
昔ながらの知恵で暑さをしのごう！身近な食材でねこ弁を作ろう！

創造の心を園芸に！

オリジナル風鈴で涼しい音色を楽しもう！

音の出る鼻笛作りに挑戦しよう！ 和菓子職人にチャレンジ！

ハーブを衣食住に取り入れよう！ インスタ映えする食べ合わせを考えて
盛ってみよう！

世界にひとつだけの君の作品づくりに挑戦！

一年に一度のコラビア朝市を体験しよう！ みんなと一緒にただ歌を楽しもう！

・・・開催時間
・・・対象 ・・・参加条件

・・・定員 ・・・料金
・・・持ち物

環境にやさしい石けんを
　　　　　　お友達にも伝えよう！

毎日のお料理をさらに楽しく！

簡単パン作りに挑戦！細長い風船をみんなでひねりましょう！
　　　　　　　　怖くないよ

おいしい流しそうめんで健康に！ ファミリーでそば作りに挑戦！ スキルを実生活に活かそう！ つくることの面白さにふれてみよう！

かんたん！かわいい！ねこ弁づくり♪
企画:キャロット

"にゃん"ともかわいい、"きゃっ
と"おどろく、そんな愛おしい
ねこの顔をパーツに注目し
お弁当に仕立てました。
その名も 「ねこ弁」 です。

7/20(土) ①11:00～12:00、  ②12:10～13:10
各回10名
1名350円

三角巾、エプロン、布巾、弁当箱

33
「ひつまぶしランチ」

企画:キャロット

うなぎ料理と「う」のつくもの
で夏バテ知らず！
土用の丑の日にうなぎを食
べる習慣が始まったのは江
戸時代からです。

7/20(土) 11:30～14:00の間(13:30ラストオーダー)
40食(予約でいっぱいにならなければ当日も可)
１食650円

どなたでも

44

風鈴にペインティングしよう♡
企画:深谷 美百合

どなたでも楽しめる陶器の
風鈴をご用意しました。
自分デザインの風鈴で涼しさ
を楽しんで下さい。
短冊にメッセージも書いてね。

55

みっちぃの知恵袋
企画:梅田 松子

いつもの食事が少しの工夫
でぐんと美味しくなる、そんな
知恵を皆さんと一緒に作りな
がら“どんな事でも質問コー
ナー”でお答えします。

7/19(金) 10:30～12:00
20名
1名300円（一品料理、おにぎり）
大人
お子様連れOK
三角巾、エプロン、「聞きたいこと」

11
巨大なゾウにペインティングしよう！

企画:オープンガーデン知多半島おしゃれ園芸クラブ

巨大なゾウにペインティング
してコラビアに飾ろう！
チビゾウの器に多肉植物の
寄せ植えも作るよ！

7/19(金) 13:00～15:30
10組
1組500円(寄せ植えは1組で1つ）
小学生以上の子どもと保護者
ペインティングした巨大なゾウをコラビアへ設置する
ことにご賛同いただける方
汚れてもいい服装、飲み物、手拭き

22

ハーブを使った染め体験
企画:磯村 和憲

農 薬・化 学 肥 料 不 使 用 の
ハーブを使って、染め体験。
ハーブ染めを覚えれば身の
回りにある植物で染めれま
す！！お家で簡単にできます！

7/23(火) ①10:00～12:00、②13:00～15:00
各回15名
１名800円（材料代、A4サイズエコバッグを含む）
どなたでも
小学2年生以下は保護者同伴
エプロン

99
かき氷パフェを作ってみよう！

企画:食人

かき氷パフェを作って“涼”を
感じてみましょう。
“医食同源”の考えを取り入
れたバランスが良くて美味し
いパフェができます。

7/24(水) ①10:00～ ②11:30～ ③13:00～（各1時間）
各回12名
1名500円
どなたでも
付き添いは子ども1名に大人1名まで

1111

流しそうめん食べ放題（25分間）
企画:大府めん'sクラブ

本格的流しそうめん！
スイカ、ミニトマトも流すよ。
おなかいっぱい、仕合せいっ
ぱい、みんなの絆これできま
りだよ！

66
鼻息で吹く笛を作って吹いてみよう

企画:Della Walatte' 鼻笛 Club

牛乳パックやお菓子の空箱
が、かんたん工作でメロディ
をかなでる鼻笛に大変身す
るよ！鼻笛を吹くコツもお教
えしま～す♪

7/21(日) ①14:00～15:30、②16:00～17:30
各回20名
１名100円
小学3年生以上（大人も大歓迎）
はさみ、飲み物

77
和菓子を作ってみよう

企画:伊藤 祐子

和菓子をみんなで手作りし
て、お抹茶と共に楽しみまし
ょう！お抹茶の飲み方も一緒
に覚えちゃいましょう！

7/23(火) 10:00～12:00
30名
１名500円
どなたでも
小学2年生以下は保護者同伴
ハンカチ（手拭き）

88

コラビア朝市（室内開催）
企画:コラビア

朝市の売り上げは市民活動
団体の活動資金になります。
先着100名様にはかき氷を
サービスします！
あそびにきてね♪

7/27(土) 9:00～10:30　※雨天決行
［参加団体］和みカフェ、おおぶ地域ねこの会、磯村和憲、
いろは、cafeAustin&ときどき、ＢＬＯＳＳＯＭ、ナチュラル
リターンクラブ、農業体験を広める会（大府きらら会）

1919
懐かしい歌や手話で楽しみましょう

企画:梅ちゃん亭

懐かしい歌・思い出の歌がキー
ボードから流れると、一瞬に
してその時に戻れ自然にメ
ロディを口ずさむ、こんな素
晴らしい体験をしませんか。

7/27(土) 14:00～16:00
25名
1名500円（コーヒー・デザート付き）
大人
50歳以上

2020

光るどろだんごを作ってみよう！
企画:学童あそびクラブ

夏休みの自由研究は、これに
決定！できあがったピカピカ
の泥だんごは、君の宝物にな
るはず。作って、飾って、見て
楽しい一品です。

7/25(木) 14:00～15:00
10名
1キット500円
小学生以上
小学生の大人付き添いOK
ハンカチ（手拭き）

1616

夏だ！みんなでタコになろう！
企画:NPO法人わかち・つむぎあい

タコのついた帽子を作ります。
開始10分間クラウンチョクの
ショーもあるよ。大笑いのひ
とときを。初めてでも大丈夫、
優しくお教えします。

7/28(日)13:30～15:30
20名（付き添いOK)
1個700円
どなたでも
小学低学年以下は保護者同伴
はさみ、バルーンポンプ（ある方のみ）

2424
混ぜるだけで簡単おうちパン！

企画:まめっこくらぶ

オーブン不要！面倒な作業な
しの簡単パン作りをしましょ
う。卵と乳製品は使用しませ
ん。

7/30(火) ①10:00～ ②12:00～ ③14:00～（各1時間半）
20名
1名500円
どなたでも
小学2年生以下は保護者同伴
エプロン、三角巾、手拭き

2525

廃油石けんを作ってラッピング♡
企画:大府市生活排水クリーン推進員

廃食用油を再利用して石け
んを作ります。簡単にできちゃ
う石けん作り体験しませんか？
1つはお友達用にラッピング
します！

7/31(水) 10:00～12:00
25名(保護者含む)
無料
小学生以上
小学3年生以下は保護者同伴
軍手、空のペットボトルフタ付き(500ｍｌ)、
ペットボトルを入れる袋

2828

親子そば打ち体験
企画:大府めん'sクラブ

親子で楽しいそば打ち体験。
家庭では出来ないことがで
き、親子の絆が更にアップし
ます。
このチャンスを逃さないで！

7/28(日) 9:30～13:00
12組
1組1,600円（材料代含む、果物付き）
親子
子どもは小学3年生以上
エプロン、布巾、三角巾、タッパー

2121
プログラミング的思考で課題解決

企画:コラビア

2020年度に小学校で必修化
されるプログラミング教育の
中から「思考法」を先取り！
その課題解決力を団体活動
や実生活に応用しよう。

7/28(日) 10:00～12:00
20名
1名100円
大人限定(市民活動をしてる方他)
筆記用具

2222
スクラッチでゲームを作ろう

企画:Let'sプログラミング

もぐらたたきゲームをつくり
ます。新しくなったスクラッチ3.0
のつかい方も紹介します。
ゲームの中をのぞいてみよう！

7/28（日）13:00~14:30、
7/31（水） ①10:00~11:30、②13:00~14:30
20名
1名300円
小学4年生以上（親子参加も可）
スクラッチができるパソコン、筆記用具

2323
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1212

7/21(日) ①9:30～11:00、②11:15～12:45
各回20名
１名600円
どなたでも
小学1年生以下は保護者同伴
エプロン、手拭き、持ち帰り用袋（小）

7/21(日) ①11：00～ ②11：30～ ③12：00～
              ④12：30～ ⑤13：00～ ⑥13：30～
各回大人12名子ども10名
1食大人700円、3才～小学生300円、
2才以下100円
どなたでも
小学生以下は保護者同伴

焙煎体験をしてみよう！

カフェマスターに挑戦だっ！
企画:cafeAustin

コーヒー好きを唸らせろ！
生のコーヒー豆を焙煎し、世
界に一つしかないオリジナル
ドリップパックを作ろう！

7/24(水) ①10:00～ ②11：00～ ③13:00～ 
　　　　 ④14:00～（各1時間）
各回10名（付き添いOK）
1名350円
小学生以上
小学4年生以下は保護者同伴
エプロン・手拭き、持ち帰り用袋(小)

1010

道具がなくてもできる手巻き寿司に
チャレンジ！

オリジナル手巻き寿司を作ろう
企画:こっぺぱん

道具がなくても作れちゃう手
巻き寿司をオリジナルな具
材で作ってみて下さい。

7/24(水) 11:00～13:00
30食
１食600円（お吸い物付）
どなたでも
小学2年生以下は保護者同伴
エプロン・三角巾・ウェットティッシュ

絵の具遊びで作品づくりに挑戦！

0歳 ～の絵の具遊び 魚を作ろう
企画:わくわく5ART

手形をヒレに見立てて絵の
具に親しみながら魚を作りま
す。普段家ではできない絵の
具遊びを、彫刻家の先生と一
緒に親子で楽しみましょう！

7/25(木) 10:30～12:00
親子15組
子ども800円(2人目以降は600円)
0歳～2歳の子と親(同伴兄姉は何歳でもOK)
保護者同伴
ハサミ、スティックのり、手拭き

1515

いざという時に備えて
　　　　楽しく防災力を高めよう！

ポリ袋でカレーライスを作ろう
企画:あいち健康スポーツ応援団

知多半島の野菜を使いカレー
とカップケーキ作りに挑戦。
できることは自分でやってみ
よう。当日はスタッフがいる
ので安心です。

7/25(木) 9:45～13:15
20名
1名500円
小・中学生(兄弟が一緒に参加する場合は幼児参加可)
アレルギーがある方は事前にお知らせください
米1合、エプロン、三角巾、タオル、飲み物、着替え(予備)

1414小さな筒の中に自然の美しさを表現しよう！

ハーバリュームボールペンを作ろう
企画:フラワー&クラフトsympathieclub

ハーバリュームボールペンを
プリザやドライ、アート(造花)
フラワーを使って、オリジナ
ルの世界観を表現して作り
ます。

7/25(木) ①9:30～ ②10:15～ ③11:00～
　　　　 ④11:45～ （各45分間）
各回10名
1名1,000円（ボールペン1本）
どなたでも
小学2年生以下は保護者同伴

1313

みんなで同じものを食べて楽しみましょう♪

アイシングクッキーを作ろう！
企画:和みカフェ

小麦粉・卵・乳製品を使わな
い米粉のクッキーを砂糖のク
リーム（アイシング）でデコレー
ションをします。

7/26(金) ①10:00～ ②11:30～ （各1時間）
各回24名
1名500円
どなたでも
小学2年生以下は保護者同伴
エプロン、手拭き、おしぼり、持ち帰り用タッパー

1717

大府産の野菜・果物について詳しく知ろう！

おおぶの野菜・果物を味わおう！
企画:おおぶ野菜ソムリエベジポックル

大府特産のぶどうのお話と、
盛りだくさんの果物を使った
フルーツカレーランチ！

7/26(金) 10:30-12:30
20名
1食500円
小・中学生
1人でも参加できる事
筆記用具、ハンカチ、ティッシュ

1818

おいしいお茶をいれてみよう！

子どもお   茶教室
企画:あつまり処わのや

緑茶は好きですか？
苦い・渋い・まずいと思って
いませんか？
急須を使っていれるお茶の
美味しさを味わって下さい。

7/30(火) 10:30～12:00
18名
１名100円
小学生（保護者の同伴可）
ひとりで挑戦できる子

2727

オリジナルのアロマバスボムを作ろう！

自分で作れちゃうアロマバスボム
企画:香油(かおりゆ)

夏になるとシャワーだけにな
りがちになるけれど、炭酸の
シュワシュワとアロマの香り
で楽しくお風呂に入りましょ
う。

7/30(火) ①10:00～ ②11:00~ ③13:00~
　　　　 ④14:00~ ⑤15:00~ （各1時間）
各回10名
1回500円
どなたでも
小学3年生以下は保護者同伴
エプロン、型（必要な人）

2626

［講師］冨田 美紀さん（Let'sプログラミング代表）

※こちらのイベントは
森岡公民館料理室で

開催します。

［出展内容］卵・乳製品不使用のお菓子、猫柄グッズ、ハーブ、
手作りパン、コーヒー、焼き菓子、惣菜、野菜

注意事項

キャンセルについて

イベント内容は都合により変更する場合があります。
大府市に「暴風警報」が発令された場合、コラビアは
休館となり、イベントは延期または中止となります。
事情によりイベントが延期または中止となる場合は、
コラビアからご連絡します。

　準備の都合上、極力キャンセルすることのないように
お願いします。お申込みになった企画に、やむを得ず参
加できなくなった場合はできる限り早いご連絡をお願い
します。
　また、イベント開催まで一週間を切る場合には、できる
限り代わりの方を立てて頂き、コラビアへご連絡ください。

[メニュー]ひつまぶし、汁物、煮物、コーヒー、デザート 


