
 

  

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  １０：００～ オープニングイベント  『 アクロバット集団 ＶＩＶＯ 』 ショー！ 

神埼清明高校 男子新体操部出身者を中心としたグループ「ＶＩＶＯ」のアクロバットショーをお楽しみください。 

 
１０：３０～１１：１５              ＶＩＶＯプロデュース体操教室    

 ショーが終わったばかりのステージ上で、「ＶＩＶＯ」が体操の基礎をやさしく教えてくれます。            

小中学生向け。 動きやすい服装で参加してください。                                 

 

  

アウトドアの基本を体験 
 
カナダ出身のシェーン先生と一緒に、ナイフの使い方、ロープの結び方、火おこしなど、  

災害時にも役立つアウトドアの基本を体験しよう。 小中学生向け。小学生以下は保護者同伴。 

【シェーン ダンカン】 
 

いきもの探検隊 
事前申込 参加費５００円 定員１０組 

どん３の森で身近な自然を見てみよう。子ども向け、保護者同伴。 

アバンセ北玄関の外に集合します。（次ページの１階地図をごらんください） 

【ネイチャー佐賀】 
 

１３：３０～１６：００  ＶＩＶＯプロデュース体操体験コーナー 
アクロバット集団 ＶＩＶＯと、楽しく体操しよう。 （会場は、次ページの１階地図をごらんください）  

【アクロバット集団 ＶＩＶＯ】 

  

申込・問い合わせ・会場   

佐賀県立生涯学習センター「アバンセ」 まなびぃフェスタ実行委員会係  
ＴＥＬ ０９５２－２６－００１１   ＦＡＸ ０９５２－２５－５５９１  Ｅメール syougai@avance.or.j p 
〒８４０－０８１５ 佐賀市天神３丁目２－１１  
ホームページ http://www.avance.or.jp/ 

どん３の森 ふれあい広場 

事前申込 参加無料 定員１５名 

 

１０：３０～１１：３０（第１回） 
１３：００～１４：００（第２回） 

入場無料 ※当日の演技は３名です。 

 

 事前申込 参加無料 定員３０名 

 

参加無料  

 

２０１７ 

１０月１日（日） 
１０:００～１６:００ 

アバンセ＆どん３の森 

まなひぃ 
フェスタ 
～過去と未来をつなぐ～ 

えがお発見の旅 

アバンセ１階 ホール 

まなびぃフェスタは「まなびへの入り口」 

「人やまなびとの出会いの場」となる１日イベントです。 

アバンセから『まなびの旅』へ出発しよう！ 

※イベントの内容・時間は変更になる場合があります。 
アバンセＨＰ等で事前にご確認ください。 

 

１０：３０～１２：３０（第１回） 
１３：３０～１５：３０（第２回） 



うきうき♪ 無料体験 ブース① 
エコロジーや健康づくりを学ぼう！  

自転車発電を体験しよう！ 参加無料 
ワタアメを作るには、どのくらいの 
エネルギーが必要なの？ 自分で 
発電して学べるよ！    
【環境教育支援コンソーシアムⅡ】 

 

『星棒』をつくって、あそぼ！ 参加無料 午前のみ開催 

ひもとストローで、ふしぎな「星棒」を作って、あそぼう。 
【庄籠道子さん】 

 

広告紙で作る健康グッズ 参加無料 午後のみ開催 

広告紙と古布で、体操・踊り・ゲームができるグッズを作る。 
【クリエイトさが】 

 

うきうき♪ 無料体験 ブース② 
自分だけのオリジナルグッズを作ろう！  

竹の箸をつくろう 参加無料 
竹を削って自分専用の箸を作り、正しい持ち方を学ぼう。 

 【オリザジャポニカクラブ】 
 

真空管ラジオと大人の理科部 参加無料 

自作ラジオ、身近な材料で作ったからくり、小さな生き物 
の写真などを紹介。【藤岡大輔さん】 

 

キッズ集合アンガーマネジメント 参加無料 午前のみ開催 
怒りの感情と上手に付き合う方法をワークブックで学ぶ。 
【アンガーマネジメント九州支部佐賀】 

 

アロマで香る小物づくり 参加無料 午後のみ開催 
精油を使った飾り作り。 【ナチュラルアレンジ 森恵さん】 

 

ハピスマ ～スマイルパワー全開！～ 参加無料 

レジンアクセサリー、ペットボトルキャップのストラップ、 

デコピンチなど、高校生と一緒にクラフト体験！  

【佐賀星生学園】 
 

 
 

 

 
  

ものづくり と 体験の旅 
１０：３０～１６：００ ※材料がなくなり次第終了します。   

作品展示 ＆ たべもの販売など  
見て・聞いて・さわって・食べて、いろんなことを体験しよう！    

 

モラを見よう・知ろう 

モラ（パナマの手芸）を見て、異文化を知ろう。【モラサークル】 
 

ボトルフラワーの世界  

乾燥させた花をガラス容器にアレンジ 

した作品を紹介。【ボトルフラワー「花」】 
 

ウッドバーニング ＆ たまごにイラスト 

木製の小物に焼き絵を描くウッドバーニングの展示と、 

たまごのカラにイラストを描くワークショップ。 【ｈａｎａｃｏ】 
 

作品展示 ＆ 押し花を使った小物づくり 

作品の展示と、押し花を使った「うちわ」「しおり」などの小物 

づくりワークショップ。 【楠の木会】 
 

パキスタンの子育て支援 

パキスタンの子どもたちの現状と、古着（衣類）の販売が 

大きな支援になることを紹介。 【グリーンコープ生協さが】 
 

 障害者就労支援事業所による販売 
 

手芸作品とマルセイユ石鹸  

シュシュやポーチ、手作り石鹸、 

お菓子など。【ＮＰＯ法人 オレンジ】  
 

キーホルダーづくり＆手づくり雑貨  

電子レンジで作るプラバンキーホルダーと手作り雑貨。 

【ＮＰＯ法人 ともしび】 
 

缶バッチワークショップ  

スタンプやマスキングテープでオリジナル缶バッチを作ろう！ 

【アトリエサクラ】 
 

パン、焼き菓子、さおり織り作品 

パンやクッキー、さおり織りの雑貨、水耕レタスなど。 

【かささぎの里】 
 

まる工房の移動販売 

カレー、牛丼、から揚げ、おからコロッケなど。 

【ＮＰＯ法人 ステップワーカーズ】 

 

 

少年自然の家 クラフト教室 参加無料 

  少年自然の家のスタッフによるものづくり体験。  

ぶんぶんゴマ 【黒髪少年自然の家】  

フクロウのペーパーウエイト 【波戸岬少年自然の家】 

丸太のペンダント 【北山少年自然の家】   

 
 

アマチュア無線の運用 参加無料 
日本国内や近隣諸国との無線通信の実況と、トランシーバーの 

体験、そしてモールス符号や免許の取り方の説明など。 

【日本アマチュア無線連盟佐賀県支部】 
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表現 と あそびの旅 
１０：３０～１６：００ ※材料等の都合で早めに終了する場合があります。 

 

ビバ！ こどものあそビバ！ 
（放送スタジオ） 参加無料 

 幼児が楽しめるおもちゃとあそび場が集合。 

 たっぷりあそんでね！ 

 【フェスタ実行委員会＆大学生ボランティア】 

  

表現のひろば （音楽スタジオ）  
表現とコミュニケーションに触れて、楽しめるひろば。 

  

★「オクラホマ・ミキサー」をもう一度 
１０：３０～１２：００ 事前申込 参加無料 定員４０名 
オクラホマ・ミキサーを中心に、簡単で愉快な踊りを紹介。 

 【ダンスサークル コロネット】 
 
こどものための 
表現・コミュニケーションワークショップ 
１３：３０～１５：００ 

 事前申込 参加無料 定員１５名 
言葉や体を使った遊びやゲームを体験。 
小学生以上が対象。【辻 恵子さん】  

 

 

まなびの旅 １ 
１０：３０～１５：３０ 講座によって開始・終了時間が異なります。ご注意ください。 

また、当日でも空席がある場合は受講することができます。会場でお問い合わせください。 
 
 

誰でもできる！ニュースポーツ体験！ 
（美術工芸室） 参加無料 
子どもから大人まで…、障がいがあっても、なくても… 

みんなが楽しめる「ニュースポーツ」で身体を動かそう！  

  【西九州大学 岡部ゼミ 有志】 
 

  

日本と世界の食文化 （調理実習室）  
 

★ハッピーハロウィン！  

飾り巻き寿司でおばけカボチャを作ろう！ 

 １０：３０～１２：００ 事前申込 参加費１０００円 定員１６組 
  佐賀県産のお米と海苔で、どこを切ってもおばけカボチャが 

  あらわれる巻き寿司を作ろう！ 「まきす」をプレゼント。 

  小学生以下は保護者同伴。 【高松美由紀さん】 
 

★五味子茶（オミジャ）とかんたん料理体験 

 １４：００～１５：３０ 事前申込 参加無料 定員１６名 

韓国の五味子茶（オミジャ）と軽食を作って、おやつを楽しみ 

ましょう。 【張 美永（チャン ミヨン）さん】  

 

電車のおもちゃコーナー  

（３階廊下） 参加無料  
大人も子どもも大好き！ 電車のおもちゃで遊ぼう。  

【西九州大学 岡部ゼミ 有志】 
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吹き抜け 

吹き抜け 

臨時授乳室 

 交流サロン 
 休憩や食事ができるスペースです。 

※４階にも、当日だけの臨時交流サロンあり。 
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消費生活 
センター 

生活工房 

テラス 

日本を再発見！ （和室） 
 

★わくわく着付け体験 

 １０：３０～１２：３０ 参加無料 
展示と着付け体験で、着物の良さを紹介。２０分程度で着物姿に 

なることができます。 【石隈裕子さん】 
 

★日本茶で、ホッとひと息 定員５組１０名 

 １４：００～１５：３０ 事前申込 参加費５００円  
日本茶を急須でおいしく淹れる方法、日本茶の効用を学ぶ。 

【志波環恵さん】 

 

 

９ 
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アバンセ ３階 

６ アバンセ ２階 

※イベントの内容・時間・場所は変更になる場合があります。アバンセＨＰ等で事前にご確認ください。 
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まなびの旅 ２ 
１０：３０～１５：３０ ※講座によって開始・終了時間が異なります。ご注意ください。 

また、当日でも空席がある場合は受講することができます。会場でお問い合わせください。 
  

ものづくり と 身体づくり （第１研修室Ａ） 
 

★かんたんリボンアクセサリーづくり 
１０：３０～１１：３０ 事前申込 参加費５００円 定員１０組 
針も糸も使わすに、リボンのヘアアクセサリーを作る。 

小学３年生以下は保護者同伴。 【井上麻衣子さん】 
 

★輪ゴムとタオルではじめるスタイルアップ 
 １３：３０～１４：３０ 事前申込 参加無料 定員２０名 
 セルフリンパケアの効果を体験。バスタオルとハンドタオル 

をご持参ください。 【いやしのかけら 古賀公子さん】 
 
 
 

聴き方と伝え方 （第１研修室Ｂ）    
★子どもの話の聴き方・気持ちの伝え方 
１４：００～１５：００ 事前申込 参加無料 定員２０名 

 聴き方、伝え方のテクニックをワークを通して学ぶ。 
 【Ｋｕｍｉｎ ａｒｔ 藤田久見子さん】  
  
 
 

おもしろ クラフト研究室 （第２研修室） 
 
★作ってみようペーパークラフト 参加費１００円 

 ペーパークラフトで、立体感覚の基礎を養う。 
【ＦａｂＬａｂ Ｓａｇａ】 
 

★ＳＡＧＡパズリオン 参加無料 
 組み木パズルで、空想の吉野ケ里遺跡を再現しよう。 
【シージービレッジ】 

 

★フィンランドの工芸品「ヒンメリ」づくり  
１０：３０～１２：３０ 事前申込 参加費１０００円 
１３：３０～１５：３０ 各回 定員８組 小学生以下は保護者同伴 

 フィンランドの伝統的なモビール（釣り飾り）であるヒンメリを 

佐賀県産のムギワラを使って作る。 【さがのぎ】 
 

～上記の他にも、クラフト体験を計画中！！～ 
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16 オーブを集めてドラゴンをたおせ！ 
冒険シールラリー事務局 （４階廊下） 
シール台紙 配布の時間 １０：３０～（第１回） 

１３：００～（第２回） 

会場内に散らばった、５色のオーブ（シール）を台紙に貼って、 

事務局に行くと、ドラゴンとジャンケンバトルができます。 

ドラゴンをたおしたら、 

プレゼントがもらえるよ！ 

中学生以下が対象。 

（各回 先着１５０名限定） 
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※佐賀県立生涯学習センターの事業は、佐賀県からの委託を受けて公益財団法人佐賀県女性と生涯学習財団が実施します。 

※フェスタに参加された様子を撮影した写真等は、広報やホームページ等に掲載させていただく場合がありますので、予めご了承ください。 
※イベントの内容・時間・場所は変更になる場合があります。アバンセＨＰ等で事前にご確認ください。 

  臨時交流サロン （第４研修室） 
 ８：３０～１７：００ 
 休憩や食事ができるスペース。 
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・ ＪＲ佐賀駅より、徒歩約１０分。 
・ 駐車場３００台以上完備！ 

 

アバンセ アクセスマップ 

 


