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新型コロナの影響により、延期・中止する場合があります。詳細は、市ウェブサイトをご覧ください。

直接問へ：問い合わせ窓口で申し込み　web：市ウェブサイトの申し込み

フォームから　所：場所　対：対象　定：定員　￥：料金　問：問い合わせ

タ イ ト ル 日 時 申 込 方 法

タ イ ト ル 日 時 申 込 方 法

絵本作家によるポスター教室 7/26（月）　9：00～12：00 抽選　7/2（金）～8（木）　直接問へ

構図や文字の書き方、色塗りなどを学び、ポスターを作成します。　
対　市内在住の小学3～6年生　定　12人　￥　100円・当日　　 所・問　横根公民館　☎（46）7722

体力づくり応援プログラム 8/4（水）・11（水）・18（水）　10：00～11：00（全3回） 抽選　7/2（金）～8（木）　直接問へ

跳び箱やマットなどを活用した運動をします。　
対　市内在住の小学1・2年生　定　12人　￥　無料　　　 所・問　横根公民館　☎（46）7722

親子プログラミング体験教室 8/19（木）　10：00～11：00 抽選　7/2（金）～8（木）　直接問へ

プログラミングの初歩をタブレットを使って学びます。　
対　市内在住の小学2～4年生とその保護者　定　10組20人　￥　無料　　　 所・問　横根公民館　☎（46）7722

ポスター教室 7/27（火）　①9：00～12：00　②13：30～16：30 抽選　7/2（金）～9（金）　web

ポスター作成のノウハウを学びます。　
対　市内在住の小学生　定　各10人　￥　100円・当日　　 所・問　神田公民館　☎（46）2620

姿勢改善教室 8/11（水）・18（水）・25（水）　10：00～11：00（全3回） 抽選　7/2（金）～9（金）　web

正しい姿勢を身に付け、運動能力の向上を図ります。　
対　市内在住の小学生　定　12人　￥　無料　　　 所・問　神田公民館　☎（46）2620

サンキャッチャーを作ろう 7/31（土）　10：00～11：30 先着　7/2（金）～　直接問へ

サンキャッチャー（ガラス玉のつるし飾り）を作ります。　
対　市内在住の小・中学生　定　12人　￥　500円・当日　　 所・問　北山公民館　☎（48）6015

絵手紙教室 8/16（月）　9：30～11：30 先着　7/2（金）～　直接問へ

絵手紙の作成方法を学び、オリジナルの絵手紙を作ります。　
対　市内在住の小・中学生　定　16人　￥　50円・当日　　 所・問　北山公民館　☎（48）6015

チャレンジエコライフ 7/25（日）・8/1（日）・8（日）　10：00～12：00（全3回） 先着　7/2（金）～　直接問へ

ゲームや簡単な実験を通して、環境問題について学びます。　
対　市内在住の小学生とその保護者　定　10組20人　￥　無料　 所・問　東山公民館　☎（47）1498

書道をしよう 7/28（水）・8/4（水）　15：00～16：00（全2回） 先着　7/2（金）～　直接問へ

基本の筆使いを練習して課題文字を書きます。　
対　市内在住の小学生　定　10人　￥　800円・初回　　 所・問　東山公民館　☎（47）1498

竹馬作り教室 7/28（水）　13：30～15：00 先着　7/3（土）～　直接問へ

昔懐かしい竹馬を作ります。　
対　市内在住の小学3～6年生　定　15人　￥　200円・申込時　 所・問　東山公民館　☎（47）1498

たのしい科学体験教室 8/5（木）　13：30～15：00 先着　7/3（土）～　直接問へ

工作や実験を通して、科学の基礎を学びます。　
対　市内在住の小学1～3年生　定　10人　￥　200円・申込時 所・問　東山公民館　☎（47）1498

マネー教室 8/6（金）　10：00～11：00 先着　7/2（金）～　直接問へ

ゲームを通じて、お金の仕組みや為替について学びます。　
対　市内在住の小学3～6年生（保護者同伴可）　定　30人　￥　無料 所・問　東山公民館　☎（47）1498

ふしぎな科学研究教室 8/6（金）　13：30～15：00 先着　7/3（土）～　直接問へ

工作や実験を通して、科学の基礎を学びます。　
対　市内在住の小学4～6年生　定　10人　￥　200円・申込時　　 所・問　東山公民館　☎（47）1498

マジック教室 8/10（火）・11（水）・12（木）　10：00～11：30（全3回） 先着　7/2（金）～　直接問へ

マジックを学び、技術を身に付けます。　
対　市内在住の小学3～6年生　定　10人　￥　200円・申込時 所・問　東山公民館　☎（47）1498

竹とんぼ作り教室 8/18（水）　13：30～15：00 先着　7/3（土）～　直接問へ

昔懐かしい竹とんぼを作ります。　
対　市内在住の小学3～6年生　定　15人　￥　200円・申込時 所・問　東山公民館　☎（47）1498

LED工作教室 8/22（日）　10：00～12：00 先着　7/2（金）～　直接問へ

工作を通して、省エネ・地球温暖化について学びます。　
対　市内在住の小学生とその保護者　定　20組40人　￥　500円/組・申込時　　所・問　東山公民館　☎（47）1498

科学教室 7/21（水）　10：00～12：00 先着　7/3（土）～　直接問へ

プロペラカー作りを通して、科学を学びます。　
対　市内在住の小学生　定　20人　￥　600円・申込時　　 所・問　共長公民館　☎（46）4931

親子料理教室 7/27（火）・8/3 （火）　9：30～12：30 先着　7/5（月）～　直接問へ

家でも簡単にできる料理やおやつを作ります。　
対　市内在住の小学生と保護者　定　各4組　￥　400円・申込時　　 所・問　共長公民館　☎（46）4931

一閑張り教室 7/28（水）・8/4（水）　10：00～12：00（全2回） 先着　7/3（土）～　直接問へ

一閑張り手法を用いて、うちわなどを作成します。　
対　市内在住の小学4年生以下　定　10人　￥　800円・申込時　　 所・問　共長公民館　☎（46）4931

算数教室 7/29（木）・30（金）　10：00～12：00 先着　7/6（火）～　直接問へ

クイズや工作を通して、算数の面白さを学びます。　
対　市内在住の小学4～6年生　定　各10人　￥　無料　　　 所・問　共長公民館　☎（46）4931

竹とんぼ作り教室 8/5（木）　10：00～12：00 先着　7/10（土）～　直接問へ

昔懐かしい竹とんぼを作ります。　
対　市内在住の小学3年生以上　定　15人　￥　200円・申込時　　 所・問　共長公民館　☎（46）4931

お金の仕組みを学ぼう 8/6（金）　10：00～11：00 先着　7/10（土）～　直接問へ

お金や商売の仕組みについて児童向け図書を使って学びます。　
対　市内在住の小学生　定　20人　￥　無料　　　 所・問　共長公民館　☎（46）4931

　夏休みの期間に公民館などで開催する、小・中学生を対象とした催し・講座を掲載しています。 

各施設で新型コロナ対策を実施して開催しますので、ぜひご参加ください。

公民館ごとに、
日付順で掲載しています。

開催日から
タイトルを見つけてね

市ウェブサイトイベントカレンダー

　催し・講座の内容や申し込みなどの詳細は、市ウェブサイトに掲載しています。
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直接問へ：問い合わせ窓口で申し込み　web：市ウェブサイトの申し込み

フォームから　所：場所　対：対象　定：定員　￥：料金　問：問い合わせ

詳細は
こちら

新型コロナの影響により、延期・中止する場合があります。詳細は、市ウェブサイトをご覧ください。

タ イ ト ル 日 時 申 込 方 法 タ イ ト ル 日 時 申 込 方 法

工作教室 8/17（火）　10：00～12：00 先着　7/17（土）～　直接問へ

不用な紙などを使うエコ工作で手作りおもちゃを作ります。　
対　市内在住の小学生　定　20人　￥　350円・申込時　　 所・問　共長公民館　☎（46）4931

体操教室 7/21（水）・28（水）　10：00～11：00（全2回） 先着　7/2（金）～　直接問へ

体操をベースにいろいろな動きを取り入れ、体力の向上を図ります。　
対　市内在住の小学1～3年生　定　15人　￥　無料　　　 所・問　吉田公民館　☎（46）2123

習字教室 7/29（木）　9：30～11：00 先着　7/2（金）～　直接問へ

公民館利用団体「斯華会」から習字を学びます。　
対　市内在住の小学生　定　10人　￥　無料　　　 所・問　吉田公民館　☎（46）2123

親子で楽しむ有松絞り染め体験 7/30（金）　13：30～15：30 先着　7/2（金）～　直接問へ

有松絞店主から有松絞について学びます。　
対　市内在住の小学生とその保護者　定　10組　￥　無料　　　 所・問　吉田公民館　☎（46）2123

親子おやつ教室 7/31（土）　9：30～11：30 先着　7/2（金）～　直接問へ

カップシフォンケーキ・わらび餅を作ります。　
対　市内在住の小学生とその保護者　定　5組　￥　100円/人・当日 所・問　吉田公民館　☎（46）2123

納豆ネバネバの謎を解け 8/3（火）　10：00～12：00 先着　7/2（金）～　直接問へ

実験を通して、発酵食品について学びます。　
対　市内在住の小学生とその保護者　定　10組　￥　無料　　　 所・問　吉田公民館　☎（46）2123

自由研究工作 8/18（水）　9：30～11：30 先着　7/2（金）～　直接問へ

深海魚について学び、クリアファイルを使った工作をします。　
対　市内在住の小学生　定　12人　￥　無料　　　 所・問　吉田公民館　☎（46）2123

プリザーブドフラワーレッスン 8/21（土）　10：00～13：00 先着　7/2（金）～　直接問へ

フラワーアレンジメントを作ります。　
対　市内在住の小学生　定　10人　￥　1900円・当日　　 所・問　吉田公民館　☎（46）2123

皆で楽しく運動 7/29（木）・8/5（木）・19（木）　10：00～11：00（全3回） 先着　7/2（金）～　直接問へ

全力で遊び、脳と体を使いこなす力を身に付けます。　
対　市内在住の小学1～3年生　定　10人　￥　無料　　　 所・問　森岡公民館　☎（46）0435

プロペラで動くおもちゃを作ろう 7/30（金）　 9：30～11：30 先着　7/2（金）～　直接問へ

モーターでプロペラを回して走る車を作ります。　
対　市内在住の小学生（1・2年生は保護者同伴）　定　20人　￥　600円・申込時　　所・問　森岡公民館　☎（46）0435

不思議なペンで実験＆工作 8/3（火）　10：00～11：30 先着　7/2（金）～　直接問へ

不思議なペンを使って秘密の手紙を書きます。　
対　市内在住の小学生　定　10人　￥　200円・申込時　　 所・問　森岡公民館　☎（46）0435

わくわく科学教室 8/24（火）　10：00～12：00 先着　7/2（金）～　直接問へ

液体窒素体験や工作などを通して、科学の不思議や面白さを学びます。　
対　市内在住の小学生　定　15人　￥　無料　　　 所・問　森岡公民館　☎（46）0435

アクセサリー作り教室 8/7（土）・21（土）　10：00～12：00 先着　7/2（金）～　直接問へ

キラキラするオリジナルアクセサリーを作ります。　
対　市内在住の小学生とその保護者　定　各6組　￥　1200円・当日 所・問　いきいきプラザ　☎（44）2770

図書館子どもまつり 7/27（火）・28（水）　10：00～16：00    申込不要

おはなし会・工作・人形劇・手芸教室・展示などを行います。　
対　一般　定　なし　￥　無料　所　アローブ　　 問　アローブ図書館　☎（48）1808

小学生の調べ学習講座 8/8（日）・9（月）　13：00～15：00（全2回） 抽選　7/17（土）～28（水）　直接問へ

身近にいる良い菌・悪い菌を図書館で調べます。　
対　小学3・4年生　定　8人　￥　無料　　　 所・問　アローブ図書館　☎（48）1808

アボリジナルアートを描こう 8/2（月）・3（火）　10：00～12：00 先着　7/3（土）～26（月）　直接問へ

オーストラリア先住民アボリジニのドットアートを学びます。　
対　小学生　定　15人　￥　1000円・申込時　　 所・問　アローブ　☎（48）5155

夏のいきもの観察会 7/24（土）　9：30～11：30 先着　7/5（月）～16（金）　web

「おおぶいきものブック」を使って、夏の生き物を観察します。　対　市内在住・在勤・在学の方（小学生以下は保護者同伴）　
定　20人　￥　無料　　所　あいち健康の森薬草園　 問　環境課　☎（45）6223

わくわく科学教室 7/17（土）　9：30～11：30 先着　7/2（金）～　web

スーパーボール作りなどの実験をします。　対　市内在住の小・中学生（小学1～3年生は保護者同伴可）　
定　24人　￥　300円・当日　所　子どもステーション　 問　少年少女発明クラブ　☎（48）7450

織機講座  工作教室 8/19（木）　9：30～11：30 先着　8/2（月）～5(木）　web

ぶっとびグライダーを作ります。　対　市内在住の小学5・６年生　
定　16人　￥　100円・当日　所　子どもステーション　 問　少年少女発明クラブ　☎（48）7450

織機講座  工作教室 8/19（木）　13：00～15：00・20（金）　9：30～11：30　 先着　8/2（月）～5(木）　web

ぶるぶる宇宙船を作ります。　対　市内在住の小学1～４年生　
定　各16人　￥　300円・当日　所　子どもステーション　 問　少年少女発明クラブ　☎（48）7450

ファミリー力UP講座  科学工作 8/8（日）　10：00～12：00 先着　7/2（金）～　直接問へ

親子で作って学んで遊べる科学工作をします。　
対　市内在住の小学生とその保護者　定　12組　￥　500円・申込時 所・問　ミューいしがせ　☎（48）0588

お魚教室 7/30（金）　9：30～11：30 先着　7/2（金）～21（水）　直接問へ

かつお節ができるまでの工程を学び、かつお節削り体験をします。　
対　市内在住の小学生　定　20人　￥　200円・当日　所　ミューいしがせ　問　健康増進課　☎（47）8000

親子お魚教室 8/7（土）　9：30～11：30 先着　7/2（金）～8/2（月）　直接問へ

魚を解剖し、魚の宝石と呼ばれる耳石取り体験をします。　
対　市内在住の親子　定　10組　￥　200円/人・当日　所　保健センター　問　健康増進課　☎（47）8000

親子下水道教室 7/27（火）・8/3（火）　①9：30～12：00  ②13：30～16：00 先着　7/5（月）～13（火）　直接問へ

微生物観察や施設の見学などを通して、下水道の役割を学びます。　
対　小学生とその保護者　定　各4組　￥　無料　　　　　　　　　　　所・問　境川浄化センター　☎0566（25）1295


