
富山市民プラザ
2F アトリウム

12/21
2019

開場は
各30分前

①午前の部 11:00～
②午後の部 14:00～2回公演

土

入場料（税込） ●全席自由●

ファンタジックフェスタ冬の 2019 
  to 2020

ゆうぞうおにいさんの
ハッピー　クリ

スマス
コンサート

着ぐるみバンド
ファニー

ファミリーで楽しいクリスマスコンサート！
ゆうぞうおにいさんといっしょにうたおう♪
かわいいパンダさんやくまさんたちの
バンドもやってくるよ♪
わくわくちゅうせんかいで
クリスマスプレゼントをゲットしよう！

ファミリーで楽しいクリスマスコンサート！
ゆうぞうおにいさんといっしょにうたおう♪
かわいいパンダさんやくまさんたちの
バンドもやってくるよ♪
わくわくちゅうせんかいで
クリスマスプレゼントをゲットしよう！

たのたの

NHK教育 「おかあさんといっしょ」
第10代 うたのおにいさん

今井ゆうぞう
スペシャルゲスト

前売券 1,000円　当日券 1,200円

チケット販売

B1 ファインミュージックスクール
（月～土曜 10:00～19:00）

注意事項
・2歳以下のお子様は大人1名に付き、1名までひざ上無料です。
・座席数に限りがございます。

富山市民プラザ1F管理事務所（9:00～21:00）

17:00～23:00（前庭・1階エントランス）

（会場：グランドプラザ）

エコリンク

イルミネーション
2019

2019

土日祝のみ実施
さんたこす ディスプレイ&

フォトロケーション
サンタが市民プラザにくるよ。

サンタフェスタ
2019

平日 13:00～19:00
土・日・祝日及び12/25（水）～1/7（火） 10:00～19:00
※大晦日・元旦は18:00まで

10:00～16:00（1階エントランス）
★詳細はHPをご覧ください。
201912/14 土

2019 2020

2/16 日12/1日

2019 2020

1/13 月・祝12/14 土

22日12/1日 12/1日
25水

入場料（スケート靴レンタル料含む）

大人（大学生含む） 700円　中・高校生 500円
小学生以下 300円

クリスマスの衣装で楽しく写真撮影!



●所在地  〒930-0084 富山市大手町6-14
●ホームページ http://www.siminplaza.co.jp/

ワークショップのお申込みはHPまで★

地場もん屋

※参加希望の方は富山市民プラザホームページ
　応募フォーム（右記QRコード）からお申し込みください。

会 場 1階エントランス
要予約

キラキラ★サンキャッチャーを
作ろう VOL.４
ガラスボールとビーズを
使って、３連サンキャッ
チャーを作ります。当日好
きな色を選んでね！

12/1（日）・7（土）・8（日）・
   14（土）・15（日）・22（日）
①10：00～　②14：00～
③15：00～

日 時

1,500円料 金 各10人定 員 45分所要時間

スィーツみたいな
巾着バッグ＆ブローチ作り
カップケーキ風巾着バッグ
と抹茶ドーナツ風ミニリー
スブローチを作ります。ブ
ローチを外せば、バッグは
クリスマス時期が終わっ
ても使い続けられますよ。

1,800円料 金 各6人定 員 45分所要時間

バラのクリスマスリース
アーティフィシャル
フラワーやドライフ
ラワーで作るお洒落
なリースです。

12/7（土）・8（日）
①10：00～  ②12：00～
③14：30～ ［③は8日（日）のみ］
7日（土）…クリームイエローのバラ
8日（日）…ホワイトのバラ

日 時

1,600円料 金 各10人定 員 60分所要時間

ユニコーンのしっぽ
キーホルダー

ユニコーンのリースと
リボンを作ろう！
しっぽと宝石をつけて
完成！

12/21（土）・22（日）
①10：00～ ②11：10～
③13：00～ ④14：10～
⑤15：20～

日 時

1,500円料 金 各10人定 員 40分所要時間

手作りパン♡
ドデカシュトレンを焼こう！
クリスマスの
シュトレンを焼いて
可愛くラッピング♡

12/7（土）・14（土）・21（土）
①10：00～  ②11：30～  ③13：30～  ④15：00～

日 時

1,800円料 金 各8人定 員 60分所要時間

※一部に乳・小麦・卵・
   ナッツ等を含みます。

グランドプラザ

12/8（日）・15（日）・
21（土）・22（日）

日 時

①10：30～ ②11：30～ ③12：30～ ④13：30～ ⑤14：30～

接着作業にはグルーガンを使います。
作業上、お子様１名に対して保護者様
１名の付き添いを必ずお願いします。

手作りパン♡
クリスマスリースパンを作ろう！
クリスマスリースを
生地から編んで焼き、
可愛くデコレーション♡

1,500円料 金 各10人定 員

60分所要時間

※一部に乳・小麦を含みます。

12/1（日）・8（日）
   15（日）・22（日）

日 時

①10：00～　②11：30～
③13：30～　④15：00～　

森のクリスマス
ツリーと切り株のXmasハウスを
作って、小さな箱庭を作ろう♪
ハウスのドアをペインティング
したら、サンタ&多肉を飾り
つけ。雪のような砂をかけ
て、森のクリスマスができ
あがるよ☆

1,500円料 金 各8人定 員 45分所要時間

12/1（日）・7（土）・14（土）
日 時

①10：00～  ②11：00～  ③13：00～  ④14：00～

食品サンプルの
シュータワー
ミニシュークリームを積んで、
クリームとパーツで
可愛く盛り付け。

12/1（日）・14（土）・21（土）
①10：00～　②11：00～　
③12：00～　④13：00～
⑤14：00～　⑥15：00～

日 時

1,700円料 金 各8人定 員 45分所要時間

パールで作る★
X’masリースペンダント
好きな色の半円パー
ルとレジンを使って
ペンダントを作りま
す。当日ペンダントま
たはバックチャーム
好きな方を選んでね。

12/1（日）・7（土）・8（日）・14（土）・15（日）・22（日）
①11：00～　②13：00～

日 時

1,500円料 金 各8人定 員 50分所要時間

ファンタジック
フェスタ冬の 2019 

  to 2020

冬が楽しくなるワークショップ!

陶器のクリスマスツリー制作
クリスマスツリー型の
ランタンを作ります。
ＬＥＤライト付

11/30（土）・12/1（日）
①11：00～ ②12：00～
③13：00～ ④14：00～

日 時

2,500円料 金

各5人定 員

60～90分所要時間

小学校３年生以下のお子様は保護者の
付き添いをお願いいたします。
作品の受け取りは12/21（土）以降です。

お申し込みは下記へご連絡ください
●陶芸工房コネル
・TEL 076-464-5552
・e-mail
  conel@coneltogei.com

（直径）約9cm × （高さ）約12cmサイズ （直径）約15cmサイズ

※掲載した画像はイメージです。内容によっては色、形、大きさは変わります。　※イベントの内容は変更する場合がございます。予めご了承ください。

（たて）約20cm × （よこ）約10cmサイズ

（底直径）約17cm × （たて）約22cmサイズ （直径）約25cmサイズ （たて）約23cm × （よこ）約6cmサイズ

（たて）約45cm × （よこ）約3cmサイズ （直径）約6cmサイズ （直径）約15cm × （ツリーまでの高さ）約13cmサイズ

（高さ）約15cmサイズ

バレンタイン期間：2020.1/18（土）～2/16（日）

2020年も市民プラザは楽しいイベントがいっぱい！
季節に合わせたディスプレイが1Fエントランスに登場します！INFORMATIONINFORMATION


