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かけはしサポーターとまったり♪

29・ 5 『町家であそぼう』
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5/

土・祝

食文化館の

. .

GW

29土・祝ー 7日

4/

●10:00〜12:00/13:00〜15:00

お手玉など、昔のおもちゃで楽し
くあそびましょう♪

29 ー 7

4/

5/

土・祝

日

「魚つりゲーム」
「ななちゃん
福笑い」
であそびましょう♪

参加無料
会場 / 食文化館 1Ｆ町家周辺

4

5/

木・祝
●14:00〜

土・祝

土

会場 / 食文化館 1Ｆキッチンスタジオ 受付 / インフォメーション
へしこの風味とじゃがいもがマッチ♪

くずまんじゅうを作ろう！

へしこコロッケを作ろう！

①4/29 10：00〜11：00
②4/30 10：00〜11：00
③5/ 4 14：00〜15：00

①4/29 14：00〜15：00
②5/ 6 10：00〜11：00

くずまんじゅう [8 個 ]500 円
対象 / 小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員 30 名（事前受付 20 名）

!
申込OK

当日

へしこコロッケ [4 個 ]500 円
対象 / 小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員 30 名（事前受付 20 名）

込OK!
当日申

子どもの日のお約束♪

春の香りを楽しもう♪

くるみたっぷり♪

かしわ餅を作ろう！

さくら餅を作ろう！

くるみパンを作ろう！

①4/30 14:00〜15：00
②5/ 5 10:00〜11：00

①5/3 10:00〜11：00
②5/6 14:00〜15：00

①5/3 14:00〜15:00
②5/4 10:00〜11:00

かしわ餅 [4 個 ]500 円
対象 / 小学生以上（小学生は保護者同伴）

（小学 1 年生以下は保護者同伴）

5

5/

SP③きなこあめのふるまい

定員 30 名（事前受付 20 名）

当日申

当日申

当日申

対象 / 小学 2 年生以上

込OK!

込OK!

込OK!

ペーパークラフトや折り紙で楽し
くあそびましょう♪

くるみパン [3 個 ]500 円
対象 / 小学生以上（小学生は保護者同伴）

さくら餅 [3 個 ]500 円
対象 / 小学生以上（小学生は保護者同伴）

定員 30 名（事前受付 20 名）

定員 30 名（事前受付 20 名）

金・祝 ●10:00〜12:00/13:00〜15:00

かけはしサポーター手作りの「きな
こあめ」を先着100名様にプレゼント♪

「若狭おばまのハレの食－正月・盆・魚料理－」展

参加無料 会場 / 食文化館 1F 町家

園児の力作がずらり！

こどもの日絵画展

30

4/

日

3月28日から年間企画展示を設置しています。
若狭おばまでは、地域や家で季節の折々に
様々な伝統行事が行われています。
こうした伝
統行事の食には、人々の願いや祈りが込められ
ており、小浜の伝統行事と食を通して、日本人
の心や日本の食文化の魅力を知ることができ
ます。
＊展示の一部は、平成28年度の「公益財団法
人 全国税理士共栄会文化財団」の助成事業で
制作したものです。

初心者も大歓迎！上位入賞者には賞品あり！

若狭子ども将棋名人戦

●13:00〜

初級者を対象にした将棋大会
を開催します。詳しくは館設置の
別紙要項をご覧いただくか、お問
い合わせください。
（要事前申込）

●10:00〜24:00

今年は、浜っ子こども園
年長児たちの絵画です。

鑑賞無料
会場 / 濱の湯 1Ｆ

参加無料 会場 / 食文化館ミュージアム

参加無料
対象 /5 歳〜小学生 定員 24 名
申込 /4 月 10 日から 27 日まで
会場 / 食文化館 1F 町家

5

食文化館2F

今年は飲食なども楽しめます！コスプレ撮影OK！

5/

金・祝

はたらく乗り物大大集合!!
＆ミニ海のガーデンマルシェ

5

5/

金・祝

参加無料（飲食物の提供は有料）
会場 / 食文化館マリンデッキ・海のガーデン
＊写真は全てイメージです。

食文化館3F

5

●10:00〜

やわらかい滑石をサ
ンドペーパーで 削って、
「まがたま」をつくります。
道具などもキットに含ま
れていますので、自宅に
持ち帰って作ることも可
能です。お時間のない方
も是非♪

勾玉をつくろう！[1 個 ]800 円
対象 / 小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員 30 名

食文化館だよりは食文化館で常時配布しています。HPからのダウンロード
（カラー版：pdf）
も可能です。

濱の湯

子どもだけ特別扱い！❷

5/

カンタン勾玉をつくろう！

●10:00〜15:00

巡視艇、はしご車、パトカーなどのはたらく車が勢ぞろい！
今年は、地震を体験できる車のほか、海のガーデンでは唐揚
げやスイーツなどを販売します。＊一部時間限定、荒天中止。

若狭工房

子どもだけ特別扱い！❶

お楽しみかみしばい

参加無料
会場 / 食文化館 1F 町家前

水・祝

ゴールデンウィークの調理体験メニュー

若狭おばまの夏の風物詩♪

チャリンコかみしばいやさんがやってきた！

毎年恒例の「チ
ャリンコかみしば
いやさん」が今年
もやってきます。
お題は見ての
お・た・の・し・み！

日

●10:00〜12:00/13:00〜15:00

昭和のあそび

●10:00〜16:00

5/

SP②こいのぼり＆
かぶとを作ろう！

5/

期間中は毎日開館！！

29 ー 30・ 3 ー 6

4/

金・祝

SP①お手玉であそぼう！
小浜市公認キャラクター
「さばトラななちゃん」

＊通常は事前申込が必要な「調理体験」
ですが、G.W.中は開催直前まで申込を受け付けます。電話もしくは1Fインフォメーションへ
お申し込み下さい。
（事前予約は4/10より開始。各回定員になり次第終了）なお、作った食べ物は全てお持ち帰りいただきます。

金・祝

子どもの日プレゼント！
●10:00〜24：00

入湯のお子様（小学生以下）にプレ
ゼントがあります。お楽しみに♪

♨

さばトラななちゃんも
ダイスキなおふろ～♪

G.W.中は恒例の

「替わり風呂」！
お楽しみに♪

＊写真は全てイメージです。

