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●春の彩りカフェランチ
●ママのためのビーズ☆コレクション

託児付き



～メニュー～
春色カルボナーラと
にんじんパン
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参加し
て

みませ
んか

公民館講座には、小さなお子さんを持つお母さんも安心して講座に参加
できるよう、保育サポーターによる託児が付いた講座もあります。

　公民館講座の講師は、文化協会、体育協会、生涯学習人材バンク、県派遣講師、市内外で活躍する方な
ど、とても魅力的な方々ばかりです。託児付き以外にも、男性向け、小学生向けなど様々な講座を行って
いますので、今まで公民館を利用したことがない方も、ぜひ気軽に足を運んでみてください！

公民館担当者の声

来た方全員が同じくらいの速度で、同じ
ようにできて、手先が器用とかの差がお
互い気づかれないように進めていくこと。
だって楽しく帰ってもらいたいですか
ら！皆さん始まると表情が変わるんです

よね。まだ参加したことが
ない方にも、こんな素敵な
時間があることをぜひ知っ
てもらいたいですね。

特別に料理を覚えて帰ってもらわなくて
もいいんです。非日常の時間の中で素の
自分に戻って、息抜きして、みんなで楽
しんで･･･
明日からのためにリフレッシュしに来て
ください（笑）。講座の途中で子どもさん
が気になったら、様子を見に行っても

らっても構いませんよ。

今回作ったブレスレット。
子育て中で手に着けられなければ、
バッグに着けてもいいんだって～！

先生がアレンジ方法を

教えてくるのもいい♪

講師：早瀬 智美 先生

講師：須合 理恵子 先生

弁護士事務所の秘書をしていた
頃、ふとした縁でアクセサリー
制作に関わることに･･･。

普段はご自身のカフェを
OPENしています☆

完成！

完成！

特集

今今
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ラと

成！成！！！

託児
付き 公 民 館 講 座

短期講座  ～ママのためのビーズ☆コレクション～

みんなで

やるから楽しい！

託児があると気軽に参加できて、友達のことも誘いやすい！

子育ての先輩方とも情報交換できるのがうれしい。

託児の
ようす

短期講座  ～春の彩りカフェランチ～

完完完完
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公民館講座生募集

講座名 対象 開講日・回数・開催時間 講座内容

○託児付
　ZUMBA①～④ 一般各30人 5月下旬～6月下旬

各1回

※内容・申し込み等については、今後の広報かみすで
随時お知らせします

パソコン☆エクセル 中学生以上
20人

8月下旬
全2回

子どもサイエンス 小学生と
保護者各16組

未定（日曜日）
年間4回

空のサイエンス
（午前の部）

小学生と
保護者50人

6月30日（土）
全1回

空のサイエンス
（午後の部）

中学生以上
50人

6月30日（土）
全1回

▼開講予定講座

★気軽に英会話 一般20人 5月22日（火）　全10回
午前10時～11時

初心者向けです。気軽な雰囲気の中で、ネイティブの発
音に慣れてみませんか。

★私のキッチン 一般20人 5月18日（金）　全8回
午前9時30分～12時45分

簡単だけど華やかに見える「おもてなし料理」にチャレン
ジ！（材料費4,000円）

★夏の編み物 一般16人 5月23日（水）　全10回
午前10時～正午

夏糸とかぎ針を使って、おしゃれな小物づくりを楽しみ
ましょう。（材料費は自己負担またはご自分の糸をお持ち
ください）

★ピラティス 一般30人 5月15日（火）　全8回
午後1時30分～2時30分 ゆるやかな動きで筋肉を鍛え、体のゆがみを矯正します。

★健康整体 一般18人 5月24日（木）　全10回
午後6時30分～8時15分

楽な姿勢で関節・筋肉をほぐしながら、体の弱い部分を
強化しましょう。 

Step-up英会話 中学生以上
16人

5月26日（土）　全10回
午前11時～正午

外国人講師との会話を通して、英語力を高めていきま
しょう。（テキスト代2,850円）

子ども英会話 小学生16人 5月26日（土）　全10回
午前10時～10時45分

外国人講師とゲームをしながら、英語に親しみましょう。
（テキスト代2,530円）

子どもの絵画 小学生20人 5月19日（土）　全10回
午後1時30分～3時30分

道具の使い方、色や形の捉え方を学びながら絵を描きま
す。

子どもの造形 小学生15人 5月12日（土）　全10回
午後1時30分～3時30分

思い描いた形を粘土で表現してみよう。作品は焼き物に
なります。（材料費3,200円）

▼前期講座　★印のある講座は4月20日（金）午前9時から申込開始
中央公民館 ☎0299-90-5500

＝市内在住・在勤・在学で、修了まで受講できる方（一般は高校生以上）
＝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

＝各公民館1人2講座まで（短期講座を除く）
＝各公民館へ直接申し込み（電話申込不可）

※各講座とも定員になり次第、締め切ります
※募集定員の半数に満たない場合、講座を開講できない場合あり

4月21日（土）
午前9時から午後5時15分まで
※ ただし、申込日が異なる講座が
あります。

申込開始
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講座名 対象 開講日・回数・開催時間 講座内容

夏のポーセラーツ
～自分だけのグラス～ 中学生以上 6月30日(土)　全1回

※内容・申し込み等については、今後の広報かみすで
随時お知らせしますシニアスマホ安全教室 概ね70歳位

までの方 7月4日(水)　全1回

子どもバルーンアート 小学生 7月28日(土)　全1回

▼開講予定講座

本格！金具を使った
ビーズアクセサリー 一般15人 5月31日（木）　全15回

午前10時～正午
Tピン・9ピンの金具の使い方を学び、自分だけの本格
的なビーズアクセサリーを作ります。(材料費10,000円)

▼通年講座

リラックスヨガ 一般16人 5月30日（水）　全8回
午後6時30分～8時

一日の疲れをヨガでほぐし、体も心もリラックスしま
しょう。

ベリーダンス～入門～ 中学生以上
15人

5月20日（日）　全8回
午前10時～11時30分

ベリーダンスの基本動作を通して、インナーマッスルを
鍛え、体のバランスを整えます。

全身くまなく
リンパセラピー 一般16人 5月25日（金）　全8回

午前10時～11時30分
全身のリンパの流れをくまなくケアして、健康ライフを
エンジョイしましょう。

▼前期講座

英会話レッスン
東京オリンピックに
向けて

一般15人 5月30日（水）　全5回
午前10時30分～正午

案内や質問を受けた場面をシミュレーションして、簡単
な受け答えを学習します。(中学1～2年生レベル)

UVレジンクラフト 一般15人 5月29日（火）　全5回
午前10時～正午

オリジナルのキラキラ輝くアクセサリーを作りましょ
う。(材料費3,500円)

かわいいお菓子
練りきり編 ○託児可 一般10人 5月23日（水）　全1回

午前10時～正午
見てかわいい!食べておいしい!和菓子の練りきりの成形
を楽しみましょう。(材料費1,000円)

▼短期講座

矢田部公民館 ☎0479-48-3311

健康ヨーガ 一般25人 5月18日（金）　全10回
午前10時～正午

ヨーガの基本的なポーズや動作を学び、心と体をリラッ
クスさせます。

ゆったり
エアロビクス 一般20人 5月19日（土）　全10回

午前10時30分～11時15分 初心者向け。音楽に合わせてゆったり体を動かしましょう。

▼前期講座

お父さんと
巻き寿司を作ろう！

小学生と
保護者15組

5月20日（日）　全4回
午後2時～4時30分

お父さんと一緒に、パンダやウサギ、家族の顔やお花の
巻き寿司を作ってみましょう。(材料費4,000円) 

ソープカービング 一般15人 5月19日（土）　全5回
午前9時30分～11時30分

石けんを彫って、かわいいお花に変身させます。リビン
グなどに置いて、いい香りを楽しみましょう。（材料費1
回500円その都度支払い）

季節の寄せ植え
ガーデニング 一般20人 5月16日（水）　全4回

午前10時～正午
季節の草花の寄せ植えをして楽しみます。(材料費1回
2,000円その都度支払い) 

座禅 一般15人 6月16日（土）　全1回
午後7時～8時 心と体を整えて、精神統一し集中力をアップさせましょう。

写経 一般15人 8月26日（日）
全1回 ※内容・申し込み等については、今後の広報かみすで

随時お知らせします親子でパソコンで絵を
描こう

小学生と
保護者10組

7月下旬～8月中旬
各3回

▼短期講座

▼開講予定講座

若松公民館 ☎0479-46-1115
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講座名 対象 開講日・回数・開催時間 講座内容

陶芸 一般15人 6月1日（金）　全16回
午前9時30分～正午

土のねり方から焼き方までを学びます。
（材料費3,000円）

社交ダンス 一般20人 6月21日（木）　全16回
午後2時～4時

初心者向けに、基本のステップから始め、ブルース・マ
ンボ・ワルツなどを学びます。

▼通年講座

心と身体の
健康ヨーガ 一般20人 5月23日（水）　全10回

午前10時～11時50分
基本的なポーズを学びながら、心と体をリラックスさせ
ます。

健康整体 一般30人 5月26日（土）　全10回
午前10時～11時45分

楽な姿勢で、関節や筋肉をほぐしながら、体の弱い部分
を強化しましょう。

ボクシング
エクササイズ 一般25人 5月19日（土）　全10回

午後6時30分～7時15分
音楽に合わせて体を動かしながら、脂肪を燃焼させま
しょう。

腹式ヘルス体操 一般20人 5月11日（金）　全10回
午前11時～正午 呼吸法を学びながら気軽にできる体操です。

初歩からの書道 中学生以上
20人

5月13日（日）　全10回
午後2時～4時

初めての方や、筆を持つのが久しぶりという方にもお勧
めです。

クラフト手芸 一般20人 5月29日（火）　全8回
午後1時30分～3時30分

初心者向けに紙ひもを使ってバッグ・小物などの作品を
編みます。（材料費1回1,000円程度その都度支払い）

心がなごむ
パステルアート

中学生以上
20人

5月19日（土）　全10回
午後2時～3時30分

パステルの温かみのあるトーンと指先を使うことから、
心身を癒やす効果が期待できます。（材料費1,500円・フ
レーム代含む）

▼前期講座

はさき生涯学習センター ☎0479-44-0001

春・夏の季節を彩る
ガーデニング 一般25人 5月10日（木）　全4回

午後1時30分～3時30分
季節の花や木の組み合わせで、寄せ植えを楽しみません
か。（材料費2,000円その都度支払い）

四季のミニ盆栽 一般25人 5月12日（土）　全4回
午後1時～2時30分

小さな鉢に、四季折々の木や苔玉を盛り込み、自分だけ
のミニ盆栽を作りませんか。（材料費8,000円）

女性のためのDIY 一般女性
15人

5月20日（日）　全5回
午前10時～正午

道具の使い方、木を切る技術を覚えて、おしゃれな鉢カ
バーを作りましょう。（材料費2,500円）

○託児付
　親子でアクセサリー
　作り

小学生親子
10組

5月27日（日）　全1回
午後1時30分～3時

キラキラの虹が広がる30ミリのクリスタルガラスを
使って、サンキャッチャーを作りましょう。
（材料費2個1,000円）

○託児付
　ママさんヨーガ

乳幼児の
母親15人

6月6日、20日（水）　全2回
午後1時30分～3時30分

子育て中のママもリフレッシュしましょう。

▼短期講座

パン作り 一般12人 6月10日(日)　全3回

※内容・申し込み等については、今後の広報かみすで
随時お知らせします

おしゃれな
ハーバリウム 一般20人 6月24日(日)　全1回

家族で陶芸チャレンジ 小学生と
保護者10組

8月19日(日)、9月9日（日）
全2回

▼開講予定講座

＝7月22日(日)
＝市内在住・在勤・在学の小学生以上
＝50人

＝はさき生涯学習センター
☎ 0479-44-0001

市民囲碁大会
＝6月24日(日)

＝市内在住･在勤･在学の小学生以上
＝各16人（段位3クラスごと）

＝中央公民館
☎0299-90-5500

市民将棋大会

※参加費無料。詳しくは、次号以降の広報かみすでお知らせ。
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古着(和服)などの資源を利用し作品
を作ります。

●見えないお金 クレジット・電子マネー　●インターネットと上手に付き合おう
●おこづかい帳をつけよう(金銭教育）　●アクティブラーニング「考えるお買い物」
●エシカル消費について　●カルタで学ぼう 悪徳商法（シニア向け）

水慣れ、水遊び、水泳の基礎、泳力
指導

＝5月～12月(第2･3･4木曜）
全15回　午前9時30分～正午

＝一般　10人
＝糸・芯地代など1,500円

＝来館申込
＝4月23日(月）

＝神栖市第一リサイクルプラザ
2階工房

＝神栖市第一リサイクルプラ
ザ☎0299-96-8075

＝随時（祝日・12月28日～1月4日を除く）
午前9時～午後9時の間の2時間以内

＝幼児～シニア世代　10人から
＝無料

＝まずはお電話ください
＝希望日の2カ月前を目安に

＝市内(会場予約・設定は申込者が手配）
＝神栖市消費生活センター

☎0299-90-1105

＝5月12日、19日、26日、6月
2日　すべて土曜日
午後4時～5時30分

＝市内小学1年生～2年生（7歳
～8歳）30人

＝2,000円
＝参加費を添えて直接申し

込み　※電話申込不可
＝4月21日(土）

＝神栖海浜温水プール
＝神栖海浜温水プール

☎0299-97-1177

＝5月～12月(第2･4金曜）
全12回　午前9時30分～正午

＝一般　10人
＝芯地代など1,500円

＝来館申込
＝4月23日(月）

＝神栖市第一リサイクルプラザ
2階工房

＝神栖市第一リサイクルプラ
ザ☎0299-96-8075

＝①4月9日(月)、7月9日(月)
　　　②4月12日(木)、7月12日(木)
　　　③4月19日(木)、7月19日(木)
午前9時30分～正午

＝初妊婦　30人程度
＝無料　 ＝当日申込
＝保健・福祉会館
＝母子健康手帳、1回目はヨ

ガマット等の敷物
＝健康増進課

☎0299-90-1331

＝5月21日(月）、6月25日(月)
全2回　午前10時～午後1時

＝一般　10人
＝材料費1,000円

＝来館申込
＝4月23日(月）

＝神栖市第一リサイクルプラザ
2階工房

＝神栖市第一リサイクルプラ
ザ☎0299-96-8075

＝5月～12月(第1･3火曜）
全12回　午前9時30分～正午

＝一般　10人
＝粘土代実費相当3,000円

＝来館申込
＝4月23日(月）

＝神栖市第一リサイクルプラザ
2階工房

＝神栖市第一リサイクルプラ
ザ☎0299-96-8075

＝4月21日(土)、7月21日(土)
午前9時30分～正午

＝初妊婦と夫　18組（先着順）
＝無料

＝電話申込　1週間前まで
＝保健・福祉会館
＝母子健康手帳
＝健康増進課

☎0299-90-1331

古着などの資源を利用し作品を作り
ます。

①妊娠出産について、妊婦体操②赤
ちゃんについて、ことばと心を育て
る関わり方③栄養・歯の健康

余分な廃棄食材を出さないメニュー
を調理し試食します。

廃びんの砕かれたものなどを加え
陶芸作品を作ります。

父親をメインに妊娠・出産・育児に
関する講義・実技練習

リフォーム教室

消費生活出前講座

春のいけいけ水遊び教室

パッチワーク教室

マタニティセミナー

エコ・クッキング教室

陶芸教室

ニューファミリーセミナー

エコ体験教
室

エコ体験教
室

エコ体験教
室

エコ体験教
室

講座・教室・イベント・ボランティア情報



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

平成30年春・夏号 7

身近な昆虫や世界のめずらしい昆虫
を紹介します。

離乳食の調理実習

「いきいき茨城ゆめ国体」のPR活動、
2019年開催の国体での大会運営ボ
ランティア

＝7月14日(土) ～9月2日(日)
午前9時～午後4時30分

＝どなたでも
＝無料

＝申込不要
＝歴史民俗資料館
＝歴史民俗資料館

☎0299-90-1234

＝5月16日(水)、7月18日(水)
午前10時～正午

＝5・6カ月児と保護者
20組（先着順）

＝無料
＝電話申込　3日前まで

＝保健・福祉会館
＝健康増進課

☎0299-90-1331

＝申込先に問合せ
＝一般　人数制限なし
＝無料

＝市内公共施設で申込書を
入手後記入し、申込先へ提出

＝随時
＝申込先に問合せ
＝いきいき茨城ゆめ国体神栖

市実行委員会☎0299-77-7529

＝6月6日（水）
午前10時～正午

＝11カ月～1歳2カ月児と保護
者　20組（先着順）

＝無料
＝電話申込　3日前まで

＝保健・福祉会館
＝健康増進課

☎0299-90-1331

＝4月22日、5月27日、6月24
日、7月8日、8月26日(全て日曜日)
午前10時～11時45分

＝どなたでも
＝無料

＝申込不要
＝歴史民俗資料館
＝歴史民俗資料館

☎0299-90-1234

＝年中(休館日を除く)午前10
時～午後6時のうち可能な時間

＝概ね16歳以上の団体・個人
人数制限なし

＝無料
＝来館申込
＝随時

＝中央図書館
＝中央図書館

☎0299-92-3746

＝4月17日、5月8日、6月12日、
7月10日、8月7日　すべて火曜日
午前9時30分～11時

＝育児栄養：就学前までのお子
さんと保護者30組程度、母乳：産後
1年5カ月までの方5組程度

＝無料
＝電話または窓口で申込

3日前まで
＝保健・福祉会館
＝健康増進課

☎0299-90-1331

＝5月26日(土）　午前9時～
＝市民　人数制限なし
＝無料

＝電話申込（当日参加も可）
＝広報かみす5月1日号

に掲載予定
＝市民協働課

☎0299-90-1178

＝随時（火曜日及び年末年始を
除く）　申込先に問合せ

＝主に10代～20代　概ね10人
から

＝無料
＝希望日の15日前までに

電話申込
＝市内（会場予約・設定は申込

者が手配）
＝市民協働課

☎0299-90-1171

離乳食の調理実習

ボランティアによるけん玉・おりが
み教室。（けん玉検定受付11時まで）

書架(本棚)や資料の整理、主催行事
の補助、絵本の読み聞かせ、花壇の
手入れなど

乳幼児の身体測定、発育チェック、
離乳食、授乳・母乳についてなど

ボランティア募集！一緒に花を植え
ませんか。

交際相手からの暴力（ドメスティック
・バイオレンス）を未然に防ぐため
の講義とグループワークを行います。

第43回企画展 夏休み昆虫展

離乳食教室（初期）

いきいき茨城ゆめ国体
神栖市ボランティア

離乳食教室（完了期）

伝承あそび「けん玉・おりがみ」

図書館ボランティア

育児栄養・母乳相談

フラワーロード花植え デートDV防止出前講座



児童館情報

年間を通して行うクラブ員の募集について
まとめています。
クラブ活動は、友達・地域の方とのふれあ
いを通して、みんなで遊ぶ楽しさやマナー
を身に付け、子どもたちの豊かな人間性を
育むことを目的としています。

…市内在住の方
…4月15日（日）～28日（土）

… 活動内容によって徴収することが
あります。
… 各児童館へ直接申し込みくださ
い。電話申し込みはできません。

自由参加・短期クラブについてまとめていま
す。事前申し込みの記載がないものは自由参
加です。
詳細については各館にお問い合わせください。
内容は変更になる場合がありますのでご注意
ください。

 クラブ員募集（年間クラブ） 

自由参加・短期クラブ

各館で実施されるイベントについてまとめています。
イベント内容が変更になる場合もありますので、詳細
については各館にお尋ねください。

…平成28年4月2日～平成29年4月1日生まれの方
…平成27年4月2日～平成28年4月1日生まれの方
…平成26年4月2日～平成27年4月1日生まれの方
…平成25年4月2日～平成26年4月1日生まれの方
…平成24年4月2日～平成25年4月1日生まれの方

イベント

年齢表

対象が未就学児の場合は保護者の同伴が必要です。

開館時間内は、0歳～18歳の子どもと保護者を対象に様々な相談に応じ
ています。お気軽にご相談ください。
（午前9時～午後5時30分、年末年始を除く）

児童館職員による相談業務

まなびアイかみす8



季節の手遊び歌・リズム遊び・工作 ①2歳児　
②各15組

①第2木曜日②第3木曜日
午前10時30分～11時15分

工作・運動・クッキングを親子で楽しもう ①3歳児（年少）
②15組

金曜日（月1回）
午後2時30分～3時15分

工作・運動・クッキングを親子で楽しもう ①4歳児（年中）・5歳児（年長）
②各15組

金曜日（月1回）
①午後2時30分～3時15分
②午後3時45分～4時30分

レクリエーション、工作、クッキングなど
（男組と合同で行う場合あり）

①小学生女子
②25人

火曜日（月1回程度）
午後3時45分～5時

運動、工作、クッキングなど
（女組と合同で行う場合あり）

①小学生男子
②25人

火曜日（月1回程度）
午後3時45分～5時

児童館の行事に協力しながら、趣味や特技
を生かし、楽しく活動します

①地域の母親
②定員なし

第2・4火曜日
午前10時～正午

手遊び・読み聞かせ・ふれあい遊び 0カ月～1歳の
誕生月まで

水曜日（月1回）
午前11時～11時30分

手遊び・親子でふれあい遊び・簡単な工作など 1歳～2歳の
誕生月まで

水曜日（月1回）
午前11時～11時30分

身体測定・育児相談 乳幼児 水曜日（月1回）
午前9時30分～正午

手遊び・読み聞かせなど 乳幼児 毎週火・金曜日
午前11時～

思いっきりボールで遊ぼう 乳幼児 水曜日（月1回）
午前10時30分～11時30分

体力測定・体力づくり（曜日変更あり） 小学生以上 土曜日（月1回）
午前11時30分～正午

工作など
4月27日（金）
午前11時20分～

①来館者　②40組程度
③無料 当日自由参加

工作など
5月12日（土）
午後1時30分～3時

①小学生　②20人程度
③100円

①4月22日（日）
②来館申込

模擬店・工作など
6月9日（土）
時間未定

①0歳～18歳
②チケット250枚　③未定

①5月13日（日）
②来館申込

工作など
6月16日（土）
午後1時30分～3時

①小学生　②20人程度
③未定

①5月27日（日）
②来館申込

短冊に願いをこめて
7月1日（日）～7月7日（土）
午前9時～午後5時

①来館者　②制限なし
③無料 当日自由参加

季節のクッキング
8月19日（日）
午前10時～午後1時

①小学生以上　②18人
③未定

①8月1日（水）
②来館申込

平泉児童センター ☎0299-93-8820

クラブ員募集（年間クラブ）

自由参加・短期クラブ

イベント情報

平成30年春・夏号 9



講師による、親子のリズム遊び、子育てマ
マの体力アップ運動　※5月～6月（全5回）

①満1歳～3歳未満
②各20組

木曜日（全5回） 5・6月コース
①午前10時30分～11時
②午前11時15分～11時45分

親子で楽しく遊ぼう！ ①2歳児
②30組

水曜日（月1回）
午前11時～11時40分

お友達と協力していろんなことを楽しむ ①3歳児（年少)～5歳児（年長）
②30組

金曜日（月1回）
午後2時30分～3時30分

みんなで一緒に工作やゲームを楽しもう ①小学1・2年生
②20人

水曜日（月1～2回）
午後4時～5時

遊びを通して友達といろんなことにチャレ
ンジしよう

①小学3～6年生
②20人

月曜日（月1～2回）
午後4時～5時

けん玉遊び・検定など ①小学生
②15人

木曜日（月1～2回）
午後4時～5時

季節の工作・手遊び・ふれあい遊びなど 乳幼児 毎週金曜日
午前11時～

手遊び・読み聞かせなど 乳幼児 毎週火曜日
午前11時～

ボルダリングにチャレンジ 0～18歳
①日曜日・祝日
午前10時～11時・午後4時～5時
②クラブがない月曜日
午後4時～5時

みんなで楽しもう! 0～18歳 毎週土曜日
午前9時～5時

身体測定・育児相談 乳幼児 第2金曜日
午前11時～

GWをからだWEEKに!
ミッションをクリアしてGOLDENになろう!

5月3日（木）・4日（金）
午前10時～正午
午後1時～4時30分

①０歳～18歳
②各日30人　③無料 当日自由参加

ファミリーで楽しい時間を過ごそう
6月16日（土）
午前10時～正午

①年少～小学生
②未定　③未定

①5月26日（土）
②来館申込

ミニ水族館をつくって写真を撮ろう！
7月31日（火）
午後1時30分～2時30分

①０歳～18歳　②未定
③無料 当日自由参加

まだまだ夏を楽しもう
8月24日（金）
午後1時30分～2時30分

①年少～小学生　②未定
③未定

①8月3日(金）
②来館申込

大野原児童館 ☎0299-92-7192

クラブ員募集（年間クラブ）

自由参加・短期クラブ

イベント情報

まなびアイかみす10

大野原児童館がリニューアルオープン！
じどうかん
ニュース



軽野児童館 ☎0299-97-0360

講師によるリトミック遊び・知育運動・親
子プログラムなど

①8カ月～3歳児
②20組

火曜日（月1回）
午前11時～11時45分

赤ちゃんとママとのコミュニケーションを
深めましょう

①4カ月～ハイハイ期の赤ちゃん
②10組

水曜日（月1回）
午前11時～11時45分

親子あそびや工作などをたのしもう ①3歳児（年少）～5歳児（年長）
②20組

水曜日（月1回）
午後2時30分～3時30分

遊びを通していろいろなことをたのしもう ①小学生
②20人

金曜日（月1回）
午後4時15分～5時15分

パステルアート・製作など ①小学生
②15人

木曜日（月1回）
午後4時15分～5時

リコーダー（1・2年生はけんばんハーモニ
カ）の練習

①小学生
②20人

月曜日（月2回）
①午後3時20分～4時
②午後4時～5時

児童館の行事に協力しながら、趣味や特技
を生かし、みんなで楽しく活動します

①地域の母親
②定員なし 活動内容により決定

身体測定・育児相談 乳幼児 水曜日（月1回）
午前10時～11時

手遊び・読み聞かせなど 乳幼児 毎週火曜日
午前10時30分～

手遊び・ふれあい遊び・簡単な工作など 乳幼児 木曜日（月1回）
午前11時～

ボールであそぼう 乳幼児 毎週月・金曜日
午前9時30分～11時30分

練習・検定など 幼児・小学生 7月27日（金）、8月8日（水）
午後1時30分～3時

運動を楽しむ
6月10日（日）
午前10時～正午

①0歳から18歳
②100人程度　③無料 当日来館申込

収穫したじゃがいもでカレー会食
6月23日（土）
午前11時～午後1時

①市内在住の18歳
②70人
③50円（ご飯持参）

①6月9日（土）～
②来館申込

願い事をかこう
7月1日（日）～7月7日（土）
午前9時～午後5時

①０歳から18歳
②制限なし　③無料 当日自由参加

水の感触を楽しもう
8月1日（水）
午前10時30分～

①乳幼児　②制限なし
③無料 当日来館申込

クラブ員募集（年間クラブ）

自由参加・短期クラブ

イベント情報

平成30年春・夏号 11



親子のふれあい遊び・工作など ①1歳児
②20組

火曜日（月1回）
午前10時30分～11時30分

親子で楽しむ遊び・工作など ①2歳児
②20組

水曜日（月1回）
午前10時30分～11時30分

親子で楽しむ遊び・工作など ①3歳児（年少）～5歳児（年長）
②24組

木曜日（月1回）
午後3時～4時30分

遊びを通していろいろなことにチャレンジ ①小学生
②24人

月曜日（月1回）
午後4時～5時

手遊び・読み聞かせ・ふれあい遊びなど 0ヵ月～1歳の
誕生月まで

第2水曜日（年11回）
午前11時～11時30分

手遊び・読み聞かせ・体操など 1歳～2歳の
誕生月まで

第3水曜日（年11回）
午前11時～11時30分

外国人講師による英語の歌や手遊び・ゲームなど
各回
1～3歳　25組
0歳　5組

第2・4金曜日
①午前10時30分～11時
②午前11時10分～11時40分

身体測定・育児相談 乳幼児 毎月第1月曜日
午前9時30分～正午

手遊び・読み聞かせなど 乳幼児 木曜日
午前11時～

みんなで楽しくお弁当を食べる 乳幼児 毎月10日
午前11時45分～12時30分

おえかきや工作 乳幼児 月曜日（月1回）
午前10時～正午

体操やリズム遊び 乳幼児 金曜日（年10回）
午前11時～

たくさんのボールで遊ぼう 乳幼児 毎月1回（月曜日）
午前10時30分～11時30分

手形あそび 0歳～3歳 毎月第3月曜日
午前10時～正午

自由にお絵かきを楽しむ 乳幼児 月曜日（月1回）
午前10時～正午

こいのぼり寿司
4月22日（日）
午前10時30分～正午

①乳幼児～18歳
②20人　③100円

①4月8日（日）
②来館申込

お父さんたちで交流しよう
6月17日（日）
午前10時30分～11時30分

①乳幼児と父親
②20組　③無料　

①6月3日（日）
②来館申込

うずも児童館 ☎0299-96-5069

クラブ員募集（年間クラブ）

自由参加・短期クラブ

イベント情報
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うずも児童館は５月頃に
場所が変わります

じどうかん
ニュース

うずも
児童館

神
栖
海
浜
球
場

（海）

神栖市
ふれあいセンター
湯楽々

▼新しい場所はこちらです！



親子で造形遊び・表現遊び・季節の遊びな
ど

①3歳児（年少）・4歳児（年中）
②20組

第3土曜日（年10回）
午前10時30分～11時30分

親子で造形遊び・表現遊び・季節の遊びな
ど

①5歳児（年長）
②20組

第2日曜日（年10回）
午前10時30分～11時30分

遊びを通していろいろなことを楽しもう ①小学生
②20人

月曜日（年10回）
午後4時～5時

身体測定・育児相談・手遊び・読み聞かせなど 乳幼児 第4木曜日
午前9時45分～正午

手遊び・読み聞かせなど 乳幼児 毎週火・水・金曜日
午前11時～

季節の遊び、工作、リズム遊びなど 乳幼児 木曜日(月1回)
午前11時～

からだを使ったサーキット遊び 乳幼児 木曜日（月1回）
午前11時～

体操・英語のリズム遊び・ヨガなど 乳幼児 木曜日（月1回）
午前11時～

こどもの日製作
5月1日（火）～3日（木）
午前10時30分～11時30分
午後2時～4時

①幼児～18歳
②制限なし　③無料 当日自由参加

みんなで運動会を楽しもう
6月24日（日）
午前10時～正午

①幼児～18歳
②未定　③100円

①開催3週間前
②来館申込

短冊に願い事を書こう
7月1日（日）～6日（金）
午前10時30分～午後4時

①幼児～18歳
②制限なし　③無料 当日自由参加

水鉄砲・手作りおもちゃで遊ぼう
7月22日（日）～8月26日（日）
午前10時30分～11時30分

①乳幼児～18歳
②制限なし　③無料 当日自由参加

工作
8月予定
午前10時30分～11時30分

①小学生　②20人
③未定

①開催2週間前
②来館申込

若松児童館 ☎0479-46-1055

クラブ員募集（年間クラブ）

自由参加・短期クラブ

イベント情報
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工作やリズム遊び・季節行事など ①1歳児
②15組

月曜日（月1回）
午前10時30分～11時15分

工作やリズム遊び・季節行事など ①2歳児
②20組

水曜日（月2回）
午前10時30分～11時15分

工作やリズム遊び・季節行事など ①3歳児（年少)～５歳児（年長）
②20組

火曜日（月2回）
午後3時30分～4時15分

遊びを通していろいろなことにチャレンジ ①小学1～3年生
②30人

水曜日（月3回）
午後3時45分～4時45分

けん玉・工作・昔遊び ・クッキング
(月1回）

①小学3～6年生
②15人

月曜日（月3回）
午後3時45分～4時45分

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
②30人

金曜日（月3回）
午後3時45分～4時45分

身体測定・育児相談 乳幼児 毎月第1水曜日
午前10時～正午

手遊び・読み聞かせなど 乳幼児 毎週木曜日
午前10時30分～

ボランティア・職員による読み聞かせ 乳幼児 毎週火曜日
午前10時30分～

ふれあい遊び・運動遊び・親子ヨガ・誕生会など 乳幼児 毎週水曜日
午前10時30分～

大きなエアーマットの上で遊ぶ 乳幼児 月曜日（年18回）
午前10時30分～

季節の手形アートを作ろう 乳幼児 第１月曜日
午前10時30分～

おはなし・工作・ゲーム
4月24日（火）
午前10時30分～11時30分、
午後3時30分～4時30分

①乳幼児～18歳
②制限なし　③無料 当日来館申込

アロママッサージで赤ちゃんとママのスキンシップ
4月25日（水）
午前10時30分～11時30分

①0歳児　②10組
③300円

①4月11日（水）
②来館申込

模擬店・工作・ゲーム
5月27日（日）
午前10時30分～12時30分

①乳幼児～18歳
②300人　③200円

①5月12日（土）
②来館申込

おはなし・工作・ゲーム
7月3日（火）
午前10時30分～11時30分、
午後3時30分～4時30分

①乳幼児～18歳
②制限なし　③無料 当日来館申込

おもしろ工作・手作りゲーム・ミニ縁日など
夏休み平日
午後2時30分～3時

①乳幼児～18歳
②制限なし　③無料 当日来館申込

ラジオ体操第1・その他
7月23（月）～8月3日（金）
午前10時～10時15分

①乳幼児～18歳
②制限なし　③無料 当日来館申込

未定
7月予定
午前中

①小学生　②15人程度
③未定

①7月予定
②来館申込

未定
8月予定
午前中

①小学生　②15人程度
③未定

①7月予定
②来館申込

波崎高校演劇部公演
8月予定
午前中

①乳幼児～18歳
②制限なし　③無料 当日来館申込

波崎高校吹奏楽部演奏
9月予定
午後

①乳幼児～18歳
②制限なし　③無料 当日来館申込

夜の児童館探索など
9月予定
午後6時～7時30分

①小学生　②15人程度
③未定

①9月予定
②来館申込

女性・子どもセンター ☎0479-48-1112

クラブ員募集（年間クラブ）

自由参加・短期クラブ

イベント情報

まなびアイかみす14



親子体操・子育てママのエクササイズ ①1歳児～3歳児
②20組

第2木曜日（月1回）
午前10時30分～11時30分

音楽に合わせた表現遊び ①1歳児～3歳児
②20組

第1火曜日（月1回）
午前10時30分～11時30分

ゲームや音楽などを通して楽しく英語に
親しむ

①1歳児～3歳児
②20組

第3水曜日（月1回）
午前10時30分～11時30分

手遊び・製作・読み聞かせ・運動遊び・
クッキング

①2歳児
②15組

第4金曜日（月1回）
午前10時30分～11時30分

体操・製作・季節の遊び・クッキング ①3歳児
②20組

第3日曜日（月1回）
午前10時30分～11時30分

体操・製作・読み聞かせ・クッキング ①4歳児（年中）・5歳児（年長）
②20組

第2日曜日（月1回）
午前10時30分～11時30分

遊び・運動・工作・クッキング ①小学生
②20人

第1～第3月・水曜日（月6回）
午後4時～5時

手遊び・身体測定・読み聞かせ・壁面製作 乳幼児 第1金曜日（月1回）
午前10時30分～

手遊び・季節のうた・簡単な製作など 乳幼児 第4火曜日（月1回）
午前10時30分～

運動遊び 幼児 毎週月曜日
午前10時30分～11時

運動遊び・室内ゲームなど 小学生
毎週月曜日
午後3時30分～5時
※10月～3月（4時30分終了）

シルバニア・ファミリー貸出 3歳児以上の
幼児・小学生～

土・日・祝・第2・4木曜日
午後1時～5時

道路シートでくるま遊び 幼児・小学生～ 第1・3木曜日
午後1時～5時

パステルを使って季節を描こう
4月21日（土）
1部：午前9時30分～10時30分
2部：午前11時～正午

①1部：年中～年長児
　2部：小学生～18歳
②各部10人③無料

①4月6日（金）
②来館申込

みんなで楽しく体を動かそう
4月22日（日）
午前10時30分～午後1時

①幼児～18歳・保護者
②100人　③100円

①4月2日（月）
②来館申込

製作
5月10日（木）～12日（土）
1部：午前10時30分～正午
2部：午後1時～4時

①幼児～18歳　②制限なし
③無料 当日自由参加

いもほりを楽しもう
6月16日（土）
午前10時30分～11時30分

①幼児～18歳　②30人
③無料

①6月1日（金）
②来館申込

カレー作り
6月23日（土）
午前10時30分～12時30分

①2歳以上の幼児～18歳
②未定　③100円

①6月9日（土）
②来館申込

パステルを使って季節を描こう
6月30日（土）
1部：午前9時30分～10時30分
2部：午前11時～正午

①1部：年中～年長児
　2部：小学生～18歳
②各部10人　③無料

①6月15日（金）
②来館申込

流しそうめんなど
7月1日（日）
午前10時30分～正午

①幼児～18歳　②未定
③100円

①6月18日（月）
②来館申込

ストローモビールを作ろう
日程未定
1部：午前10時30分～正午
2部：午後1時30分～3時

①1部：幼児
　2部：小学生
②各部15人　③100円

未定

パステルを使って季節を描こう
日程未定
1部：午前9時30分～10時30分
2部：午前11時～正午

①1部：年中～年長児
　2部：小学生～18歳
②各部10人　③無料

未定

波崎西児童館 ☎0479-44-8788

クラブ員募集（年間クラブ）

自由参加・短期クラブ

イベント情報

平成30年春・夏号 15
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