特別企画

特別企画

Dialogue in the Dark

予算

20 RM 〜
30 RM

暗闇という別世界での体験で
当然と思っていたことの大切さを再発見

/時間

ダイアログ・イン・ザ・ダークは、ドイツ発祥の世界30ヵ国で実施さ
れている世界的に知られたワークショップ。参加者は完全に光を遮断し
た空間へグループを組んで入り、暗闇のエキスパートであるガイド（視
覚障害者）のサポートのもと、公園や街中、バーなどさまざまなシー
ンを探検します。その過程で視覚以外の様々な感覚の可能性と心地よ

ツアーはわずか１時間ですが、
「一生忘れられない体験になっ
た」という人が多いそう。

さに気づき、またコミュニケーションの大切さ、人のあたたかさに気づ
くのです。家族やお友達、同僚たちと参加すれば、新たな気づきがきっ

パパもママも注⽬！

に楽しめ
緒
⼀
と
る施
も
ど
設
こ
大人よりずっと感受性の豊かなこどもたちには、できるだ
けいろんな体験をさせてあげて、将来の可能性を広げてほ
しいですよね。そこで今回は、楽しく遊びながら、身体能
力を高めたり、理系の楽しさに触れたり、想像力を高めた
りできる施設を集めてみました!

とあるはず。
おすすめ情報

100-P1-001, THE SCHOOL, Block J,
Jaya One, No. 72A, Jalan Universiti,
46200 PJ
03-5891 6212
火〜金：10am -6pm 、土＆日：10am-7pm
月曜定休 ※最終ツアーは閉店1時間前にスタート
www.did.my
connect@did.my
18歳 以 上：RM30、13歳 〜 17歳：RM25、7歳 〜 12歳：
RM20 ※ツアーは英語、マンダリン、マレー語で行われます。

暗闇ツアーのほか、
暗闇での誕生日
パーティーや教育プ
ログラムなど、こど
も 向 け、 大 人 向 け
のユニークなワーク
ショップがいろいろ
あります！

Roboticist

予算

60 RM 〜
80 RM

30 RM 〜

科学や工学って実は楽しい！
遊びながら楽しく学んじゃおう

/時間

マレーシアで唯一米国 VEX社の教材（ロボット作成ツール）を取り
扱っているROBOTICISTで、ロボットを作ったりして楽しく遊びなが
ら、科学や数学のおもしろさに触れられるプログラムに参加してみま
せんか?

大人も夢中になれるロボット制
作キット。自分の作ったロボッ
トを操縦して遊べるスペースも
あります！

/回

お子様の誕生会用のパーティルーム併
設。ご希望に応じて食べ物の手配やピ
エロやフェイスペインティングなどのエ
ンターテイメントもアレンジ可。

難しそうに見える組み立ても、マンツーマンで教えてもら

えるから安心！

J k ids

予算

こどもたちの笑顔がいっぱい！
コンセプトは「屋内の公園」
Jkidsは6 ヵ月児から楽しく安全に遊べる屋内遊戯施設。ジャングルジ
ム、ボールプール、マレーシアでは珍しい砂場、ほかにもいろんな種
類の "動く" 遊具がいっぱい!

遊園地をテーマとした店内はかわいらし

いパステルカラーで彩られ、こどもたちの笑顔と歓声で溢れています。

アメリカをはじめ、カナダ、ニュージーランドなどで

大人たちも一緒に遊んだり、寛いだり。バースデーパーティルームも併

「STEM」、Science（科学）、Technology（技術）、Engineering（工学）

設。今年はちょっと特別に、Jkidsでお子様の誕生日を祝ってみません

Mathematics（数学）の教育に力が注がれていますが、ROBOTICIST

か?

みんなでHAPPYな時間が過ごせること間違いナシ !

を通じてまずは遊んで楽しもう！
おすすめ情報

Lot 100-1.003, First Floor The
School, Jaya One, No.72A, Jalan
Universiti, 46200 PJ
012-340 9511
contact@myroboticslearning.com
1:30 am- 7pm
※金曜12:30pm-2:30pmは休憩
www.myroboticslearning.com
Robotics Learning

Yenji Clay Craft

予算

400 RM 〜
/コース

初心者におすすめのクレイドールの作業
時間の目安は、1体当たり6 〜15 時間。
営業時間内なら好きなだけ作業できるの
で、凝りに凝った人形を作ってみては？

セニョ〜ム読者限定割引
６歳 から楽しめるVEX IQと
13歳 以 上 対 象 のVEX EDR が
特別価格に！
VEX IQ：RM95 → RM6 0
VEX EDR：RM115→ RM80

想像力、集中力を高める
焼かない粘土を使ったクレイクラフト

Jkidsは現在全7店舗。下記のショッピングモー
ル内に入っています。 The Curve、Tropicana City
Mall、Paradigm Mall、Publika Shopping Gallery、
One City Mall、Encorp Strand Mall、Gamuda Walk
10am-9pm
http://my-jkids.com
Jkids Malaysia

予算

25 RM 〜
/回

施 設 入 場 料 はこども一人
1回 RM30だ が、 お 得 な
「マルチビジットパス」だ
と、RM100で5回利用でき
る（3 ヵ月間有効）。このほ
か、半年と年間有効の「メ
ンバーズパス」もあり、料
金 は そ れ ぞ れRM500と
RM800。

Dance Style
かわいい！ 楽しい！ Rody Yoga
こどもの心・体・知性を伸ばすヨガ遊び

可憐な花や、精巧に作られたミニチュア、かわいらしい人形など、さま

イタリア生まれのカラフルなロディは、乗って楽しく遊びながら、バラ

ざまなものを粘土で作るクレイクラフト。成形後、焼かずに乾燥させる

ンス感覚、運動能力を養える非常に優れたバランスボール。愛らしい

だけで、硬く、滑らかな仕上がりになる特殊な粘土を使用しており、初

デザインとカラーは、ヨガレッスンに対するモチベーションや集中力を

めてでも楽しく作業できます。想像力、集中力を高めるのはもちろん、
作り上げる喜びや達成感を味わえるので、こどもにも大人にもおすす
め。また、手作りの作業に没頭するとリラックスできる効果も。手作り

高め、維持する効果も！
ロディヨガは、単に身体を動か
すだけでなく、お友達を大事に
する、親に感謝するなどの心も
学びます。

ロディヨガレッスンでは、ロディが発達中の

こども達の身体を優しくサポートしてくれるので、ボディセンス、バラ
ンス感覚、ヨガの心 (心と知性を高める)を身につけることができます。

が好きならきっとハマります。先生を目指せるコースもあり、こどもでも

身体の小さなこどももロディを使うことで、ヨガの効果を得るポーズが

参加可能。

作りやすくなります。
セニョ〜ム読者限定割引

【IPC Shopping Centre本店】
03-7724 2778
※IKEA横
017-467 7436(Mr Chris)
10:30am-9pm
10:30am-9pm
【パブリカ店】 03-6412 9035
【ペナン店】98-G-17, Jalan Fettes, (Prima Tanjung)
04-899 0393
Tg Tokong, Penang
10:30am-6pm
Yenji Clay Craft
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ド ー ル3体 を 制 作 で き
る「B a s i c C u t i e D o l l
Made by Yenji Toy Clay
(RM400)」が、3月 末 ま
で本 誌 持 参で20％ 割引
のRM320に！
※材料代（1体 RM100 〜
150）が別途必要。

おすすめ情報

Blok G-3-1, Plaza Damas, No.60,
Jalan Sri Hatamas 1, Sri Hatamas, 50480 KL
013-368 3640
016-666 6423（なつみ）
dancestyle̲malaysia@yahoo.co.jp

ママやパパと一緒のプログラム
も予定しているので、ご興味の
ある方は、2月のトライアルクラ
スにぜひ参加してみて！ かわ
いいロディの虜になること、間
違いなしですよ♪ 対象年齢は
3歳〜 12歳。
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