4月イベントご案内
7

×

9

おしゃれかわいい
コースターをつくろう

（日）

このポスターの写真を撮って
大切に保管してね！

13

ハンドメイドマーケット

（火）

けいそうど

（土）

キッズバリスタ体験

憧れのバリスタのお仕事を体験♪
ドリンクが簡単に作れる「フレー
バーVIA」でドリンクをつくって、お
客さんに渡そう！

毎月第2火曜日に開催されている子
育て中のママのためのハンドメイド
マーケットイベント。約80ものブース
に手作りの作品がずらりと並びます♪

珪藻土のコースターに絵を描いて
可愛くしよう☆家族みんなの分を
つくって食卓を華やかに♪
（2個目
からは＋100円）

11:00～11:45
会 場 1F スターバックス
対 象 小学1～6年生
時間

10:00～13:30
会 場 1F ホワイトプラザ・
ゴールドプラザ
時間

11:00～17:00
会 場 1F ホワイトプラザ
定 員 150名
時間

定員

ご予約

キッズクラブカードまたは当日分レシート
（500円分）
ご提示で参加OK！

要予約

6名

店頭またはTELにて4/1(月)～受付開始 TEL.058-320-0841

会員限定 キッズクラブカードをお持ちの方、カードご提示で「スターバックスヴィア®コーヒー＆ティーアソートセット（3本入り）」をプレゼント！
※カード1枚につき1セットまで ※当日ご入会の方は対象外

13

14

カード大会

（土）

（日）

みんなで!!ロボコン!!
ロボット工作教室

×
（日）

自分のアイデアを生かしたロボットを製作しよう。

「バディファイト」
「デュエル・マスターズ」
「ポケモンカードゲーム」
「バトルスピリッ
ツ」
のカード大会に参加しよう。

平成を振り返ろう！
ポイントゲットウオーク

14

要予約

時間

①10:00～ ②13:00～ ③15:00～
会 場 2F 会議室（ホビーゾーン横） 対 象 小学生
料 金 500円 ※初回の方は教材費別途4,000円
定 員 各回20名

①11:00～ ②13:00～ ③15:00～
会 場 2F 会議室（ホビーゾーン横）
料 金 200円

ご予約

TELまたはHPにて

TEL.058-252-5519

受 付 1F ホワイトプラザ

1組500円 定 員 各回15組
お問合せ 058-252-5519（NPO法人 Meets Vision）
料金

ご予約

会員限定

イベント終了後、30分間遊び放題！
お子さま30分（630円）
・大人30分（630円）
が無料！

参加特典

27 キッズバリスタ体験

マイ箸をつくろう

（土）

※大人
（20歳～）
の付き添いが必要です

ご予約

キッズクラブカードをお持ちの方、
カードご提示で1膳分
（100円）
無料！

（月・祝）

会員限定 キッズクラブカードをお持ちの方、カードご提示で「スターバックスヴィア®コーヒー＆ティーアソートセット（3本入り）」をプレゼント！

iPadで描いた絵を
印刷して持って帰ろう

予告

5/5

（日・祝）

キッズクラブカードをお持ちの方、
カードご提示で200円OFF！
※当日ご入会の方は対象外

イベント information

こどもの日フェスティバル

新元号の書き初めやカブトづ
くり、けん玉やお手玉など、楽
しい遊びが盛りだくさん！家族
で記念写真を撮れるブースも
あるよ♪

①11:00～14:00
②15:30～17:30
会 場 1F シースマート 料 金 300円
定 員 最大5名
（空き次第随時ご案内）

時間

11:00～17:00

会 場 1F ホワイトプラザ

1家族 500円
定 員 100名

料金

キッズクラブカードをお持ちの方、
カードご提示で200円OFF！
※当日ご入会の方は対象外

ソフトバンクのお父さん犬ぬりえ
（非売品）
プレゼント！※先着100名様

会員限定

家族で楽しいひとときを！

時間

参加特典

11:00～17:00
会 場 1F ホワイトプラザ
料 金 500円
定 員 100名
時間

※カード1枚につき1セットまで ※当日ご入会の方は対象外

iPadを使ってお絵かきにチャレンジ。
完成した絵はその場で印刷できるよ！
楽しみながらiPadの操作を学んでね♪

会員限定

もうすぐ
「こどもの日」
！キラキラと差し込む
光が美しい、こいのぼりのステンドグラスを
お家に飾って元気な成長をお願いしよう☆

店頭またはTELにて4/1(月)～受付開始 TEL.058-320-0841

※当日ご入会の方は対象外

（日）
・

（日）

11:00～11:45
会 場 1F スターバックス
対 象 小学1～6年生
定 員 6名

11:00～17:00
会 場 1F ホワイトプラザ
料 金 1膳100円
定 員 100名

28 29

28

時間

時間

会員限定

要予約

光を楽しむ
こいのぼり飾りをつくろう

憧れのバリスタのお仕事を体験♪
ドリンクが簡単に作れる「フレー
バーVIA」でドリンクをつくって、お
客さんに渡そう！

カンナで木を削ってオリジナルの箸
づくりに挑戦しよう☆家族みんなの
分をつくっておそろいの箸でご飯を
食べるのも楽しいね♪

会員限定

HPにて

キッズクラブカードをお持ちの方、
カードご提示で200円OFF！

※当日ご入会の方は対象外

（日）

①11:00～12:30 ②14:00～15:30

※当日ご入会の方は対象外 ※1組につき最大200円OFF！

会員限定 キッズクラブカードまたはホビーゾーンカードご提示で100円OFF！併用で無料！

21

要予約

地図上に示されたチェックポイントを回り、平成にまつわるクイズに答えて得点を集めよう。
合計点が1番高いチームには「ミスタードーナツカード5,000円分」をプレゼント！

時間

時間

×

キッズクラブカードをお持ちの方、
カードご提示で200円OFF！
※当日ご入会の方は対象外

「京菓子 福屋」京和菓子販売

4 10
（木）〜

ふんわりと柔らかな本わらび餅など、
京都の和菓子が大集合。

（水）

13 14
（土）
・

（日）

20 21
（土）
・

地元農産物販売
地元生産者が丹精込めてつくる自慢の食材が揃います。

「沙綾庵」めんたいこ販売

（日）

本場九州博多の辛子明太子をお手
頃価格で販売します。

10:00～無くなり次第終了
会 場 1F モレラマルシェ横 特設会場

時間

楽しいイベントに参加してスタンプをためると
キッズクラブ対象イベントに
参加するとカードがもらえるよ!

入会金・年会費

無料！

対象イベントは
このマークが目印！

2F グリーンプラザ
あそびパーク
施設利用料

1,000円引き
小学生以下のお子さまを対象とした、
「モレラ岐阜キッズクラブ」。
会員様限定のうれしい特典はもちろん、
お子さまの豊かな感性を育む
体験型イベントをご用意しております。

※詳しいイベント情報はモレラ岐阜公式WEBサイトをご確認ください
※表示価格はすべて税込です
（税抜表記をあるものを除く）

さらに

で使える特典がもらえるよ！
あそびパーク
保護者様

１名無料（630円分）

カードご提示特典のほか、スタンプを集めるともらえるうれしい特典も！

スタンプを早く集めたい方に

イベント参加時にペットボトルの
キャップを10 個以上お持ちいただくと、
スタンプを1個プレゼント！※お一人様につき1日1回限定

対象イベントは
このマークが目印 !

乗り物 or
アーケードゲーム機

1回無料

クレーンゲーム

１回無料（100円分）

最新遊具が揃う室内プレイグラウンド。バーチャル虫とり
「屋内木のぼり 森の子」は岐阜県内初コンテンツ♪

