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2 まなびアイかみす

　材料の一部に廃びんのかけら
を使うなどして作品を作りま
す。自分の好きな形に成形したら、
そのまま第一リサイクルプラザ
にある電気釜で焼きあげます。
　自分で作ったものを長く愛用
することで、「ごみを増やさな
い」という意味でのエコにもつ
ながります。

　古着（和服）などの資源を再
利用して作品を作ります。ミ
シンを使って帽子やブローチ、
ブラウスやはんてんなど、思
い思いの形に仕上げていきま
す。
　着られなくなったお気に入
りの着物などが、新しい形に
生まれ変わります。

　お気に入りだった思い
出の服などを再利用して、
ポーチやバッグなどを作
ります。
　第一リサイクルプラザ
では、受講生それぞれの
パッチワークをつなげて
１枚にした「フレンド
シップキルト」が展示さ
れています。

エコクッキング教室

陶芸教室

リフォーム教室

パッチワーク教室

　冷蔵庫の余った食材を上手に活用し、おいしく無
駄なく仕上げます。調理方法も、ワンボウルで電子
レンジ調理を行うなど、時短やエネルギー節約とい
う面でもとってもエコです。

メニュー
◦野菜たっぷりタコライス
◦�キャベツの即席ザワークラウト風
◦ベジブロスポタージュ
◦ほうじ茶プリン

エコ体験教室
　「もったいない」気持ちを大切に、講座を通
して楽しみながらごみの減量やリサイクルに
ついて学び、実践できる体験教室を開催して
います。
　一緒にエコ体験をしてみませんか？

第一リサイクルプラザ
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講座・教室・イベント情報

古着等の資源を再利用し手縫いで作
品を作ります。
日程＝5月〜12月（第2・4金曜）
全12回　午前9時30分〜正午
対象＝一般　10人
費用＝材料費1,500円
申込方法＝本人来館申込
申込開始日＝4月15日（月）
会場＝第一リサイクルプラザ
2階工房
申込先＝第一リサイクルプラザ
☎0299-96-8075

日程＝5月11日〜6月1日（毎週土曜）
全4回　午後4時〜5時30分
対象＝市内小学1〜2年生　30人
費用＝2,000円
申込方法＝費用を添えて直接申込
申込開始日＝4月20日（土）
会場＝海浜温水プール
問合先＝海浜温水プール
☎0299-97-1177

日程＝6月15日〜30日（毎週土・日
曜）
全6回　午後4時〜5時30分
対象＝市内小学3〜6年生　50人
費用＝3,000円
申込方法＝費用を添えて直接申込
申込開始日＝5月18日（土）
会場＝海浜温水プール
問合先＝海浜温水プール
☎0299-97-1177

体力向上水遊び運動指導 初心者を対象とした泳法指導

パッチワーク教室 いけいけ水遊び ジュニア水泳

廃びんのかけらなどを加え、陶芸作
品を作ります。

日程＝5月〜12月（第1・3火曜）
全12回　午前9時30分〜正午
対象＝一般　10人
費用＝材料費3,000円
申込方法＝本人来館申込
申込開始日＝4月15日（月）
会場＝第一リサイクルプラザ
2階工房
申込先＝第一リサイクルプラザ
☎0299-96-8075

日程＝5月〜12月（第3水曜）
全6回　午前10時〜午後1時
対象＝一般　10人
費用＝材料費3,600円
申込方法＝本人来館申込
申込開始日＝4月15日（月）
会場＝第一リサイクルプラザ
2階工房
申込先＝第一リサイクルプラザ
☎0299-96-8075

日程＝5月〜12月（第2・3・4木曜）
全15回　午前9時〜11時30分
対象＝一般　10人
費用＝材料費1,500円
申込方法＝本人来館申込
申込開始日＝4月15日（月）
会場＝第一リサイクルプラザ
2階工房
申込先＝第一リサイクルプラザ
☎0299-96-8075

余分な廃棄材料を出さないメニュー
を調理し試食します。

古着等の資源を再利用しミシンで作
品を作ります。

陶芸教室 エコクッキング教室 リフォーム教室

日程＝4月20日（土）、7月20日（土）
午前9時30分〜正午
対象＝初妊婦と夫　20組程度
費用＝無料
申込方法＝電話・窓口申込　
前週金曜日まで
会場＝保健・福祉会館
持ち物＝母子健康手帳、筆記用具
申込先＝健康増進課
☎0299-90-1331

日程＝5月15日（水）、7月17日（水）
午前10時〜正午
対象＝5・6カ月児　20組（先着順）
費用＝無料
申込方法＝電話・窓口申込　
3日前まで
会場＝保健・福祉会館
申込先＝健康増進課
☎0299-90-1331

日程＝6月5日（水）　
午前10時〜正午
対象＝11カ月〜1歳2カ月児　
20組（先着順）
費用＝無料
申込方法＝電話・窓口申込　
3日前まで
会場＝保健・福祉会館
申込先＝健康増進課
☎0299-90-1331

父親をメインに妊娠・出産・育児に
関する講義・実技演習

離乳食の進め方、作り方、与え方な
どについて試食を交えた調理実習

離乳の時期、完了期の食事、乳児食へ
の移行について試食を交えた調理実習

離乳食教室（完了期） ニューファミリーセミナー離乳食教室（初期）

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

エコ体験教
室

エコ体験教
室

エコ体験教
室

エコ体験教
室
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寄贈された五月人形を展示します。 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）

日程＝4月20日（土）〜5月5日（日）
対象＝どなたでも
費用＝無料
申込方法＝申込不要
会場＝歴史民俗資料館
問合先＝歴史民俗資料館
☎0299-90-1234

日程＝4月28日、5月26日、6月23日、
7月14日、8月25日　（全て日曜）
けん玉　午前10時〜11時45分
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＝歴史民俗資料館
問合先＝歴史民俗資料館
☎0299-90-1234

【展示】　
日 程 ＝7月20日（土）〜9月8日（日）
対象＝どなたでも　
費用＝無料　申込方法＝申込不要

【関連イベント】※今後の広報紙で募集
講演会：7月21日（日）
化石のレプリカ作り：7月28日（日）
恐竜展見学会（上野）：8月4日（日）
化石のクリーニング：8月18日（日）
折り紙で恐竜を折ろう：8月24日（土）
問合先＝歴史民俗資料館
☎0299-90-1234

日程＝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
対象＝幼児〜シニア世代  10人から
費用＝無料
申込方法＝希望日2カ月前までを目
安に、まずはお電話ください
会場＝申込者側で設定（市内）　
申込先＝消費生活センター　
☎0299-90-1105

アマルガサウルス全身骨格をメイン
に、恐竜の化石などを展示します。

●消費者トラブルの対処法　　　　
●インターネットと上手に付き合おう
●ライフサイクルゲームで学ぼう
●おこづかい帳をつけよう　など

ミニ季節展示 
「端午の節句展」

マタニティーセミナー

伝承あそび
「けん玉・おりがみ」

育児栄養・母乳相談

恐竜百科展
〜神栖にアマルガサウルスがやってきた〜 消費生活出前講座 フラワーロード花植え

ボランティア募集！一緒に花を植え
ませんか。

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
日程＝①7月8日（月）
②7月11日（木）
③4月18日（木）、7月18日（木）
午前9時30分〜正午
対象＝初妊婦　30人程度　
費用＝無料　
申込方法＝当日申込
会場＝保健・福祉会館
持ち物＝母子健康手帳
①はヨガマット等の敷物
申込先＝健康増進課
☎0299-90-1331

日程＝4月16日、5月28日、6月18日、
7月16日、8月6日　（全て火曜）
午前9時30分〜11時
対象＝育児栄養相談：就学前の乳幼
児30組、母乳相談：産後1年5カ月
までの方5組（先着順）  費用＝無料
申込方法＝電話・窓口申込　
前週金曜日まで　
会場＝保健・福祉会館　
持ち物＝母子健康手帳、フェイスタ
オル（母乳相談）
申込先＝健康増進課
☎0299-90-1331

乳幼児の身体測定、発育チェック、
離乳食・母乳・ミルクのあげ方など

日程＝年中（休館日を除く）
午前9時30分〜午後6時のうち可能
な時間
対象＝概ね16歳以上の団体・個人
人数制限なし
費用＝無料
申込方法＝来館申込
会場＝中央図書館・うずも図書館
問合先＝中央図書館
☎0299-92-3746

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

図書館ボランティア

日程＝5月14日（火）〜6月16日（日）
対象＝どなたでも
費用＝無料
申込方法＝申込不要
会場＝歴史民俗資料館
問合先＝歴史民俗資料館
☎0299-90-1234

当館収蔵の皇族の写真などを展示し
ます。

ミニ展示
「皇族方のご訪問」

日程＝5月25日（土）　午前9時開始
対象＝市民　人数制限なし
費用＝無料
申込方法＝電話申込（当日参加も可）
申込開始日＝広報かみす5月1日号
に掲載予定
問合先＝市民協働課
☎0299-90-1178
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公民館講座生募集
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＝各公民館へ直接申込（電話申込不可）

※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

4月20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。

上記以降の受付は月曜日を除く
午前9時から午後5時15分まで

申込開始

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

★気軽に英会話 一般20人 5月21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。

★彩りおうちごはん 一般20人 5月17日（金）　全8回
午前9時30分〜12時45分

栄養バランスについて学び、家庭でできる彩り豊かな
料理にチャレンジしてみましょう。（材料費4,000円）

★お裁縫入門 一般15人 5月24日（金）　全10回
午後1時30分〜3時30分

洋裁の基礎を学んで、洋服や小物作りにチャレンジして
みましょう。（材料費800円）

★ピラティス 一般30人 5月14日（火）　全10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22日（水）　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

6月22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3,000円）

子ども英会話 小学生16人 6月22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18日（土）　全10回
午後1時30分〜3時30分

絵の具を使って絵を描きます。道具の使い方、色や形の
捉え方を学びましょう。

子どもの造形 小学生15人 5月11日（土）　全10回
午後1時30分〜3時30分 陶芸を楽しみながら学びます。（材料費3,200円）

▼前期講座　★印のある講座は4月19日（金）午前9時から申込開始

○託児付　ZUMBA 一般30人 5月15日(水)　全1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ダンスフィットネ
スエクササイズ。
思いっきり踊ってストレスを発散しましょう。

○託児付　ZUMBA 一般30人 5月23日(木)　全1回
午前10時30分〜11時30分

○託児付　ZUMBA 一般30人 5月30日(木)　全1回
午前10時30分〜11時30分

○託児付　ZUMBA 一般30人 6月6日(木)　全1回
午前10時30分〜11時30分

▼短期講座　下記4講座は4月25日(木)午前9時から申込開始　

浴衣の着付けに
チャレンジ！

小学生と
保護者10組 7月下旬頃 親子で浴衣の着付けについて学び、美しい着方を身に付

けます。

パソコン☆エクセル 中学生以上
20人 8月下旬頃 パソコンのキーボード入力ができる方対象。エクセルの基

本的な機能を習得しましょう。(テキスト代がかかります)

子どもサイエンス 小学生と
保護者各16組 日時未定(日曜日) ユニークな実験を通して理科に親しみましょう。

かみす市民カレッジ
夏の天文学教室

小学生と
保護者50人 日時未定　各1回 この夏1人でも多くの人が星空を見上げるように、子ど

もから大人まで気軽に楽しく学べる天文学講座です。中学生以上
50人

▼開講予定講座　下記講座については、今後の広報かみすにてお知らせします。
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講座名 対象 開講日・回数・開催時間 講座内容

申込開始 4月20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。
　上記以降の受付は月曜日を除く午前9時から午後5時15分まで

金具使いの
ビーズアクセサリー 一般15人 5月30日（木）　全15回

午前10時〜正午
Tピン・9ピンなどの金具を使って､ 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

座禅 中学生以上
15人

6月1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。

バレリーナヨガ 小学生と
保護者10組

6月23日（日）　全3回
午後1時30分〜2時15分

子どもたちにはゆがまない体の作り方を､ ママたちには
ゆがみを直して正しい体の動かし方を､ 親子一緒にレッ
スンしてみませんか。

百人一首の世界 小学生以上
10人

6月9日（日）　全2回
午前10時〜正午

天智天皇から藤原定家の時代までの文学の精華…人のさ
まざまな感情が見事に表現されている小倉百人一首につ
いて､ 一緒に学びましょう。

インテリア押し花 一般10人 5月19日（日）　全2回
午後1時〜2時

押し花の作り方から､ 額に入れたインテリアになる作品
作りまで学びます。（材料費2,000円）

光に映える
ハーバリウム 一般15人 6月1日（土）　全1回

午前10時〜正午
植物と専用オイルを使ってハーバリウム（植物標本）を作
ります。光に映える透き通ったハーバリウムを部屋に
飾ってみませんか。（材料費1,500円）

▼短期講座

初めての油絵 中学生以上
10人

5月11日（土）　全9回
午後1時〜4時

スケッチするところから油絵を始めてみませんか。基礎
から学ぶので、初心者の方も大歓迎です。

華道・花を楽しむ 一般10人 5月21日（火）　全8回
午前10時〜正午

伝統的な生け花をはじめ、フラワーアレンジ・プリザー
ブドフラワーなどを学びます。いろいろな方法でお花に
親しみましょう。（材料費1回2,000円程度）

腰痛改善ストレッチ 一般15人 5月10日（金）　全8回
午後1時〜2時

姿勢を正して、凝り固まった体をほぐします。普段使っ
ていない筋肉や腱を伸ばします。仕事でお疲れの男性の
方にもおすすめです。

▼前期講座

矢田部公民館 ☎0479-48-3311

夜のゆったりヨガ 一般16人 5月24日（金）　全10回
午後6時30分〜8時

週末を元気に過ごせるように、体と心をゆっくりほぐし
ましょう。

骨盤調整ストレッチ 一般16人 5月22日（水）　全10回
午前10時〜11時30分

骨盤のゆがみを直し、血行を良くして正しい姿勢とバラ
ンスに整えましょう。

若さを保つ癒やしの
アロマセラピー 一般10人 5月21日（火）　全8回

午後1時〜3時
健康と認知予防をテーマにした芳香療法です。日々の生
活に役立ち、癒やされるアロマを楽しみましょう。
（材料費5,600円）

ビギナーズ英会話 一般15人 5月15日（水）　全10回
午後1時〜2時30分

東京オリンピックに向けて、使用頻度の高い表現・言い
回しをネイティブスピーカーの先生から学びましょう。
（中学生レベル程度）

▼前期講座

カルトナージュ 一般10人 5月23日（木）　全5回
午後1時〜3時

厚紙に美しい布を貼り､ フランス伝統の厚紙工芸作品を
作りましょう。ティッシュボックスケースなど日常生活
に彩りを添える小物を作ります。（材料費5,000円）

▼短期講座

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7日(金)　全16回
午前9時30分〜正午

土の練り方から焼き方まで学び、すてきな焼き物が作れ
ます。（材料費3,000円）

▼通年講座

これから始める
社交ダンスⅠ 一般15人 5月15日（水）　全10回

午前10時〜正午
社交ダンス経験が概ね3年未満の方対象、社交ダンスの
基本から覚えましょう。
※ダンス講座2講座申込は不可

一歩進んだ
社交ダンスⅠ 一般15人 5月9日（木）　全10回

午後1時〜3時
社交ダンス経験が概ね3年以上の方対象、今よりさらに
ステップアップしませんか。
※ダンス講座2講座申込は不可

健康体力作り 中学生以上
30人

5月25日（土）　全10回
午後1時30分〜2時30分

音楽に合わせたエクササイズです。膝や腰に負担が少な
いので、初心者でも安心です。

お仕事帰りのヨーガ 一般20人 5月28日（火）　全10回
午後6時45分〜8時45分

ヨーガの基本的なポーズと呼吸法を学びます。心と体が
調和し、健康・美容の効果が期待できます。

腹式ヘルス体操 一般20人 5月31日（金）　全10回
午前10時30分〜11時30分

呼吸法を学びながら気軽にできます。脂肪燃焼力をアッ
プさせて、痩せやすく太りにくい健康な体を手に入れま
しょう。

楽しいオカリナ 一般15人 6月14日（金）　全8回
午後2時30分〜4時

優しい音色のオカリナをどなたでも簡単に演奏できるよう
になります。（オカリナ〈アルトC管ハ調〉レンタル1,000円）

書いて楽しいゆる文字 一般15人 6月4日（火）　全8回
午前9時30分〜11時30分

筆ペンを使用し、味わいのある文字を書きます。文字の
苦手な方でも安心です。（教材費2,000円）

子どもジャズダンス 小学生15人 5月25日（土）　全10回
午前10時〜11時30分

JAZZのリズムに合わせて、かっこいいダンスを踊りま
しょう。

子ども将棋 小学生15人 6月1日（土）　全10回
午後1時30分〜3時30分 未経験者から経験者まで、楽しく将棋盤に向かいます。

▼前期講座

初夏のカフェ料理 一般12人 日時未定　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。

パソコン入門 一般15人 日時未定　全2回

ゆかたの着付け 中学生以上
15人

7月24日（水）、25（木）　全2回
午前10時〜正午

子どもの陶芸 小学生15人 8月18日（日）、9月8日（日）
全2回　午前9時30分〜正午

子どもの絵画 小学生15人 8月22日（木）、23日（金）　全2回
午後1時30分〜3時30分

▼開講予定講座

はさき生涯学習センター ☎0479-44-0001

初夏のパン作り 一般12人 6月2日（日）　全3回
午前9時30分〜12時30分

生地のこね方や、発酵などの基本を学びます。初心者でも
ふわふわなパンを焼くことができます。（材料費2,000円）

春夏の季節を彩る
ガーデニング 一般20人 5月28日（火）　全4回

午後1時30分〜3時30分
季節に合った植物の寄せ植えを作ります。

（材料費各回2,000円）
○託児付　親子で
アクセサリー作り

小学生と
保護者10組

6月9日（日）　全1回
午後1時30分〜3時30分

親子でかわいいグルーデコのアクセサリーを作りましょう。
（材料費1,500円）

▼短期講座

公民館イベント

囲碁を通して交流を深めます。
開催日＝7月21日(日)
対象＝市内在住・在勤・在学の小学生以上
人数＝50人
会場・問合先＝はさき生涯学習センター
☎ 0479-44-0001

市民囲碁大会
それぞれの段位に応じて、3クラスで腕を競います。
開催日＝6月23日(日)
対象＝市内在住･在勤･在学の小学生以上
人数＝50人程度
会場・問合先＝中央公民館
☎0299-90-5500

市民将棋大会

※参加費無料。今後の広報かみすで募集します。
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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。

　自由参加・短期クラブについてまとめています。
事前申込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。
内容について変更がある場合がありますのでご注
意ください。

　各館で開催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
になる場合がありますので、詳細につ
いては各館にお問い合わせください。

❶クラブ員募集（年間クラブ）

❸イベント

年齢表

❷自由参加・短期クラブ

児童館職員による相談業務

　年間を通して活動する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。
対象者…市内在住の方
受付期間…4月15日（月）〜28日（日）
活動費…活動内容によって徴収することがあります。
申込方法…希望する児童館へ直接申し込みください。（電話申込不可）

1歳児…平成29年4月2日〜平成30年4月1日生まれの方
2歳児…平成28年4月2日〜平成29年4月1日生まれの方
3歳児…平成27年4月2日〜平成28年4月1日生まれの方
4歳児…平成26年4月2日〜平成27年4月1日生まれの方
5歳児…平成25年4月2日〜平成26年4月1日生まれの方

　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。

（午前9時〜午後5時30分、年末年始を
除く）
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❷自由参加・短期クラブ
クラブ名 内容 対象者 曜日・時間

おはなし会 手遊び・読み聞かせ・ふれあい遊び 乳幼児 毎週火・金曜日
午前11時〜11時20分

のびのびタイム 工作・音楽・レクリエーションなど 乳幼児 隔週木曜日　午前11時〜
※内容によって人数制限あり

あかちゃんタイム 手遊び・読み聞かせ・ふれあい遊び 0カ月〜1歳誕生
月まで

水曜日（月1回）
午前11時〜

つぼみタイム 手遊び・親子でふれあい遊び・簡単な工作など 1歳〜2歳誕生月
まで

水曜日（月1回）
午前11時〜

成長記録の日 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

ボールプールの日 思いっきりボールで遊ぼう 乳幼児 月曜日（月1回）
午前10時〜11時30分

ボールハウスの日 思いっきりボールで遊ぼう 乳幼児 月曜日（月1回）
午前10時〜11時30分

簡単スポーツテスト 体力測定・体力作り 小学生以上
土曜日（月1回）　
午後1時〜1時30分
※曜日変更の場合あり

ひらじにGO ベビーヨガ・マッサージ・チアダンス・ママカフェなど
(毎月第2金曜日午前10時〜申込受付開始)

乳幼児
（対象者限定あり）

月曜日（月1回）午前11時〜
※内容によって人数制限あり

❶クラブ員募集（年間クラブ）
クラブ名 内容 ①対象者　②募集人数 曜日・時間

たんぽぽ 季節の手遊び歌・リズム遊び・工作 ①2歳児　
②20組

水曜日（月1回）
午前11時〜11時45分

おひさま 工作・運動・クッキングを親子で楽しもう ①3歳児（年少）
②20組

金曜日（月1回）
午後2時30分〜3時15分

あおぞら 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）
②20組

金曜日（月1回）
午後2時30分〜3時15分

Let's 
チアダンス 講師によるキッズチアダンス教室 ①3歳児（年少）〜5歳児（年長）の

女児�②15組
金曜日（月2回）

（5・6・7・9・10月　全10回）
午後2時30分〜3時15分

男組
レクリエーション、工作、クッキングなど
（女組・男組と合同で行う場合あり）

①小学生男子　
②20人 火曜日（月1回）

午後3時45分〜5時
女組 ①小学生女子　

②20人

❸イベント情報

事業名・内容 日時 ①対象者　②人数　③費用 ①申込時期
②申込方法

こどもの日WEEK　
こいのぼり製作

4月16日（火）〜19日（金）
午前10時〜11時

①来館者 ②制限なし 
③無料 当日自由参加

母の日イベント　
プレゼント製作

5月11日（土）
時間未定

①幼児・小学生 ②未定 
③未定

①4月21日（日）
②来館申込

父の日イベント　
プレゼント製作

6月16日（日）
時間未定

①幼児・小学生 ②未定 
③未定

①5月26日（日）
②来館申込

七夕WEEK　
七夕を楽しもう

7月1日（月）〜7日（日）
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

ラジオ体操　
ラジオ第一体操など

7月22日（月）〜8月30日（金）
午前9時30分〜

①来館者 ②制限なし 
③無料 当日自由参加

敬老の日イベント　
おじいちゃんおばあちゃんとクッキング

9月14日（土）
時間未定

①幼児・小学生 ②未定 
③未定

①8月25日（日）
②来館申込
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❶クラブ員募集（年間クラブ）
クラブ名 内容 ①対象者　②募集人数 曜日・時間

すくすく 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

かるがも 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

わくわく 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
②15人

水曜日（月1〜2回）
午後4時〜5時

チャレンジ 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小学生3〜6年生
②15人

月曜日（月1〜2回）
午後4時〜5時

けん玉 けん玉遊び・検定など ①小学生〜18歳
②15人

木曜日（月1回）
午後4時〜5時

❸イベント情報

事業名・内容 日時 ①対象者　②人数　③費用 ①申込時期
②申込方法

大野原あそびカフェ　〜 Spring ver 〜
運動あそびフルコース〜そよ風を添えて〜

5月11日（土）
午後1時30分〜3時

①年少〜18歳
②制限なし
③無料

当日自由参加

時の記念日　〜新しい時代の始まり〜
新しい時を刻もう

6月1日（土）
午前10時30分〜正午

①年少〜18歳
②15人
③200円

①5月11日（土）
②来館申込

おおのはら〜たのsea ！
みんなで楽しもう

7月20日（土）
午後3時〜5時

①0歳〜18歳
②50人
③200円

①6月22日（土）
②来館申込

大野原あそびカフェ　〜 Summer ver 〜
おもしろそう！夏お疲れサマー

8月22日（木）
午後1時30分〜3時

①0歳〜18歳
②制限なし
③無料

当日自由参加

❷自由参加・短期クラブ
クラブ名 内容 対象者 曜日・時間

ベビー・ビクス 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（6月コース・9月コース）

①満1歳〜3歳未満
②20組

木曜日（全4回）
午前11時〜11時30分

たいよう組 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〜

おはなし会 読み聞かせ・手遊びなど 乳幼児 毎週火曜日　
午前11時〜11時15分

ボルダリングの日 ボルダリングにチャレンジ 0歳〜18歳

①日曜日・祝日
午前10時30分〜11時30分
午後3時30分〜4時30分
②クラブがない月曜日
午後3時30分〜4時30分

将棋部 将棋の先生やお友達と対局を楽しもう 4歳〜18歳 指定された木・金曜日
午後4時〜5時

卓球の日 みんなで卓球を楽しもう！ 0歳〜18歳 毎週土曜日
午前9時〜午後5時
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❸イベント情報

事業名・内容 日時 ①対象者　②人数　③費用 ①申込時期
②申込方法

カレーの日
収穫したじゃがいもでカレーの会食＆ゲーム大会

6月29日（土）
午前11時〜午後1時

①0歳〜18歳
②70人
③100円

①6月1日（土）
②来館申込

七夕かざり
短冊に願い事を書こう

7月1日（月）〜7日（日）
午前10時〜午後5時

①0歳〜18歳
②制限なし
③無料

当日自由参加

夏休みけん玉教室
講師によるけん玉教室

7月26日（金）、8月23日（金）
午後1時30分〜2時30分

①小学生〜18歳
②15人程度
③無料

当日自由参加

かるカレ
フォトカレンダー製作

毎月3日間開催
午前10時〜正午
午後1時〜4時

①乳幼児
②制限なし
③無料

当日自由参加

❷自由参加・短期クラブ
クラブ名 内容 対象者 曜日・時間

ボールハウス 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

おはなし会 手遊び・読み聞かせなど 乳幼児 毎週火曜日
午前10時30分〜10時45分

成長記録の日 身体測定・育児相談 乳幼児 第3水曜日
午前10時〜11時

ベビーヨガ 赤ちゃんとママのコミュニケーションを深めましょう
4カ月〜ハイハイ期
の赤ちゃん
15組

第4金曜日（全5回）
5月〜10月
午前10時30分〜11時15分

ぴょんぴょんルーム 季節のうた・手遊び・親子で製作を楽しもう 乳幼児
20組程度

木曜日（月1回）
午前11時〜11時45分

るんるんリズム 講師によるリトミック遊び・知育運動など親子で楽し
もう

8カ月〜3歳児（年少）
20組

第2木曜日
午前10時30分〜11時15分

キッドビクス
音楽に合わせてフィットネス＆ダンスを親子で
楽しもう

（7月から申込開始）

3歳児（年少）〜
5歳児（年長） 
15組程度

金曜日（月1回）
8月〜12月
午後2時45分〜3時45分

❶クラブ員募集（年間クラブ）
クラブ名 内容 ①対象者　②募集人数 曜日・時間

かるがも 親子あそびや製作などを楽しもう 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

わんぱく 遊びを通していろいろなことを楽しもう ①小学生
②20人

金曜日（月1回）
午後4時15分〜5時15分

軽キッズ 工作・ゲーム・クッキングなどを楽しもう ①小学生
②15人

木曜日（月1回）
午後4時15分〜5時15分

母親 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
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❸イベント情報

事業名・内容 日時 ①対象者　②人数　③費用 ①申込時期
②申込方法

集まれ！育メン！
お父さんたちで交流しよう

6月16日（日）
時間未定

①乳幼児と父親 ②20組 
③無料

①6月2日（日）
②来館申込

❷自由参加・短期クラブ
クラブ名 内容 対象者 曜日・時間

成長記録の日 身体測定・育児相談 乳幼児 不定期（月1回）
午前9時30分〜正午

おえかきの日 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

あかちゃんタイム ふれあい遊び・手遊び・読み聞かせなど 0カ月〜
1歳誕生月まで

水曜日（年11回）
午前10時30分〜11時

おはなし会 読み聞かせ・手遊びなど 乳幼児 木曜日（月4回）
午前10時30分〜11時

つくってあそぼう 製作・お絵かき 乳幼児 不定期（月1回）
午前10時〜正午

きせつであそぼう 自然に触れる遊び・工作・楽器遊びなど 乳幼児 不定期（年11回）
午前10時30分〜11時

ことばであそぼう ことば遊び・読み聞かせなど 乳幼児 不定期（年11回）
午前10時30分〜11時

からだであそぼう リトミック遊び・体操など 乳幼児 不定期（年11回）
午前10時30分〜11時

サーキットの日 サーキット遊び 乳幼児
不定期(年11回)
①午前10時30分〜11時30分
②午後2時30分〜4時

ご手印の日 手形あそび 乳幼児 水曜日（月1回）
午前9時30分〜11時30分

ボールプールの日 たくさんのボールで遊ぶ 乳幼児 不定期
午前10時30分〜11時30分

イングリッシュルーム
（毎月事前申込） 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歳児　25組
0歳児　5組

金曜日（月2回）
①午前10時30分〜11時
②午前11時10分〜11時40分

ちゃれんじタイム
（毎月事前申込） クッキング・工作・スポーツなど 小学生 不定期（月1回）

不定

❶クラブ員募集（年間クラブ）
クラブ名 内容 ①対象者　②募集人数 曜日・時間

かるがも 季節の製作・レクリエーションなど ①3歳児（年少）〜5歳児（年長）
②24組

木曜日（年10回）
午後3時30分〜4時30分

すくすく 親子で楽しむ遊び・季節の製作など ①2歳児
②24組

火曜日（年10回）
午前10時30分〜11時30分

ぴよぴよ 親子のふれあい遊び・季節の製作など ①1歳児
②24組

火曜日（年10回）
午前10時30分〜11時30分



若松児童館 ☎0479-46-1055

2019年春・夏号 13

❸イベント情報

事業名・内容 日時 ①対象者　②人数　③費用 ①申込時期
②申込方法

ロリポップクッキング
クッキング「イースターたまご」を作ろう

4月20日（土）
午前10時30分〜11時30分

①幼児〜18歳�
②20人�③100円

①開催2週間前
②来館申込

壁面こいのぼり
みんなで大きなこいのぼりを作ろう

4月20日（土）〜5月4日（土）
午前10時〜午後4時

①幼児〜18歳�
②制限なし�③無料 当日自由参加

こどもの日イベント
体験・茶会

5月4日（土）
午前10時30分〜11時30分
午後2時〜3時

①幼児〜18歳�
②未定�③未定

①開催2週間前
②来館申込

「時の記念日」イベント
かえる時計の製作

6月8日（土）
午前10時30分〜11時30分
午後2時〜3時

①幼児〜18歳�
②制限なし�③無料 当日自由参加

こどもまつり
ミニ縁日（出店・ゲームほか）

8月予定
午後3時〜5時

①幼児〜18歳�
②未定�③未定

①開催3週間前
②来館申込

七夕イベント
短冊に願いごとを書こう

6月29日（土）〜7月6日（土）
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

ウォーターパーク
ウォータープールで遊ぼう

8月予定
（天候により中止の場合あり）
時間未定

①幼児〜18歳�
②未定�③未定

①開催2週間前
②来館申込

❷自由参加・短期クラブ
クラブ名 内容 対象者 曜日・時間

スポーツクラブ みんなでスポーツの楽しさを知ろう 小学生以上　
20人

第2月曜日（年4回）　
午後4時〜5時

ベビールーム ママと一緒にふれあい遊び 0歳児 第1月曜日（月1回）　
午前11時〜11時30分

さくらんぼルーム ヨガの日・製作の日・プレジャーパーク
※その月によって内容が異なります 0〜5歳児（年長） 木曜日（月3回）　

午前11時〜11時30分

わんパーク 室内遊具を使ったふれあい遊び
※イベント開催時はお休みです 0〜5歳児（年長） 月曜日　

午前9時30分〜11時
成長記録の日・お誕
生日会 身体測定・育児相談・手遊び・読み聞かせ 0〜5歳児（年長） 第4木曜日（月1回）　

午前9時45分〜正午

おはなし会 手遊び・読み聞かせなど 0〜5歳児（年長） 毎週火・水・金曜日
午前10時45分〜11時

タカラノート 手形・足形アート 0〜5歳児（年長） 第2月曜日（月1回）　
午前10時30分〜11時30分

クリーン大作戦 みんなで一緒に児童館をきれいにしましょう 3歳児（年少）〜
18歳

第1月曜日（月1回）　
午後3時30分〜4時

❶クラブ員募集（年間クラブ）
クラブ名 内容 ①対象者　②募集人数 曜日・時間

キッズ 親子で楽しむ運動遊び、造形遊び ①3歳児（年少）〜5歳児（年長）
②20組

土曜日（月1回）
午前10時30分〜11時30分

園児さん
あつまれ みんなで一緒に工作やゲームを楽しむ ①3歳児（年少）〜5歳児（年長）

②20組
水曜日（月1回）
午後3時30分〜4時30分

エンジョイ 遊びを通していろいろなことを楽しむ ①小学生
②20人

金曜日（月1回）
午後4時〜5時



女性・子どもセンター ☎0479-48-1112

まなびアイかみす14

❸イベント情報

事業名・内容 日時 ①対象者　②人数　③費用 ①申込時期
②申込方法

端午の節句
おはなし・工作・ゲーム

4月23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歳まで
②制限なし
③無料

当日自由参加

たなばた会
おはなし・工作・ゲーム

7月2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

当日自由参加

あそびの会 夏休みバージョン
おもしろ工作・手作りゲーム・ミニ縁日など

夏休みの平日
午後2時30分〜3時

①乳幼児〜18歳
②制限なし
③無料

当日自由参加

夏休み体験教室①
未定

7月予定
午前

①小学生
②15人程度
③未定

①7月予定
②来館申込

夏休み体験教室②
未定

8月予定
午前

①小学生
②15人程度
③未定

①7月予定
②来館申込

おはなしタイム
波崎高校演劇部講演

8月予定
午前

①乳幼児〜18歳
②制限なし
③無料

当日自由参加

おひさまコンサート
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

当日自由参加

❷自由参加・短期クラブ
クラブ名 内容 対象者 曜日・時間

成長記録の日 身体測定・育児相談 乳幼児 毎月第4水曜日
午前10時〜正午

おはなし会 手遊び・読み聞かせなど 乳幼児 毎週木曜日
午前10時30分〜

なぁにちゃんタイム 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〜

ぴょんぴょんルーム ふれあい遊び・運動遊び・親子ヨガ・English Time・
誕生会など 乳幼児 毎週水曜日

午前10時30分〜

ポップンタイム リトミック・体操・手遊びなど 乳幼児 毎週金曜日
午前10時30分〜

ふわふわマットの日 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〜

手形アートの日 季節の手形アートを作ろう 乳幼児 第1または第3月曜日
午前10時30分〜

❶クラブ員募集（年間クラブ）
クラブ名 内容 ①対象者　②募集人数 曜日・時間

よちよち 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

すくすく 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

かるがも 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

チャレンジ 遊びを通していろいろなことにチャレンジ ①小学生　
②30人

水曜日（月3回）
午後3時45分〜4時45分

波っこ いろいろなスポーツやレクリエーションを
楽しむ

①小学生　
②30人

金曜日（月3回）
午後3時45分〜4時45分



波崎西児童館 ☎0479-44-8788

2019年春・夏号 15

❸イベント情報

事業名・内容 日時 ①対象者　②人数　③費用 ①申込時期
②申込方法

うんどう会（イースター）
みんなで楽しく体を動かそう

4月21日（日）
午前10時30分〜12時30分

①幼児〜18歳
②100人
③100円

①4月2日（火）
②来館申込

こどもの日イベント
製作

5月4日（土）、5日（日）
①午前10時〜正午
②午後1時30分〜4時

①幼児〜18歳
②制限なし
③無料

当日自由参加

ファミリーデー
製作

5月11日(土） 
①午前10時〜正午
②午後1時30分〜4時

①幼児〜18歳
②制限なし
③無料

当日自由参加

じゃがいもほり
いもほりを楽しもう

6月15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（土）
②来館申込

ファミリーデー
カレー作り

6月23日（日）
午前10時30分〜12時30分

①幼児〜18歳
②未定
③未定

①6月8日（土）
②来館申込

たなばた会
流しそうめんなど

7月7日（日）
午前10時30分〜12時30分

①幼児〜18歳
②未定
③未定

①6月18日（火）
②来館申込

ラジオ体操 7月20日（土）〜8月31日（土）
午前10時〜

①幼児〜18歳
②制限なし
③無料

当日自由参加

水遊び
（イベント時・天候不順時は中止）

7月20日（土）〜8月31日（土）
ラジオ体操後から

①幼児〜18歳
②制限なし
③無料

当日自由参加

つくってあそぼう
工作 夏休み中

①幼児〜18歳
②未定
③未定

未定

敬老の日イベント
おじいいちゃん・おばあちゃんと遊ぼう

9月16日（祝・月）
午前10時30分〜正午

①幼児〜18歳
②未定
③未定

未定

❷自由参加・短期クラブ
クラブ名 内容 対象者 曜日・時間

親子リズム
（毎回事前申込） 音楽に合わせた表現遊び 1歳児〜3歳児

各回20組
第1火曜日（全7回）
午前10時30分〜11時30分

ひよこビクス
（毎回事前申込） 親子体操・子育てママのエクササイズ 1歳児〜3歳児

各回20組
第2木曜日（全7回）
午前10時30分〜11時30分

イングリッシュ
（毎回事前申込） 楽しく英語に親しむ 1歳児〜3歳児

各回20組
第3水曜日（全7回）
午前10時30分〜11時30分

成長記録・お誕生会 手遊び・身体測定・読み聞かせ・壁面製作 乳幼児
20人程度

第1金曜日
午前10時30分〜11時

ぴょんぴょんルーム 手遊び・季節の歌・製作 乳幼児
20人程度

第4木曜日
午前10時30分〜11時

パワフルタイム 運動遊び 乳幼児 毎週月曜日
午前10時30分〜11時

パワフルタイム 運動遊び・室内ゲーム 小学生以上 毎週月曜日
午後3時30分〜

❶クラブ員募集（年間クラブ）
クラブ名 内容 ①対象者　②募集人数 曜日・時間

ふたば 手遊び・体操・製作・運動遊び・
読み聞かせ・クッキング

①2歳児
②20組

第4金曜日（全10回）
午前10時30分〜11時30分

みつば（日曜日）手遊び・体操・製作・運動遊び・読み聞かせ・クッキング
①3歳児（年少）〜5歳児（年長）
②10組

第4日曜日（全10回）
午前10時30分〜11時30分

みつば（水曜日）手遊び・体操・製作・運動遊び・読み聞かせ・クッキング
①3歳児（年少）〜5歳児（年長）
②10組

第4水曜日（全10回）
午後3時〜4時

かもめ 遊び・運動・工作・クッキング ①小学生
②20人

第1〜 第3水・ 金 曜 日（月6回）
午後4時〜5時
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