
～アーケットのようす～～参加者・団体紹介～

○ 小野自然倶楽部（緑とのふれあいの森公園）

～アーケットのようす～～アンケート～

○ 男女構成
　・男性０名　・女性６名

　○ 年齢構成　
　　・10代　 　　0名
　　・20代　　　 ０名
　　・30代　 　　６名
　　・40代    　　０名
　　・50代　 　　０名
　　・60代 以上   ０名

○ このイベントで楽しみにしていたのは何ですか？
　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）
　・木の実工作　　　　　　　　　　　　　５件
　・ラッピングバッグ　　　　　　　　　　３件
　・プラパン工作　　　　　　　　　　　　４件
　・ストラップ　　　　　　　　　　　　　４件
　・竹とんぼ　　　　　　　　　　　　　　２件

○ このイベントをどのように知りましたか？
　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）
　・まざっせプラザ店頭　　　　　　０件　
　・チラシ　　　　　　　　　　　　３件
　・新聞　　　　　　　　　　　　　０件
　・知人、友人　　　　　　　　　　３件
　・HP、ブログ　　　　　　　　　 ０件
　・その他　　　　　　　　　  　　 ３件
　　　　　

（アンケート回答数６件）

○ お住まい
　・郡山市内　　　　　6件
　・郡山市以外の県内　0件
　・福島県外　　　　　0件

（敬称略）

○ お子さん達は、現在、お家でどんな遊びをしていますか？
　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）
　・ゲーム (DS)　　　　　　　 　　５件
　・読書、絵本　　　　　　　　　　３件
　・おままごと　　　　　　　　　　０件
　・おりがみ　　　　　　　　　　　１件
　・サッカー　　　　　　　　　　　０件
　・自転車乗り　　　　　　　　　　３件
　・ＴＶ、ＤＶＤ　　　　　　　　　  ４件
　・その他（ブロック、粘土）　　　 ０件
　・無回答　　　　　　　　　　　　０件

　6月 19 日は父の日ということもあり、
  まちなかには家族そろってお買い物に
  いらした方も多かったのではないで
  しょうか。そんななか、まざっせアー
  ケットでは、お父さんへちょっとした
  プレゼントの考案をさせていただきま
  した。父の日を忘れていたお子さんも
  なかにはいらっしゃいましたが、まざ
  っせで気付いて良かったです。   今回、
  お父さん向けに用意したバランス竹と
  んぼなどの体験をなされた方々にも完
  成品を良い記念としていただきたい
  です。

　　今回のアーケットでは、5つの体験
を用意しイベントを行いました。開始
の 10 時前から多くのお客様が来店し
ていただきました。ラッピングバック、
プラパン体験、どんぐりで作る森の動
物作りなど子どもたちをはじめお父さ
ん･お母さんが一緒になって体験を
行っていただき、また、今回お客様の
まざっせプラザ滞在時間が長くより多
くの体験を行っていたただけました。
今後は、前回イベントの反省を踏まえ、
販売も含めて多くの笑顔が溢れるイベ
ントを行っていきたいと思います。

　今回は、他にまちなかのイベントが
ないことや、野菜等の物販も行なわな
いアーケットであった為、集客にも不
安な思いはありました。しかし、周辺
小学校へ配布したチラシの効果があり、
多くの親子連れがクラフト体験に来店
してくれました。父の日であったこと
もあり、「お父さんにあげるの。」と言っ
て、体験に参加してくれた子もいまし
た。世界にたった１つのステキなプレ
ゼントを作っていました。家族の思い
出に残ったアーケットになったようで、
とても嬉しく思います。

　今回、販売がありませんでしたが、
沢山のお客様にご来場いただけたの
で、とても嬉しかったです。5つの体
験コーナーを設けましたが、どの体験
コーナーにも笑顔があふれていまし
た。私の担当したラッピングバッグの
コーナーでは、お家の方やお友達にプ
レゼントとして作っていかれる方が多
く、楽しみながらも真剣に作っている
様子が印象に残りました。作り方を憶
えてお帰りになったお客様もいらっ
しゃり、気に入って頂けたようで良
かったです。

緑とのふれあいの森公園には、展示や
体験学習のための『ふれあい森の家』、
野外コンサート・軽スポーツ・イベン
トに最適な『森の体育館』と『多目的
広場』、自然の地形や森林を活かした
『オートキャンプ場』があり、多くの
人が交流や余暇を楽しむことができる
ようになっています。

－主な活動内容－
・森の案内人による自然散策体験…自然に触れながら環境などを学習する
・木の実クラフト…どんぐりやまつぼっくりなどを使ったマスコットづくり
・薪割り体験…斧を使って実際に薪を割る
・ふわふわ飛行機づくり…発泡スチロールペーバーを切り取った飛行機づくり
・バランス竹とんぼづくり…竹を使ったやじろべえづくり

住所：小野町大字小戸神字宮ノ前３９７－２
お問い合せ：0247ー 72－3597
　※開園期間4月１日～１１月３０日　　　

2011

「まちなかで遊ぼう！」
　　　～親子でわくわくクラフト！～

見事なバランス！！これを手づくりでつくれたら、
すごいですよね。　

日時：

場所：

天候：

来場者人数：

2011年 6月19日 (日 )
　　　　　　10:00～ 15:00
まざっせプラザ
晴れ 
157名

第 29回

まざっせまざっせ

アーケットアーケット
テーマ
まちなかの子ども達にものづくり体験を楽しんでもらう。
大人も楽しめる無料体験を行なう。

～アーケットのようす～～アーケットの様子～

早速挑戦したお父さん。予定時間で完成しました♪ 木の実をつかったクラフト体験♪今日は何をつくるのかな？

優しく指導してくれる先生♪出来上がりはいかがだった
でしょうか。

思った通りに出来上がって、とっても嬉しそう♪みなさん、先生のお話を真剣に聞いて、いざ挑戦♪

～アーケットのようす～～イベント内容～

プラパンづくりコーナーは、大人気♪大人も子どもも
夢中です♪

真剣な表情でプラパンに絵を描いていきます。 お母さんに手伝ってもらって、色を塗っています。
一緒につくると楽しいね♪

～アーケットのようす～～アーケットの様子～

○木の実を使って森の動物づくり
こちらはラッピングバッグつくりコーナー♪男の子も
女の子も興味津々です。

出来上がりを見せて頂きました。みんな上手に折れてます♪ 今回も、たくさんの方にご来場いただき、ありがとうござい
ました♪

○「旬の花」写真展
お宝リポーターおすすめの県中１２市町村「旬の花」写真の展示紹介
紫陽花などの見どころを紹介しました。

～アーケットのようす～～リポーター感想～

～橋本リポーター～ ～齋藤リポーター～ ～次田リポーター～

・どんぐりなどを使ったかわいいマスコットづくりをしました。
　　　指導：小野自然倶楽部（小野町）

～高橋リポーター～

・一枚のおりがみでつくれるパッケージ（小袋）づくりをしました。
　　　指導：まざっせスタッフ
　　　　　　　　　　　　　 

○ラッピングバッグづくり

・プラ板にイラストを描いてオリジナルのペンダントをつくりました。
　　　指導：まざっせスタッフ

○プラパン工作ペンダントづくり

・ひもを編んで、どんぐりでつくったマスコットをつけました。
　　　指導：小野自然倶楽部（小野町）

○編みひもストラップづくり

・竹を使い、とんぼや鳥の形のやじろべえをつくりました。
　　　指導：小野自然倶楽部（小野町）
　　　　　　　　　　　　　 

○バランス竹とんぼづくり

[ お問い合わせ ]　事務局 /まざっせプラザ　
福島県郡山市大町一丁目 2番 23号　　　　　 
電話：024-925-7745　FAX：024-925-7746
open10:00 ～ close19:00( 火曜日定休）         
E-mail  info@mazasse.com 
ホームページ：「まざっせ」で検索！　　

主 催：特定非営利活動法人 
         まざっせ KORIYAMA
後援：郡山市

次回の『まざっせアーケット』は…

10:00～15:00
会場：まざっせプラザ

 7/3（日）

まざっせプラザでは、毎月第1・3日曜に
『まざっせアーケット」を開催しています。

第29回　まざっせアーケット

時間  10:00 ～ 15:00

会場  まざっせプラザ

時間  10:00 ～ 15:00

会場  まざっせプラザ

日6 19 19月 日

ラッピング
　バッグづくり
ラッピング
　バッグづくり

木の実を使って
　森の動物づくり
木の実を使って
　森の動物づくり

体験協力：小野町「小野自然倶楽部」

まちなかの元気を発信する１０まちなかの元気を発信する１０秒ＣＭ放映!!秒ＣＭ放映!!
郡山のまちなかの商店街の皆様から、 元気を発信するメッセージが届きました !
放映場所：①まざっせプラザ前モニター②ＹｏｕＴｕｂｅ☞「まざっせ10 秒ＣＭ」で検索 !
　         　　　　　③モルティ１Ｆエレベーターホールのモニター
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夏のまちなか親子でお仕事体験同時開催

お父さんと一緒につくってみよう！

バランス
　　竹とんぼ
バランス
　　竹とんぼ

※竹とんぼはつくるのに６０分以上かかります。

どんぐりや松ぼっくりで自由に工作！

編みひも
ストラップ
編みひも
ストラップ

１

２ ３

４ ５
どんぐりでつくろう！ 竹でつくろう！

親子で一緒に挑戦しよう！

自分だけの

　　　ペンダントをつくろう！

親子で！
親子で！
親子で！

まちなかで遊ぼう！
まちなかで遊ぼう！
まちなかで遊ぼう！

わくわくクラフト！わくわくクラフト！わくわくクラフト！

×

プラパン工作
 ペンダント作り
プラパン工作
 ペンダント作り

まざっせ KORIYAMA よりお詫び
この度は、テレビ・新聞等で報道されました 6月 5日（日）のまざっせプラザ店頭での当イベントに

参加の出店者が販売した商品に出荷・摂取制限の対象物（福島県伊達市霊山町産のブロッコリー）がございました。

お客様をはじめ多くの皆様にご迷惑、ご心配をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

今後は再発防止マニュアルを作成し、管理体制の強化に努めてまいります。

また、今回（6 月 19 日）は、地元野菜・特産品の店頭販売は自粛させていただきます。


