、はてな？を探します。 

午後は子どもたちが考えて作った劇を発表。 

ぜひ、ご家族やお友達に子どもたちの劇を見てもらいたいです。 

その後、ざんさんの小噺を鑑賞。 

会場：誉田二丁目第一自治会館  

１２月 23 日または２５日： クリスマスにブッシュドノエルを！ 

   講師：長菅千夏さん 

   会場：あすみが丘プラザ調理室か誉田公民館調理室 

   まだ会場がとれていませんので、決まり次第日程もお知らせします。 

   生地から自分で焼きます。 

 

１月 28 日(日)： 陶芸に挑戦！（素焼き編）  

    会場：誉田第 2 しいのみ園 

    時間：10 時～12 時   

講師：西村寿美子先生 

 

 

 

 

 １月は土をこね、形にした作品を先生に預け、２回目までに窯で焼き、素焼きをした状

態にしていただきます。次回色づけ、塗り薬などで仕上げもう一度焼いていただきます。 

２月１８日（日）： 陶芸に挑戦！（色つけ編） 

3 月４日（日）  作品出来上がり。１月または２月にお休みした子はこの日に 

素焼き・色付けをすることができます。 


