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令和2年2月9日（日）令和になり初めての芸能発表会。
日頃の練習の成果を披露しました。

大野原コミュニティセンター芸能発表会

舞の会による舞踊

コスモスによる大正琴の演奏 ハイジーの会によるフォークダンス
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中央公民館 ☎0299-90-5500

公民館講座生募集
申込抽選講座

申込先着順講座

抽選講座の募集について
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）　※徴収方法は申込時にお知らせ
受講できる講座=1人2講座まで（短期講座を除く）
※3講座以上の申し込みは全講座キャンセル扱い
申込先=中央公民館へ直接申込（電話申込不可）

※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
※申込者多数の場合、代理抽選を行ない、結果は申込者全員にはがきで郵送注意事項

講座名 対象 開講日・回数・開催時間 講座内容

中央公民館 ☎0299-90-5500

好きなお茶が見つかる
癒やしのTea Time 一般16人 5月下旬(水)　全10回

午前10時〜正午
毎月旬の紅茶を、お菓子をいただきながら飲み比べます。
茶葉ごとの一番おいしい入れ方も紹介。おもてなしにも
役立つこと請け合いです。（材料費5,000円）

▼通年講座

ZUMBA 一般30人 5月下旬（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。運動不足も日頃のストレスもスッキリ！

ヨーガ 一般18人 5月下旬（金）　全10回
午前10時〜11時30分

ヨーガの基本的なポーズや呼吸法を習得し、心と体をリフ
レッシュしましょう。

ビギナーのための
英会話

中学生以上
16人

6月上旬（土）　全10回
午前10時〜10時50分

ネイティブ講師から英会話の基本を学びましょう。日本
人講師のサポート付きで、英語に苦手意識のある方でも
安心です。中高生も大歓迎。（テキスト代3,370円）

Step-upしたい方の
ための英会話

中学生以上
16人

6月上旬（土）　全10回
午前11時〜正午

中級者向けです。言いたいことを英語で伝えてみましょ
う！ネイティブ講師と会話できるようになっていくと、
自信がついていきますよ。（テキスト代3,050円）

基礎から学ぶ
パソコン講座 一般20人 5月下旬（日）　全10回

午前10時〜正午
現代においてパソコンは必須スキル。ワードとエクセル
の基本を身に付けましょう！（テキスト代2,200円）

子ども英会話 小学生16人 6月上旬（土）　全10回
午前9時〜9時45分

小学生向けです。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2,580円）

子どもの絵画 小学生20人 5月下旬（土）　全10回
午後1時30分〜3時30分

小学生向けです。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。

子どもの陶芸 小学生15人 5月下旬（土）　全10回
午後1時30分〜3時30分

小学生向けです。なかなか体験できない陶芸を、基礎か
ら教えます。（材料費3,200円）

▼前期講座　

講座名 対象 開講日・回数・開催時間 講座内容

お仕事帰りのエクササイ
ズ〜ピラティス〜 一般30人 5月下旬（木）　全4回

午後6時30分〜7時30分
継続すれば、腰痛や肩こりの改善・シェイプアップも期待
できるストレッチ・エクササイズ「ピラティス」の体験講座
です。まずは、お試し！

▼短期講座　

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

新型コロナウイルス感染症の拡大
防止のため、一部講座が中止や延
期になることがあります。講座の
申込日や開催については、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。
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講座名 対象 開講日・回数・開催時間 講座内容

市民将棋大会 小学生以上 7月上旬(日)　全1回
午前10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

中高生のための
ビーズアクセ作り講座

中学生
高校生

7月中旬（日）　全1回
午前10時〜正午

サイエンス
フェスティバル

小学生と
保護者 8月上旬　全1回

親子でタイ料理 小学生と
保護者 8月上旬（日）　全1回

▼開講予定講座

●託児付
3分で片付く
子ども部屋づくり

一般30人 6月上旬（木）　全1回
午前10時〜正午

整理収納アドバイザーが、子ども用品が楽に片付くコツ
を教えます！子どもの思い出の品を整理する実践ワーク
もあります。

▼短期講座

講座名 対象 開講日・回数・開催時間 講座内容

骨盤調整ストレッチ 一般20人 6月上旬（水）　全8回
午前10時〜11時30分

股関節を中心に全身をほぐします。血行を良くしてバラ
ンスを整え、体を楽にしましょう！

夜のゆったりヨガ 一般20人 6月中旬（金）　全8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。

▼前期講座

親子プログラミング
講座

小学3〜6年
生と保護者

各5組

7月中旬(日)　全1回
午前の部：10時〜正午

午後の部：1時30分〜3時30分 ※ 内容・申込については、今後の広報かみすにてお知ら
せします親子キラキラ

クラフト作り
小学生と

保護者10組
8月上旬(土)　全1回

午前10時〜正午

▼開講予定講座

姿勢を整えるヨガ 一般20人 5月下旬（木）　全5回
午後1時30分〜3時

日々、崩れがちな姿勢のバランスを正すと、快適な体に。
歪みやすい部位を正しい位置に調整し、全身のバランス
を整えましょう。

目からウロコ！
なんちゃって&
大皿レシピ

一般10人 6月上旬（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、難しそうで面倒な料理
やおもてなしの大皿料理を簡単に作ります。驚きレシピ
です！（材料費2,500円）

安心素材で
ハウスキーピング 一般10人 6月下旬（火）　全3回

午前10時〜正午
環境や体に優しいクレンザーやリネンウォーターなどを
作り、住まいを清潔に保ちます。ハーブティー付き。（材
料費3,000円）

●託児付　
初めて！簡単！
ビーズアクセサリー

一般10人 6月下旬（木）　全3回
午前10時〜正午

自分でアクセサリーを作りたい、でも作り方がわからな
い、そんなあなたにおススメです！ビギナー向けです。

（材料費2,500円）

インアリウムサシェ 一般10人 6月下旬（火）　全1回
午前10時〜正午

アロマワックスとハーバリウムを合わせた、良いとこ取
りの癒やされる素敵なサシェを作りましょう。

（材料費1,500円）

▼短期講座

矢田部公民館 ☎0479-48-3311

インアリウム　
サシェ▶

◀親子キラキラクラフト作り
　（イメージ）
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初級英会話教室 中学生以上
10人

7月上旬（土）　全5回
午前10時〜11時30分

春！新年度に新しく英会話に挑戦したい方必見！ネイ
ティブの先生が教えてくれる初級英会話教室です。初心
者も学び直しの人も楽しく学びましょう。

フラワードール作り 一般10人 7月上旬（火）　全1回
午前10時30分〜12時30分

ドライフラワーやプリザーブドフラワーなどを使って飾
り付けたフラワードールを、手鏡やフレームに取り付け
ます。玄関やお部屋のインテリアとして飾るのに最適で
す。（材料費2,000円）

パン作り 一般15人 6月中旬（木）　全2回
午前9時30分〜午後1時30分

朝食やおやつに、手作り・焼きたてのパンはいかがで
しょう。初心者の方大歓迎。パンの作り方を丁寧に教え
ます。(材料費1,500円)

実用書道 一般10人 6月中旬（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。名前や住所を見本を見ながら、書き写し練習を
します。美しい筆文字を手に入れましょう。（材料費1,500円）

シニアのための
マネープラン 一般15人 6月18日（木）　全1回

午後1時〜3時
老後2,000万円問題などのニュースを不安に思っている
シニアの方向け。専門家からマネープランを学ぶチャン
スです。

▼短期講座

ボクサビクス 一般25人 6月中旬(土)　全10回
午前10時30分〜11時15分

ボクシングの動きを取り入れたエクササイズです。音楽に合
わせて楽しく汗を流しましょう。

小仏彫刻 一般10人 6月21日(日)　全8回
午前10時〜正午

18㎝程度の地蔵菩薩や観音菩薩をヒノキ材で彫ります。
経験者の方はもちろん、初心者の方も大歓迎です。（材料
費初回5,000円）

▼前期講座　

バレリーナヨガ
小学生と
保護者
10組

7月5日（日）　全3回
午後1時30分〜2時30分

子どもたちには歪まない体の作り方・使い方を、ママたちに
は歪みを治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。

写経 一般15人 6月24日（水）　全1回
午前10時〜正午

お経を習字で模写します。文字を集中して書くことで心
が落ち着きます。（材料費100円）

初めての資産運用 20歳以上
15人

7月4日（土）　全1回
午後1時〜3時

20代・30代〜　資産運用のメリット・デメリットやリ
スクについても正しく学ぶことができます。

●託児付
バスボム（入浴剤）作り

小学生以上
の親子
10組

6月27日（土）　全1回
午前10時〜正午

お風呂の入浴剤を親子で作ってみましょう。リラックス
を促す香りをつけて仕上げます。（材料費500円）

▼開講予定講座

講座名 対象 開講日・回数・開催時間 講座内容

つるしびな・細工物 一般10人 6月下旬（木）　全15回
午後2時〜4時

最近人気のつるしびなや干支の置物などの細工物を手縫
いで作ります。自分で作る楽しみを味わってみましょう。

（材料費初回100円）

大人の手作り
アクセサリー 一般15人 6月下旬（金）　全15回

午前10時〜正午
ビーズ・レジン・プラバン・グルー・刺繍などさまざま
な材料と工夫を楽しむ、おしゃれで豪華な大人の手作り
アクセサリーです。（材料費12,000円）

華道・花を楽しむ 一般10人 6月中旬（木）　全15回
午前10〜11時

伝統的な生け花をはじめ、寄せ植え・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。いろいろな形で
お花に親しみましょう。（材料費1回2,000円）

▼通年講座

若松公民館 ☎0479-46-1115

フラワードール▲
▲つるしびな

新型コロナウイルス感染症の拡大防止
のため、一部講座が中止や延期になる
ことがあります。講座の申込日や開催
については、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。
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講座名 対象 開講日・回数・開催時間 講座内容

お仕事帰りのヨーガ 一般20人 6月上旬（火）　全8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。

アロマヨガ 一般18人 6月上旬（火）　全8回
午後2時〜3時30分

アロマの香りに癒やされながら、心身をリラックスさせ
て行なうヨガです。（アロマ精油代200円/8回）

健康体力作り 中学生以上
30人

6月上旬（土）　全8回
午後1時30分〜2時30分

音楽のリズムに合わせて、バレエの動きでエクササイズ
していきます。膝や腰に負担が少ないので、初心者でも
安心です。

これから始める
社交ダンスⅠ 一般15人 7月上旬（水）　全8回

午前10時〜正午
社交ダンス経験ゼロ、またはおおむね3年未満の初心者
対象の講座です。

初めての陶芸 一般15人 6月上旬（金）　全8回
午前9時30分〜正午

土の練り方から焼き方までの基礎を学ぶ、初心者を対象と
した講座です。（材料費1,000円、別途粘土代は都度徴収）

楽しい絵手紙 一般15人 6月上旬（木）　全8回
午前10時〜正午

手書きの力は人の心と心をつなぎます。文字や絵が苦手
という方も心配いりません。（初めて受講される方のみ絵手
紙セット1,500円）

子どもHIP HOP
ダンス 小学生15人 6月上旬（土）　全8回

午前10時30分〜11時30分 ポップなリズムにノッて、元気に踊りましょう。

▼前期講座

実用筆ペン講座 一般20人 8月上旬（火）　全5回
午前9時30分〜11時30分

※ 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

●託児付　
初めてのカルトナージュ 一般15人 7月中旬（土）　全1回

午後1時30分〜3時30分
夏休み
子どもの陶芸 小学生15人 7月上旬（日）　全2回

午前9時30分〜正午

夏のカフェ料理 一般12人 7月上旬（日）　全1回
午前9時30分〜午後1時30分

▼開催予定講座

初夏のパン作り 一般12人 6月中旬（土）　全2回
午後1時30分〜4時30分

生地のこね方・発酵などの基本を学びます。（材料費1,500円）
メニュー（予定）はホームページにて公開中です。

書いて楽しいゆる文字 一般20人 6月上旬（火）　全5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
苦手な方も安心です。（材料費2,500円）

癒やしのオカリナ
入門講座 一般12人 6月上旬（金）　全5回

午後2時〜3時15分
初めてオカリナに触れる方・昔やったけど忘れてしまっ
たという方対象の講座です。オカリナレンタル500円（ア
ルトC管ハ調使用）

癒やしのオカリナ
上達講座 一般12人 6月上旬（金）　全5回

午後3時30分〜4時45分
オカリナ演奏経験のある方のための、さらに上達を目指
す講座です。オカリナレンタル500円（アルトC管ハ調
使用）※入門講座と同時受講可

シニアスマホ講座 おおむね
60歳20人

6月下旬（水）　全1回
午後2時〜4時

スマートフォンの基本的な操作を学びたい、初心者向け
の講座です。※スマートフォンは無料で貸し出します

お仕事帰りの
フラワーアレンジ 一般15人 6月中旬（火）　全1回

午後6時45分〜8時45分
季節に合った生花のフラワーアレンジでお部屋を華やか
に彩りましょう。（材料費2,000円当日徴収）

●託児付
宝石せっけんを作ろう 一般15人 6月下旬（土）　全1回

午前9時30分〜11時30分
キラキラと光る宝石のような、かわいいせっけんを作り
ましょう。（材料費1,500円）

▼短期講座

はさき生涯学習センター ☎0479-44-0001

絵手紙▲ ▲オカリナ
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★ボランティア募集
　�皆さまにボランティアのご協力をいただき，市内フラ
ワーロード及び花壇へ春の花植えを行います。皆さま
の参加をお待ちしております。

日時＝5月30日（土）　
　　　午前9時〜（悪天候の場合は翌日）
場所＝【神栖地域】　◦セントラルホテル前フラワーロード
　　　　　　　　　���（駐車場は、中央図書館等をご用意

しております。なお、ベイシア等民
間施設への駐車はご遠慮下さい。）

　　　　　　　　　◦神栖中央公園前フラワーロード
　　　【波崎地域】　◦荒波�高梨自動車前花壇
　　　　　　　　　◦豊ヶ浜運動公園前花壇
持参するもの＝軍手またはゴム手袋、移植コテ（シャベル）
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　☎0299-90-1171

フラワーロード花植え

日程＝5月〜12月（第2・3・4木曜）
　　　全15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
午前9時〜正午、午後1時〜4時
申込開始日＝4月15日（水）
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

古着等の資源を再利用し、ミシンで
作品を作ります。

リフォーム教室
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
午前9時〜正午、午後1時〜4時
申込開始日＝4月15日（水）
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

パッチワーク教室
余分な廃棄材料を出さないメニュー
や時短メニューを調理します。
日程＝6月17日、7月15日、9月16日、
　　　10月21日　すべて水曜日
　　　全4回　午前10時〜午後1時
対象＝一般　10人
費用＝材料費2,400円
申込方法＝本人来館申込
午前9時〜正午、午後1時〜4時
申込開始日＝4月15日（水）
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

エコクッキング教室

廃びんの砕かれたものを粘土に混ぜ
て作品を作り、電気炉で仕上げます。
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
午前9時〜正午、午後1時〜4時
申込開始日＝4月15日（水）
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

陶芸教室図書館ボランティア
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
日程＝年中（休館日を除く）　午前
10時〜午後6時のうち可能な時間
対象＝おおむね中学生以上の団体・
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

講座・教室・イベント情報
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

問合先＝中央図書館　　☎0299-92-3746
　　　　うずも図書館　☎0299-90-5302
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日程＝7月中旬〜9月上旬　　　
　　　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

水を生活の場とする動物たちの生態系を化石や
現生標本で紹介します。また、フタバスズキ
リュウ産出状態の復元模型なども展示します。

歴史民俗資料館とは
　神栖市の歴史・民俗等に関する資料を収集・保管し、展示しています。
　「水と人々のくらし」をテーマに、太古より鹿島灘、利根川の水の関わり、水の恵みを受けながら、鹿島港の
建設など水辺の開拓で変遷してきた市の姿を実物資料や模型、映像などで紹介します。
　また、企画展や伝承教室などの各種イベントも実施しております。
※詳細は広報紙やホームページをご覧ください。

開館時間=午前9時〜午後4時30分　休館日=月曜日、年末年始（12月29日〜1月3日）　入館料=無料
問合先＝☎0299-90-1234

関連イベント　※詳細については、今後の広報かみすにてお知らせいたします

申込方法=電話申込　
申込開始日=7月上旬

★化石のレプリカ作り
　 アンモナイトなどの化石

のレプリカ作り

★バス見学会
　 いわき市アンモナイトセンターでの化石発掘体験及び

いわき市石炭・化石館の見学
★化石のクリーニング
　 アンモナイトの化石をク

リーニング

★講演会
　 フタバスズキリュウに関

する講演会

★博士のスペシャルガイド
　 企画展担当学芸員による

展示解説

第45回企画展　「食うもの VS. 食われるもの−水のなかのハンターたち」

歴史民俗資料館

 伝承あそび「けん玉・おりがみ」
ボランティアによるけん玉・おりがみ教室
日程＝月1回　日曜日　
けん玉： 午前10時〜11時45分

（けん玉検定受付午前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

日程＝5月上旬
対象＝どなたでも
費用＝無料
申込方法＝申込不要

寄贈された五月人形を展示します。

ミニ季節展示「端午の節句展」

 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。

エサをねらうフタバスズキリュウ
（イラスト：田中愛望）

講座・教室・イベント情報
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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。

　短期クラブ・自由参加のものについてまとめて
います。事前申込の記載がないものは自由参加です。
内容が変更になる場合がありますのでご注意くだ
さい。

　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があります。

　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（水）〜21日（火）（電話のみ）
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電話にて申し込みください。
※申込多数の場合は抽選となります。
※詳細は各児童館へお問い合わせください。

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

自由参加・短期クラブ

クラブ員募集（年間クラブ）

年齢表
児童館職員による相談業務

イベント

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、各館に直接お問い合わせください。
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❶クラブ員募集（年間クラブ）

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歳〜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 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・体力づくり 小学生〜18歳
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 英語に触れよう・バランスボール・ママカ
フェなど

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

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：7月10日（木）午前10時〜8月28
日（金）　電話受付可）

令和2年3月5日〜7月4日生
まれの乳児
10組

9月4日、11日、18日、25日
（毎週金曜日4回コース）
午前10時〜正午

クラブ名 内容 ①対象者　②募集人数 曜日・時間

たんぽぽ プレ幼稚園としていろいろやってみよう ①2歳児　
②20組

水曜日(月1回)
午前11時〜11時45分

おひさま
親子で季節制作や体を動かそう

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 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

男組 工作・運動などを楽しくやってみよう
（男組・女組合同で行なうこともあります）

①小学生男子　
②20人 火曜日（月1回）

午後3時50分〜5時女組 ①小学生女子　
②20人

ひらじ会議 児童館でできる事をみんなで話してやってみよう ①小学5年〜中学2年生
②15人

月曜日(月1〜2回）
午後3時30分〜5時

母親 児童館の行事に協力しながら、趣味や特技を生か
し、楽しく過ごします

①地域の母親
②定員なし

火曜日（月2回）
午前10時〜正午

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・かぶとの制作

5月1日（金）〜5月5日(火・祝)
午前10時30分〜11時30分
午後2時〜3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　
カード作り

5月10日（日）
午後1時30分〜3時

①小学生〜18歳　②18人
③150円 当日自由参加

スポレクの日（幼児の部）
ミニ運動会など

5月23日(土)
午前10時30分〜11時45分

①幼児(年少〜年長）　
②20組　③無料 未定

スポレクの日（小学生・中学1年生の部）
レクリエーション・ドッジボールなど
第7弾　青龍VS朱雀

5月23日(土)
午後1時30分〜3時30分

①小学生〜中学1年生　
②30人
③無料

未定

父の日イベント
プレゼント制作

6月21日（日）
午後1時30分〜3時

①小学生〜18歳　②20人
③未定

①5月31日（日）
②来館申込

七夕WEEK
短冊・笹飾り制作

7月1日（水）〜7月7日（火）
未定

①来館者　②制限なし
③無料 当日自由参加

水フェス 2020
水鉄砲合戦

7月23日(木・祝)
未定

①小学生〜18歳　②30人
③無料

①7月5日(日)
②来館申込

こどもまつり
模擬店・ゲームコーナーなど

8月22日(土)
未定

①0歳〜18歳　②250人
③未定

①8月1日(土)
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1〜2回）
午前11時〜11時40分

かるがも お友達と協力していろいろなことを楽しむ ①3歳児（年少）〜5歳児（年長）
②30組

金曜日(月1回）
午後2時45分〜3時45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いろなことにチャ
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

こどもの日イベント
大野原の空に夢をおよがそう

5月1日(金) 〜5月3日(日・祝)
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

デイキャンプ
テント張り・スポーツレクリエーションなど

5月16日(土)
午前10時30分〜午後3時

①小学生
②30人
③未定

未定

時の記念日
時計づくり

6月6日（土）
午後2時〜3時

①3歳児（年少）〜18歳
②30人
③200円

①5月23日(土)
②来館申込

サマーキッズタウン
Let'sGo☆Summer

7月18日（土）
午後3時〜4時30分

①0歳〜18歳
②100人
③250円

①6月20日（土）
②来館申込

大野原自由研究
不思議を解き明かせ！

8月1日（土）
午後1時30分〜3時

①5歳児（年長）〜小学生
②30人
③未定

①7月11日（土）
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

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・10月コース）

満1歳〜3歳未満　
20組

木曜日(全4回)
午前11時00分〜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イベント・クラブがない月
曜日　午後3時30分〜4時

将棋部 将棋の先生やお友達と対局を楽しもう 4歳児（年中）〜
18歳

指定された月・火曜日
4月〜9月
午後4時〜5時
10月〜3月
午後3時30分〜4時30分

卓球ルーム みんなで楽しもう！ 0歳〜18歳 毎週土曜日
午前9時〜午後5時30分
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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

かるカレ
フォトカレンダー制作

毎月3日間
①午前10時〜正午
②午後1時〜4時

①乳幼児
②制限なし　③無料 当日自由参加

こどもの日イベント
つくってかざろう〜いろいろな花をつくろう〜

5月1日（金）〜5月5日（火・祝）
午前10時〜正午
午後1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

七夕イベント
七夕制作

7月1日（水）〜7月7日（火）
午前10時〜午後4時

①乳幼児〜18歳
②制限なし　③無料 当日自由参加

夏休みイベント工作教室
F1カーを作ろう

7月29日（水）
午後1時30分〜3時

①年少児〜小学生
②20組　③100円

①7月15日（水）
②来館申込

水遊び
水遊びを楽しもう

8月3日（月）
午前10時30分〜11時30分

①乳幼児〜小学生
②制限なし　③無料 当日自由参加

夏休み理科実験教室
未定

8月7日（金）
午後1時30分〜2時30分

①年少児〜18歳
②20組　③100円

①7月20日（月）
②来館申込

エンジョイ夏休み
室内レクリエーションを楽しもう

8月21日（金）①午前10時15分
〜11時　②11時15分〜正午
③午後1時30分〜2時30分

①幼児〜18歳
②各回20人程度　③無料 当日自由参加

夏すぽーつ
ダンス&体操をみんなでしよう！

夏休みの平日
午前11時30分〜11時45分

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

ボールハウス ボールで遊ぼう 乳幼児 毎週月・金曜日
午前9時30分〜11時30分

おはなし会 季節の歌・手遊び・絵本の読み聞かせ 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 水曜日（月1回）
午前10時〜11時

ぴょんぴょんルーム 季節の歌・手遊び・親子で制作を楽しもう 乳幼児 木曜日（月1回）
午前11時〜11時45分

るんるんベビー 親子のふれあい遊び・体操・ママたちのゆったりTIME 4カ月〜1歳6カ月 月1回（年5回）
午前11時〜11時45分

るんるんキッズ 親子のふれあい遊び・リズム体操 1歳7カ月〜未就園児
の幼児

月1回（年5回）
午前11時〜11時45分

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

5月・7月・9月（年3回）
午前10時30分〜11時15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 親子遊びや制作などを楽しもう ①3歳児（年少）〜5歳児（年長）
②20組

火曜日（月1回）
午後2時30分〜3時30分

軽キッズ いろいろなものにチャレンジしよう ①小学生
②20人

水曜日（月1回）
午後4時15分〜5時15分

わんぱく うごいて遊ぼう ①小学生
②20人

金曜日（月1回）
午後4時15分〜5時15分



うずも児童館 ☎0299-96-5069

まなびアイかみす12

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

こどもうんどうかい
みんなで楽しく体を動かそう！

5月24日(日)
午前10時〜正午

①乳幼児〜18歳
②未定
③未定

①未定
②来館申込

集まれ！育メン！
パパと一緒にふれあい遊び

6月21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7日（日）
②来館申込

アレンジメント（夏） 7月4日(土)
午前10時30分〜11時30分

①乳幼児〜18歳
②20人
③未定

①6月20日（土）
②来館申込

ミニ縁日
縁日ごっこ

8月7日(金)
午前10時30分〜正午

①乳幼児〜18歳
②制限なし
③未定

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 月曜日(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(年11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
午前10時30分〜11時

つくってあそぼう 制作・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(月1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(月1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(月1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

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〜正午

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

ちゃれんじタイム スポーツ・工作・ゲームなど 小学生 不定期
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

ぴよぴよ 親子のふれあい遊び・季節の制作など ①1歳児
②24組　

火曜日（年10回）
午前10時30分〜11時30分

すくすく 親子で楽しむ遊び・季節の制作など ①2歳児
②24組

火曜日(年10回)
午前10時30分〜11時30分

かるがも 季節の制作・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

じゃんぷ こども会議・レクリエーション活動 ①小学生
②10人

土曜日（年10回）
午前10時〜11時30分



若松児童館 ☎0479-46-1055

2020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

壁面こいのぼり
みんなで大きなこいのぼりを作ろう

5月1日(金) 〜5月6日(水・祝)
午前10時〜午後4時

①0歳〜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
こどもの日制作

5月2日(土)
午前10時30分〜11時30分
午後2時〜3時

①0歳〜18歳　
②30組　③無料 当日自由参加

若松リーダース
子どもたちによるお買い物ごっこの運営

5月30日(土)
午前10時〜11時30分

①小学生〜18歳　
②20人　③無料

①5月9日（土）
②来館申込

お買い物ごっこ
おもちゃのお金で買い物しよう

5月30日（土）
午前10時30分〜11時30分

①0歳〜18歳　
②100人　③無料

①5月9日（土）
②来館申込

「時の記念日」イベント
オリジナル時計を作ろう！

6月6日(土)
午前10時30分〜11時30分
午後2時〜3時

①0歳〜18歳　
②30組　③無料 当日自由参加

七夕イベント
短冊に願いごとを書こう

6月27日(土) 〜7月4日(土)
午前10時30分〜午後4時

①0歳〜18歳　
②制限なし　③無料 当日自由参加

夕涼み会
出店、ゲームなど

8月29日(土)
午後4時〜6時

①0歳〜18歳　
②100人　③250円

①8月8日（土）
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

おはなし会 手遊び、読み聞かせなど 乳幼児 毎週水・金曜日　
午前10時45分〜11時

成長記録の日
お誕生会 身体測定、育児相談、手遊び、読み聞かせ、お誕生会 乳幼児 木曜日（月1回）

午前9時45分〜正午

季節の制作 壁面制作をしよう 乳幼児 毎月1〜7日（平日のみ）
午前10時〜11時30分

さくらんぼルーム 季節にあったイベント 乳幼児 木曜日（月1回）
午前11時〜11時30分

わんぱくタイム 室内遊具を使ったふれあい遊び 乳幼児 イベントがない月曜日　
午前9時30分〜11時30分

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

ベビーマッサージ オイルを使ったベビーマッサージ 1カ月健診済み〜
1歳半

火曜日（月1回）
午前10時30分〜11時

タカラノート 手形・足形アート 乳幼児 指定された日曜日・月曜日
午前10時30分〜11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

キッズクラブ 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45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45分〜4時30分

チアダンスクラブ
（キッズ） みんなで楽しくチアダンスをおどろう ①3歳児(年少) 〜5歳児(年長)

②20組
日曜日（月1回）
午前10時〜11時

チアダンスクラブ
（ジュニア）

みんなで協力し合い、楽しくチアダンスをお
どろう

①小学生
②15人

日曜日(月1回)
午前11時〜正午

エンジョイ
クラブ 制作、運動遊び、集団遊びなど ①小学生

②20人
月曜日（月1回）
午後4時10分〜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

たなばた会
おはなし・工作・ゲーム

7月2日（木）
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

ラジオ体操
ラジオ体操第1など

夏休みの平日(2週間)
午前10時〜10時15分

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

❷自由参加・短期クラブ
クラブ名 内容 対象者 曜日・時間

親子の絆つくりプログ
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4月15日（水）〜6月1日（月）電話申込可

令和元年12月9日
〜 令 和2年4月8日
生まれの乳児10組

6月8日・15日・22日・29日（月
曜日・全4回）　午前10時〜正午

成長記録の日 身長・体重・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 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 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・お誕生会など 乳幼児 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 木曜日
午前10時30分〜

のびのびタイム 体操・運動遊び 乳幼児 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 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 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2〜3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2〜3回）
午後3時45分〜4時45分



波崎西児童館 ☎0479-44-8788

2020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

こどもの日
制作

5月4日（月・祝)・5日（火・祝）
①午前10時〜11時30分
②午後1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

じゃがいもをほろう
じゃがいもほりを楽しもう

6月14日(日)
午前10時30分〜11時30分

①乳幼児〜18歳
②30組　③無料

①6月1日（月）
②来館申込

七夕会
制作・ゲーム

7月5日（日）
午前10時30分〜正午

①乳幼児〜18歳
②30組　③100円

①6月20日（土）
②来館申込

ラジオ体操 7月21日(火）〜8月31日（月）
午前10時〜

①乳幼児〜18歳
②制限なし　③無料 当日自由参加

水遊び
（イベント・天候不順時は中止）

7月21日(火）〜8月31日（月）
午前10時15分〜11時45分

①乳幼児〜18歳
②制限なし　③無料 当日自由参加

夏休み作って遊ぼう
制作

夏休み中
①午前10時〜11時30分
②午後1時30分〜2時30分

①乳幼児〜18歳
②制限なし　③無料 当日自由参加

西児まつり
未定

9月26日（土）
午前10時30分〜正午

①乳幼児〜18歳
②未定　③未定

①未定
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

ふたば
（毎回事前申込） 親子で楽しく手遊び・制作・運動遊びなど 2歳児

各回20組
金曜日(月1回)
午前10時30分〜11時30分

親子リズム
（毎回事前申込）

講師によるいろいろな楽器や道具を使った楽しいリト
ミック

乳幼児
各回20組

火曜日(年5回)
午前10時30分〜11時30分

イングリッシュ
（毎回事前申込） 講師による英語の歌や遊び

4歳児（年中）〜5歳児
（年長）　各回20組

金曜日（年6回）
午後2時45分〜3時15分

小学生
各回20人

金曜日（年6回）　
午後3時25分〜3時55分

キッズダンス
（毎回事前申込） 講師によるダンス

小学生
各回20人

土曜日（年6回）　
午前10時〜10時30分

4歳児（年中）〜5歳児
（年長）　各回20組

土曜日（年6回）
午前10時40分〜11時10分

成長記録
お誕生会 身体測定・手形・お誕生会・壁面制作など 乳幼児 金曜日（月1回）

午前10時30分〜11時

成長記録 身体測定・手形 乳幼児〜18歳 金曜日（月1回）
午後2時〜4時

ぴょんぴょん
ルーム 季節の歌・手遊び・制作・リズム体操 乳幼児 火曜日（月1回）

午前10時30分〜11時

パワフルタイム
運動遊び・体操・リズム体操 乳幼児 毎週月曜日

午前10時30分〜11時

室内ゲーム・カードゲームなど 小学生〜 毎週月曜日
午後3時30分〜4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

みつば（水曜日）
親子で楽しく手遊び・制作・運動遊び

①3歳児（年少）〜5歳児（年長）
②10組

水曜日（月1回）
午後3時〜4時

みつば（日曜日） ①3歳児（年少）〜5歳児（年長）
②10組

日曜日（月1回）
午前10時30分〜11時30分

かもめ 制作・運動遊びなど ①小学生　
②20人

月・水曜日（月6回）
午後4時〜5時
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