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　6月26日（土）、市内小学校5・6年生を対象としたカヌー体験教室が感染症対策のもと、神
之池で開催されました。最初は恐る恐る漕ぎ出した子どもたちもすぐに慣れて、楽しそうに
カヌーに乗っていました。
　カヌー体験は、かみすスポーツクラブでも実施しています。

（問合先＝かみすスポーツクラブ　☎0299-93-0040）

児童自然体験教室（文化スポーツ課）
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公民館講座生募集
申込先着順講座
対象＝市内に在住・在勤・在学で、修了まで受講できる方（一般は高校生以上）
受講料＝無料（材料費などは自己負担）
※申込時に納入する場合あり（つり銭のないようにお願いします）
※キャンセルの時期により返金できない場合あり
受講できる講座＝各公民館1人2講座まで（短期講座を除く）
申込先＝各公民館へ電話またはQRコードから申込
※講座により申込方法が異なる場合あり（確認の上お申し込みください）

※定員になり次第締め切り
※�募集定員の半数に満たない場合、講座を開催できない場合あり注意事項

矢田部公民館 ☎0479-48-3311

※受講申込は電話のみの受付となります

※★印の講座はQRコードからも申し込みができます

中央公民館 ☎0299-90-5500

講座名 対象 開講日・回数・開催時間 講座内容

ビーズアクセサリー作り 一般10人 10月14日（木）　全10回
午前10時〜正午

ビーズとテグス（糸）で編み込んだ気品と重厚感のある
アクセサリーを製作します。（材料費6,000円）

温活ヨガ 一般10人 10月7日（木）　全5回
午前10時〜11時30分 内臓の動きを活発にし、冷えを改善するヨガです。

★いつもの材料が
　大変身する料理 一般12人 10月12日（火）　全3回

午前10時〜午後1時
身近なものを代替調味料として、時間のかかる料理を
簡単に作れるレシピを学びます。（材料費2,700円）

★ピラティス 一般15人 10月5日（火）　全8回
午前10時〜11時30分

運動が苦手な方でも気軽に挑戦できるストレッチエクサ
サイズです。体幹やインナーマッスルを鍛えましょう。

★手軽に作る海の幸料理 一般12人 11月9日（火）　全3回
午前10時〜午後1時

新鮮な魚介類を使い手軽に作れるメニューを紹介しま
す。（材料費2,700円）

9月4日（土）　午前9時から
申込開始

▼後期講座

講座名 対象 開講日・回数・開催時間 講座内容

親子で秋のリース作り 小学生と
保護者8組

10月10日（日）　全1回
午前10時〜正午

1年中お部屋に飾れるナチュラルリースを親子で楽し
く作ってみませんか？（材料費1個2,000円）

9月3日（金）　午前9時から
申込開始

▼短期講座

講座名 対象 開講日・回数・開催時間 講座内容

秋のパン作り 一般10人 10月16日（土）　全1回
午後0時30分〜4時

おうちでできる本格的なパン作りを学びましょう。
（材料費800円）

9月7日（火）　午前9時から
申込開始

新型コロナウイルス感染症の拡大防
止のため、感染状況により一部講座
が中止や延期になることがあります。
詳細は、各館に直接お問い合わせく
ださい。また、今後の広報かみすな
どでお知らせします。

QRコードは
24時間申込可
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▼開講予定講座
講座名 対象 開講日・回数・開催時間 講座内容

クリスマスを飾る
コンテナガーデニング 一般10人 11月　全1回

※�内容・申込については、今後の広報かみすにて
　お知らせします

熊手作り 一般10人 11月　全1回
門松作り 一般10人 12月　全1回
親子クリスマスリース
作り

小学生と
保護者10組 11月　全1回

親子アイシングクッキー 小学生と
保護者10組 12月　全1回

講座名 対象 開講日・回数・開催時間 講座内容

腰痛改善ストレッチ 一般15人 10月8日（金）　全8回
午後1時30分〜2時30分

姿勢を正して、凝り固まった体をほぐし、普段使って
いない筋肉や腱を伸ばします。疲れがたまっていると
感じている男性の方にもオススメです。

▼後期講座

9月4日（土）　午前9時から
申込開始

若松公民館 ☎0479-46-1115

講座名 対象 開講日・回数・開催時間 講座内容

素敵なビーズモチーフ
アクセサリー 一般12人 10月15日（金）　全4回

午前10時〜正午
ビーズなどでモチーフを作り、ネックレス・イヤリング・
バッグチャームなどのアクセサリーを作ります。
（材料費3,000円）

素敵な刺繍モチーフ
アクセサリー 一般12人 10月19日（火）　全4回

午前10時〜正午
ビーズや刺しゅうなどでモチーフを作り、ネックレス・
ブローチなどのアクセサリーを作ります。
（材料費3,000円）

実用書道 一般10人 10月22日（金）　全5回
午前10時〜11時30分

祝儀袋や芳名帳に筆できれいな字を書きたいと思って
いる方向け。美しい筆文字を身につけましょう。
（材料費1,500円）�

ニイハオ！旅して学ぶ
中国語 一般10人 10月30日（土）　全5回

午前10時〜11時30分
旅先で役立つ中国語をネイティブの先生から学びます。
身近にいる中国人に話しかけてみるのもいいかもしれ
ませんね。

▼短期講座

9月11日（土）　午前9時から
申込開始

講座名 対象 開講日・回数・開催時間 講座内容

男の簡単レシピ 一般15人 11月6日（土）　全1回
午前9時30分〜午後1時

※�内容・申込については、今後の広報かみすにて
　お知らせします

修理上手！養成講座
障子張り 一般15人 11月13日（土）　全1回

午前10時〜正午
家をすっきり！
お片付け講座 一般15人 11月27日（土）　全1回

午前10時〜正午

親子パン作り教室
小学生以上
の子と
保護者6組

11月27日（土）　全1回
午前9時30分〜午後1時

ボクサビクス 一般20人 12月4日（土）　全8回
午前10時30分〜11時15分

親子で作ろう！
ビーズアクセサリー

小学生以上
の子と
保護者6組

1月6日（木）　全1回
午前10時〜正午

パソコン講座
タブレット入門

一般15人
シニア向け 未定　全1回

▼開催予定講座

QRコードは
24時間申込可

QRコードは
24時間申込可
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はさき生涯学習センター ☎0479-44-0001
※後期講座は電話申込のみの受付となります

9月12日（日）　午前9時から
申込開始

講座名 対象 開講日・回数・開催時間 講座内容

大人の脳活〜俳句 一般13人 10月6日（水）　全8回
午前10時〜正午

「五・七・五」の世界で最も短い定型詩「俳句」を初歩か
ら学び、脳を活性化させましょう。

やさしい
ストレッチヨーガ 一般9人 10月7日（木）　全8回

午前10時〜11時30分
どなたでもできる優しいストレッチを行ない、心身を
リラックスさせるヨーガです。

あこがれの美文字 一般12人 10月12日（火）　全8回
午前9時30分〜11時30分

誰もが憧れる美しい文字を学びます。冠婚葬祭など、
いざという時にも役立ちます。（教材費2,500円）

やすらぎの茶道 一般8人 10月14日（木）　全10回
午後1時〜3時

裏千家のお点前の作法を基本から学びます。あくせく
した日常から少しだけ離れた、やすらぎの時間です。
（教材費2,500円）

▼後期講座

9月19日（日）　午前9時から
申込開始

講座名 対象 開講日・回数・開催時間 講座内容

秋のパン作り 高校生以上
12人

10月17日（日）　全3回
午後1時〜4時

生地のこね方・発酵などの基本を学びます。食欲の秋
においしいパンを作りましょう。（材料費2,000円）

癒やしの
リラクゼーションヨガ 一般9人 10月26日（火）　全2回

午後6時45分〜8時15分
心身の緊張をほぐすことで、心地よい睡眠が期待でき
ます。

▼短期講座

講座名 対象 開講日・回数・開催時間 講座内容

おいしい手打ちそば 一般12人 11月3日（水・祝）　全1回
午前11時〜午後4時

※�内容・申込については、今後の広報かみすにて
　お知らせします

秋・冬の消しゴムはんこ 一般12人 11月13日（土）・27日（土）　
全2回　午前10時〜正午

親子で作るXmasケーキ 小学生と
保護者10組 未定

親子で楽しく
バルーンアート

3歳以上の
子どもと
保護者10組

未定

新年を迎える生け花飾り 高校生以上
12人 未定

腸活ヨガ 一般9人 未定
身体きれいに
デトックスヨガ 一般9人 未定

季節のカフェ料理 一般12人 未定

▼開催予定講座

QRコードは
24時間申込可
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中央公民館 ☎0299-90-5500

抽選講座
対象＝市内に在住・在勤・在学で、修了まで受講できる方（一般は高校生以上）
受講料＝無料（材料費などは自己負担）
受講できる講座＝後期講座のうちから、1人2講座まで（短期講座を除く）
※3講座以上の申し込みがあった場合は、全講座キャンセル扱い
申込先＝中央公民館へ電話またはQRコードから申し込み
結果発表＝10月初旬に申込者全員に郵送にて通知
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、抽選は非公開

※募集定員の半数に満たない場合、講座を開催できない場合あり注意事項

新型コロナウイルス感染症の拡大防
止のため、感染状況により一部講座
が中止や延期になることがあります。
詳細は、各館に直接お問い合わせく
ださい。また、今後の広報かみすな
どでお知らせします。

講座名 対象 開講日・回数・開催時間 講座内容

ZUMBA 一般16人 10月28日（木）　全10回
午前10時30分〜11時30分

ラテン系リズムに合わせて体を動かす燃焼系ダンスフィッ
トネスエクササイズ。運動不足も解消され、日頃のストレ
スもスッキリです！

リンパセラピー 一般12人 11月4日（木）　全10回
午前9時30分〜11時30分

自分だけでなく、大切な人の体のケアにも使える健康
療法リンパセラピー。リンパの流れをよくすることで、
疲労回復や免疫力アップが期待できます！

子どもの陶芸 小学生12人 11月13日（土）　全10回
午後1時30分〜3時30分

小学生向け陶芸教室。なかなか体験できない陶芸を基
礎から教えます。（材料費3,000円）�

子どもの絵画 小学生20人 11月13日（土）　全10回
午後1時30分〜3時30分

小学生向け絵画教室。道具の使い方、色や形の捉え方
を絵を描きながら学びます。

子どもHIPHOPダンス 小学生20人 11月13日（土）　全10回
午前10時30分〜11時30分

小学生向けHIPHOPダンス体験教室。中学校で必須科目
になったダンスを基礎から体験してみよう！

▼後期講座 抽選制

9月2日（木）から21日（火）まで　午前9時から午後5時まで
申込期間 QRコードは

24時間申込可
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教室等名 内容 ①対象者　②人数 曜日・時間

あかちゃんタイム ふれあい遊び・手遊び ①0歳児　
②15組

月1回　
午前10時30分〜11時

ぴよぴよルーム 親子のふれあい遊び・季節の制作など ①1歳児　
②10組

月1回　
午前10時〜11時

すくすくルーム 親子で楽しむ遊び・季節の制作など ①2歳児　
②10組

月1回
午前10時〜11時

かるがもルーム 季節の制作・レクリエーションなど ①3歳児〜5歳児　
②10組

月1回　
午後3時30分〜4時30分

ENJOY SCHOOL 季節を感じる制作・体験など ①小学生　
②20人

月1回　
午前10時〜11時30分

うずも児童館 ☎0299-96-5069
教室等 〈児童館ホームページ〉

イベント情報

事業名・内容 日時 ①対象者　②人数　③費用 ①申込開始日
②申込方法

ちびっこ☆お月見団　
お月見団の一員になってお月見をたのしもう！

9月21日（火）　
未定

①乳幼児　
②20組　③50円

①未定
②来館申込

ハロウィンランド　
ようこそ夢の国へ

10月16日（土）　
未定

①0歳児〜18歳　
②定員以内　③未定 ①②未定

うずフェス2021　
うずもで旅する世界旅行へ出発！

11月14日（日）　
午前10時〜11時30分　
午後1時〜2時30分　
午後3時30分〜5時

①0歳児〜18歳　
②定員以内　③未定

①未定
②来館申込

ハッピークリスマス　
キッズサンタ集合!!

12月25日（土）　
午前10時〜11時30分
午後1時30分〜3時　

①0歳児〜18歳　　
②③未定

①未定
②来館申込

バレンタイン　
バレンタイン制作

2月11日（金・祝）
未定

①0歳児〜18歳　
②20人　③未定

①未定
②来館申込

感謝デー　
1年間来館していただいた皆さまへ感謝を込めて

3月26日（土）
未定

①0歳児〜18歳　
②定員以内　③未定 ①②未定

※感染状況により定員が変動する可能性があるため、定員についてはホームページまたは直接お問い合わせください

児童館情報
※対象が未就学児の場合は保護者の同伴が必要です

対象者＝市内在住の方
活動費＝活動内容によって徴収する場合あり
※�申込方法などの詳細については、ホーム
ページまたは各館へお問い合わせください

教室等

　各館で実施されるイベントについてまとめ
ています。イベント内容は変更となる場合が
あります。

イベント情報

1歳児…令和元年4月2日〜令和2年4月1日生まれの方
2歳児…平成30年4月2日〜令和元年4月1日生まれの方
3歳児…平成29年4月2日〜平成30年4月1日生まれの方
4歳児…平成28年4月2日〜平成29年4月1日生まれの方
5歳児…平成27年4月2日〜平成28年4月1日生まれの方

年齢表

　開館時間内は、0歳〜18歳の子どもと保護者を対象に
さまざまな相談に応じています。お気軽にご相談くださ
い。（年末年始を除き、午前9時〜午後5時30分）

児童館職員による相談業務

新型コロナウイルス感染症の拡大防止により児童館の利用
時間やイベント内容が変更になることがあります。詳細は
ホームページまたは各館に直接お問い合わせください。
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教室等
教室等名 内容 ①対象者　②人数 曜日・時間

たんぽぽタイム プレ幼稚園としていろいろやってみよう ①2歳児　
②各回6組

水曜日（月1回）　
午前10時30分〜11時　
午前11時15分〜11時45分

あおぞらタイム 親子で季節の制作や体を動かそう ①3歳児〜5歳児　
②各回6組

火曜日/金曜日（月1回）　
午後3時30分〜4時15分

ひらじタイム 制作・運動などを楽しくやってみよう ①小学生　
②各回10人

土曜日（月1回）　
午前10時30分〜11時30分
午後1時30分〜2時30分

ひらじ会議 児童館でできるイベントの企画と運営など
をみんなとやってみよう

①小学5年生〜中学2年生　
②10人

土曜日（月1回）　
午後3時30分〜4時30分

親子の絆づくり
プログラム
BPプログラム

初めて出産したママと赤ちゃんのための講座
（申込期間：12月15日（水）〜2月1日（火）電話
申込）

①令和3年8月8日〜12月7日
生まれの乳児　
②10組程度

2月7日、14日、21日、28日
（月曜日4回コース）
午前10時〜正午

母親クラブ 児童館の行事に参加しながら、趣味や特技
を生かし、楽しく活動しましょう

①地域の母親　
②定員なし（事前申込制）

火曜日（月2回）
午前10時〜正午

イベント情報

事業名・内容 日時 ①対象者　②人数　③費用 ①申込開始日
②申込方法

ハロウィン
ハロウィンにちなんだゲームなど

10月30日（土）　
未定 ①②③未定 ①②未定

家庭の日イベント　
令和4年カレンダー制作

11月20日（土）・21日（日）　
午前10時45分〜11時45分
午後3時30分〜4時30分

①乳幼児〜18歳　　
②定員以内　③無料 ①②未定

クリスマスイベント
クリスマスにちなんだゲームなど

12月18日（土）　
未定 ①②③未定 ①②未定

新春書き初め会　
新年の抱負を1文字で書いてみよう

1月4日（火）〜6日（木）　
午前9時30分〜午後4時30分

①小学4年生以上　
②定員以内　③無料 当日自由参加

バレンタインデー　
プレゼントづくり

2月12日（土）　
午前10時30分〜11時30分
午後1時30分〜2時30分

①小学生以上　
②各回10人　③未定

①2月5日（土）
②来館申込

ホワイトデー　
プレゼントづくり

3月12日（土）　
午前10時30分〜11時30分
午後1時30分〜2時30分

①小学生以上　
②各回10人　③無料

①3月5日（土）
②来館申込

平泉児童センター ☎0299-93-8820
〈児童館ホームページ〉

※感染状況により定員が変動する可能性があるため、定員についてはホームページまたは直接お問い合わせください
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軽野児童館 ☎0299-97-0360
教室等

教室等名 内容 ①対象者　②人数 曜日・時間

かるの制作部 工作などを楽しもう ①3歳児〜中学生　
②15人程度

月曜日（月1回）　
午後4時〜5時

小学生の日 レクリエーションを楽しもう ①小学生　
②15人程度

月曜日（月1回）　
午後4時〜5時

イベント情報

事業名・内容 日時 ①対象者　②人数　③費用 ①申込開始日
②申込方法

かるカレ　
フォトカレンダー制作

毎月3日間（指定された日）　
午前10時〜11時　
午前11時〜正午　
午後1時30分〜2時30分　
午後4時〜5時

①乳幼児　
②各日20組　③無料

①開始1週間前
②事前申込制

ハロウィンイベント　
ハロウィンを楽しもう！

10月31日（日）　
午前10時〜午後4時30分

①0歳児〜18歳　
②定員以内　③無料 当日自由参加

ファミリー Day　
手形アート制作

11月7日（日）　
午前10時30分〜11時30分　
午後1時30分〜2時30分　
午後3時30分〜4時30分

①0歳児〜18歳　
②各回5組　③150円

①11月1日（月）
②来館申込

冬イベント　
プレゼントつみつみ大会　
〜いっぱいつめるか選手権〜

12月19日（日）　
午前10時〜午後4時30分

①0歳児〜18歳　　
②定員以内　③無料 当日自由参加

お正月あそび　
お正月あそびを楽しもう！

1月4日（火）〜7日（金）　
午前10時〜午後4時30分

①0歳児〜18歳　　
②定員以内　③無料 当日自由参加

節分会　
おにのお面づくり　
節分ゲーム

2月3日（木）　
午前10時〜午後4時30分

①0歳児〜18歳　　
②定員以内　③無料 当日自由参加

バレンタインイベント　
未定

2月12日（土）　
午前11時〜正午　
午後3時30分〜4時30分

①幼児〜18歳　　
②各回8組　③未定

①2月5日（土）
②来館申込

ひなまつり　
ひなまつり制作

3月1日（火）　
午前10時〜午後4時30分

①0歳児〜18歳　　
②定員以内　③無料 当日自由参加

春休みイベント　春を探せ！　
〜探索ゲームにチャレンジ〜

3月25日（金）・26日（土）　
午前10時〜午後4時30分

①0歳児〜18歳　　
②定員以内　③無料 当日自由参加

〈児童館ホームページ〉

※感染状況により定員が変動する可能性があるため、定員についてはホームページまたは直接お問い合わせください
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教室等名 内容 ①対象者　②人数 曜日・時間

すくすくタイム 親子で楽しく遊ぶ ①2歳児　
②8組

水曜日（月1回）　
午前11時〜11時40分

にこにこタイム お友達と仲良く遊ぶ ①3歳児　
②5組

水曜日（月1回）　
午後3時30分〜4時15分

かるがもタイム お友達と協力していろいろな事を楽しむ ①4歳児・5歳児　
②10組

土曜日（月1回）　
午前10時30分〜11時15分

わくわくタイム お友達と工作やレクリエーションを楽しむ ①小学1・2年生　
②8人

月曜日（月1回）　
午後4時〜5時

チャレンジタイム 遊びを通していろいろな事にチャレンジす
る

①小学3〜6年生　
②10人

土曜日（月1回）　
午後1時30分〜2時30分

大野原児童館 ☎0299-92-7192

イベント情報

事業名・内容 日時 ①対象者　②人数　③費用 ①申込開始日
②申込方法

だんごどろぼう　
今年のだんごどろぼうはいつもと違う？！

9月25日（土）　
午前10時〜午後4時30分

①0歳児〜18歳　
②定員以内　③無料 当日自由参加

ハロウィン　
大野原児童館でハロウィン気分を味わおう！

10月30日(土)
午前10時〜午後4時30分

①0歳児〜18歳　
②定員以内　③無料 当日自由参加

家族の日〜ポケットタウン〜　
みんなで楽しもう！

11月13日(土)
午前10時〜午後4時30分

①0歳児〜18歳　
②定員以内　③未定 ①②未定

クリスマスパラダイス　
みんなのおうちへプレゼントゲーム　
フォトコーナーなど

12月11日（土）　
午前10時〜午後4時30分

①0歳児〜18歳　
②定員以内　③無料 当日自由参加

お正月あそび　
正月にちなんだ遊び

1月6日（木）
未定

①0歳児〜18歳　
②定員以内　③未定 ①②未定

豆まき会　
節分を楽しもう

1月29日（土）
未定 ①②③未定 当日自由参加

バレンタイン　
“チョコ”っと来てみて！

2月12日（土）
未定 ①②③未定 ①②未定

21大野原ミュージアム　
フォトスポット思い出写真館　
ゲームなど

3月12日（土）〜14日（月）　
午前10時〜午後4時30分

①0歳児〜18歳　
②定員以内　③無料 当日自由参加

教室等 〈児童館ホームページ〉

※感染状況により定員が変動する可能性があるため、定員についてはホームページまたは直接お問い合わせください
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若松児童館 ☎0479-46-1055
教室等

教室等名 内容 ①対象者　②人数 曜日・時間

松 制作や遊びを通してお友達と楽しもう ①小学生　
②10人

月曜日（月1回）　
午後4時15分〜5時

竹 親子で制作や遊びを通して季節を楽しもう ①3歳児〜5歳児　
②7組程度

水曜日（月1回）　
午後3時45分〜4時30分

梅 親子で楽しく元気にからだを動かそう ①0歳児〜2歳児　
②7組程度

月曜日（月1回）　
午前10時45分〜11時

イベント情報

事業名・内容 日時 ①対象者　②人数　③費用 ①申込開始日
②申込方法

秋のイベント　
ゲーム・制作

9月18日(土)　
午前10時30分〜11時30分
午後1時30分〜2時30分

①0歳児〜18歳　
②各回10人　③無料

①9月13日（月）
②来館申込

ナゾトキ・メイロ　
ゲーム

10月31日（日）　
午前10時〜正午

①0歳児〜18歳　
②定員以内　③無料 当日自由参加

family day　
制作

11月21日(日)　
午前10時〜正午

①0歳児〜18歳　
②定員以内　③無料 当日自由参加

冬のイベント　
ゲーム

12月11日（土）　
午前10時〜正午

①0歳児〜18歳　
②定員以内　③無料 当日自由参加

わかまつのお正月遊び　
ゲーム・制作

1月8日(土)　
午前10時〜午後4時

①0歳児〜18歳　
②定員以内　③無料 当日自由参加

節分会　
ゲーム・制作

1月29日(土)　
午前10時〜正午

①0歳児〜18歳　
②未定　③無料 当日自由参加

1年しめくくりイベント　
ゲーム・制作

3月5日(土）　
午前10時〜午後4時

①0歳児〜18歳　
②未定　③無料 当日自由参加

〈児童館ホームページ〉

イベント情報

事業名・内容 日時 ①対象者　②人数　③費用 ①申込開始日
②申込方法

ハロウィン　
未定

10月30日（土）　
未定

①乳幼児〜18歳　
②定員以内　③未定 ①②未定

いいにしの日＋ぷらす　
未定

11月23日(火・祝)・24日（水）
未定

①乳幼児〜18歳　
②定員以内　③未定 ①②未定

にしの日＋クリスマス　
未定

12月24日(金)・25日（土）　
未定

①乳幼児〜18歳　
②定員以内　③無料 ①②未定

お正月遊び　
日本の伝承遊びを楽しむ

1月8日(土)　
未定

①乳幼児〜18歳　
②定員以内　③未定 ①②未定

節分会　
未定

1月29日（土）　
未定

①乳幼児〜18歳　
②定員以内　③無料 ①②未定

ひなまつり　
未定

2月26日（土）　
未定

①乳幼児〜18歳　
②定員以内　③無料 ①②未定

※感染状況により定員が変動する可能性があるため、定員についてはホームページまたは直接お問い合わせください

※感染状況により定員が変動する可能性があるため、定員についてはホームページまたは直接お問い合わせください

波崎西児童館 ☎0479-44-8788
教室等

教室等名 内容 ①対象者　②人数 曜日・時間

ふたばちゃん 親子で楽しく手遊び・制作・運動遊びなど ①2歳児　
②7組

金曜日（月1回）　
午前10時30分〜11時

みつば（水曜日） 親子で楽しく手遊び・制作・運動遊びなど ①3歳児〜5歳児　
②7組

水曜日（月1回）　
午後3時40分〜4時40分

みつば（日曜日） 親子で楽しく手遊び・制作・運動遊びなど ①3歳児〜5歳児　
②7組

日曜日（月1回）　
午前10時〜11時

かもめ（月曜日） 制作・運動遊び ①小学生　
②10人

月曜日（月2回）　
午後3時40分〜4時40分

〈児童館ホームページ〉
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女性・子どもセンター ☎0479-48-1112
教室等（ひろばは、それぞれ1週間前から申込受付）

教室等名 内容 ①対象者　②人数 曜日・時間

よちよちひろば 工作やリズム遊び・季節行事など ①1歳児　
②7組

月曜日（月1回）
午前10時30分

すくすくひろば 工作やリズム遊び・季節行事など ①2歳児　
②7組

水曜日（月1回）
午前10時30分

かるがもひろば 工作やリズム遊び・季節行事など ①3歳児〜5歳児
②7組

火曜日（月1回）
午後3時45分

チャレンジひろば 遊びを通していろいろな事にチャレンジ ①小学1〜6年生　
②10人

日曜日（月1回）
午前10時

波っこひろば いろいろなスポーツやレクリエーションを
楽しむ

①小学1〜6年生　
②10人

土曜日（月1回）
午前10時

親子の絆づくり
プログラム
BPプログラム

初めて出産したママと赤ちゃんのための講座
（申込期間：9月9日（木）〜10月24日（日）電話
申込）

①令和3年5月2日〜9月1日
生まれの乳児　
②10組程度

11月1日、8日、15日、22日
（月曜日4回コース）
午前10時〜正午

イベント情報

事業名・内容 日時 ①対象者　②人数　③費用 ①申込開始日
②申込方法

ナイトアドベンチャー　
夜の児童館探検 9月中旬 ①小学生　

②③未定
①未定　
②来館申込

ハロウィンウィーク　
季節にちなんだ遊び・持ち帰り制作など 10月下旬 ①乳幼児〜18歳　

②定員以内　③無料 当日自由参加

手作り教室①　
クリスマスの飾り作り 11月中旬 ①幼児〜18歳　

②③未定
①未定　
②来館申込

おたのしみ会　
発表・プレゼント 12月上旬 ①幼児〜18歳　

②③未定
①未定　
②来館申込

手作り教室②　
お正月の飾り作り 12月中旬 ①幼児〜18歳　

②③未定
①未定　
②来館申込

お正月あそび　
おはなし・工作・ゲームなど 1月上旬 ①乳幼児〜18歳　

②未定　③無料 当日自由参加

節分会　
おはなし・工作・ゲーム・まめまきなど 1月下旬 ①乳幼児〜18歳　

②未定　③無料 当日自由参加

桃の節句　
おはなし・工作・ゲームなど 2月下旬 ①乳幼児〜18歳　

②未定　③無料 当日自由参加

手作り教室③　
おたのしみ・春の工作 3月下旬 ①幼児〜18歳　

②③未定
①未定　
②来館申込

※感染状況により定員が変動する可能性があるため、定員についてはホームページまたは直接お問い合わせください

〈児童館ホームページ〉



講座・教室・イベント情報
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日程＝�10月2日〜23日（毎週土曜）　全4回　
　　　午後3時40分〜5時10分
対象＝小学1・2年生　25人
費用＝2,000円
申込方法＝電話申込
申込開始日＝9月4日（土）
会場・問合先＝海浜温水プール
☎0299-97-1177

体力向上水遊び運動指導

いけいけ水遊び教室

楽しく遊びながら学ぶ体力向上水遊び教室

日程＝�9月29日〜11月24日（毎週水曜）　全8回　
　　　1部：午後3時〜4時
　　　2部：午後4時〜5時
対象＝年中・年長　各部12人
費用＝3,000円
申込方法＝電話申込
申込開始日＝9月8日（水）
会場・問合先＝海浜温水プール
☎0299-97-1177

ちびっこ水遊び教室

絵本の読み聞かせ、映画上映

日程＝12月予定
対象＝市内児童22人
費用＝無料
申込方法＝当日来館申込
会場＝中央図書館　視聴覚室
問合先＝中央図書館
☎0299-92-3746

ふゆまつり骨盤調整＆骨盤底筋
トレーニングヨガ教室

骨盤底筋を鍛えるヨガで美しい身体を作るための
運動

日程＝�9月30日〜12月2日（毎週木曜）　全10回　
　　　午後6時30分〜7時30分
対象＝一般20人
費用＝5,000円
申込方法＝電話申込
申込開始日＝9月2日（木）
会場・問合先＝波崎体育館
☎0479-44-5581

一般…市内在住・在勤・在学の高校生以上　対象が未就学児の場合は必ず保護者の同伴が必要です

日程＝2月1日（火）〜3月20日（日）
　　　午前9時〜午後4時30分
対象＝どなたでも
費用＝無料
申込方法＝申込不要
会場・申込先＝歴史民俗資料館
☎0299-90-1234

日程＝2〜3月予定　午前10時〜正午
対象＝�市内在住・在勤・在学の図書館利用

カードをお持ちの方
費用＝無料
申込方法＝当日来館申込
会場・問合先＝中央図書館
☎0299-92-3746

東国三社にまつわる昭和初期の絵はがきやパンフ
レット等を展示します

図書館で除籍した本のリサイクル

ミニ展示 東国三社本のリサイクル



講座・教室・イベント情報
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ボランティアによるけん玉・おりがみ教室

日程＝9月26日・10月17日・11月21日・
　　　12月12日・1月23日・2月27日・
　　　3月20日（全て日曜）　
　　　けん玉：午前10時〜11時45分
　　　　　　　（けん玉検定受付11時まで）
　　　おりがみ：午後1時30分〜3時
対象＝どなたでも
費用＝無料
申込方法＝申込不要
会場・申込先＝歴史民俗資料館　
☎0299-90-1234

伝承あそび
「けん玉・おりがみ」

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止
のため、一部イベント等が中止や延期
になることがあります。開催について
は、各申込先に直接お問い合わせくだ
さい。

日程＝11月13日（土）〜1月30日（日）　
　　　午前9時〜午後4時30分
対象＝どなたでも
費用＝無料
申込方法＝申込不要　
会場・申込先＝歴史民俗資料館
☎0299-90-1234

収蔵品展
むかしのくらし展

知っているようで知らない波崎地域の歴史を学びます

日程＝10月下旬
対象＝18歳以上
費用＝無料
申込方法＝電話申込　
会場・申込先＝歴史民俗資料館
☎0299-90-1234

寺子屋

伝承教室　まゆクラフト 伝承教室　凧作り
自分だけの和凧を作ってお正月に遊ぼう
日程＝12月中旬　
対象＝未定
費用＝未定
申込方法＝電話申込　
会場・申込先＝歴史民俗資料館
☎0299-90-1234

繭
まゆ

で来年の干支を作ろう
日程＝11月下旬
対象＝小学3年生以上
費用＝未定
申込方法＝電話申込　
会場・申込先＝歴史民俗資料館
☎0299-90-1234

むかしの道具や写真パネルを展示します
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　市内公共施設では、展示用のパネルやスペースの貸出しをしています。
　写真や絵画、イラスト、書道、小物類など自分の作品を展示してみませんか？

日頃の成果を展示してみませんか？

対象＝市内在住・在勤の方、市内団体（半数以上が市内在住）
展示日数＝1回につき14日以内（作品の搬入出および休館日含む）
利用時間＝午前9時〜午後5時（搬入出の時間含む）
利用申請＝希望日の6カ月前の属する月の1〜5日前まで
利用料＝無料
条件＝貸出期間中は原則1人以上係員を配置し、作品の管理をすること
問合先＝若松公民館　☎0479-46-1115
その他＝飲食禁止、備品（パネルや展示ケース）の貸出しあり　
　　　　※消耗品は各自用意販売等営利を目的とした使用は不可

　若松公民館の2階にある神栖みんなのギャラリーは活動成果の発表の場や市民の交流の場として開放されて
います。あなたも展示会を開催してみませんか。

　中央図書館の正面玄関を入って右側にあるガラスケースは展示スペースとなっています。また、天井からワイ
ヤーで作品をつり下げて壁面展示することもできます。来館した方に、あなたの作品を紹介してみませんか。
対象＝どなたでも
展示日数＝1回につき15日程度（作品の搬入出を含む）
利用時間＝午前10時〜午後6時（搬入出の時間含む）
利用申請＝読書グループ等�利用180日前〜当日
　　　　　それ以外�利用60日前〜当日
利用料＝無料
問合先＝中央図書館　☎0299-92-3746

　展示スペースでは、オス
スメの本の紹介などもして
います。
　図書館へ来館した際には、
ぜひ注目してください。

若松公民館　2階「神栖みんなのギャラリー」

中央図書館　エントランスホール

写真連盟の展示
　令和3年5月に開催された写真連盟展の様子です。
　「花」をテーマに撮影者の想いが込もったさまざまな作
品が展示されました。（現在は展示を終了しています）
　みんなのギャラリーでは不定期でいろいろな展示会が開
催されています。
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　市内にある4つの公民館でも展示スペースの貸出しをしています。それぞれの公民館で展示スペースの大きさや
設備、利用料金が異なりますので、利用を希望する場合は、希望する公民館へ直接ご相談ください。
対象＝市内在住・在勤の方、市内団体（半数以上が市内在住）
利用時間＝午前9時〜午後5時
問合先＝各公民館

　1階回廊にある全長17.5mの掲示板を利用できます。
展示ケースでの展示についてはご相談ください。貸出し
は有料です。

問合先＝中央公民館　☎0299-90-5500

中央公民館　展示ロビー

　展示パネルを使って展示ができます。また、2階の展
示ケースで作品を展示することもできます。
貸出しは無料です。

問合先＝若松公民館　☎0479-46-1115

若松公民館　展示室

　展示パネルを使って1階ロビーに展示ができます。パ
ネルサイズは縦180cm×横180cmで、最大15面の利
用ができます。貸出しは無料です。

問合先＝矢田部公民館　☎0479-48-3311

矢田部公民館　ロビー

　1階ロビーにある展示スペースが利用できます。貸出し
は無料です。
　工事に伴い使用できない期間がありますので、希望する
場合は、お問い合わせください。
問合先＝はさき生涯学習センター　☎0479-44-0001

はさき生涯学習センター　ロビー



生涯学習情報誌

ま び
み
な
イア か す

生涯学習マスコット「マナビィ」
新しい風、生涯学習

半期で開催される講座の一覧です。
広報紙から抜き取ってご利用ください。

　メンバーを募集しているサークルや活動をた
くさんの人に知ってほしいグループなど、市ホー
ムページへ団体の情報を掲載してみませんか？

対象＝市内で活動をしているサークルやグルー
プ、団体など
※営利、政治、宗教を目的としていない団体
申込方法＝申込書へ必要事項を記入の上、下記
文化スポーツ課へ持参、郵送、Eメールまたは
FAXのいずれかで提出
※申込書は市ホームページまたは
　文化スポーツ課で入手可能

注意事項
●掲載は年度ごとの登録更新が必要
●�会員が自主的に運営してるサークルなどを対
象とし、講師に依存した教室的な団体は掲載
不可
●�情報の掲載は、市の施設予約や使用料減免を
優遇するものではありません

サークル・グループ情報募集！！

【編集・発行】
神栖市教育委員会　文化スポーツ課　文化生涯学習グループ
〒314-0192　茨城県神栖市溝口4991-5
☎0299-77-7495　O0299-77-7703　{b-sports@city.kamisu.ibaraki.jp

掲載情報

保存版
2021年度

後期

2021年 秋・冬号

児童館情報
うずも児童館／平泉児童センター
軽野児童館／大野原児童館／
若松児童館／波崎西児童館
女性・子どもセンター

公民館講座
中央公民館╱矢田部公民館
若松公民館╱はさき生涯学習センター

講座・教室・イベント情報
海浜温水プール╱波崎体育館
中央図書館／歴史民俗資料館

公共施設のスペース貸出し
日頃の成果を展示してみませんか


