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子どものための
いのちの授業
＊�対象・とき／右表のとおり
＊�ところ／青年の家
＊�内容／年齢に合わせた内容で
命・体・性について学ぶ

＊�参加料／子ども 1人800円（大
人無料）　※託児要相談

＊�申込／月・水・金曜日の午前
10時～午後 5時に、ＮＰＯ法
人大垣おやこ劇場（☎73－
8222）へ

とき 対象 定員
（先着順）

7 月18日(月・祝）
10：00

～

11：30
小学 1・2 年生

の親子 12組

13：30

～

15：30
小学 5・6 年生 12人

8 月20日(土）
10：00

～

11：30
年少～年長児

の親子 12組

13：30

～

15：00
小学 3・4 年生 12人

スイトピアセンターで
　楽しく学ぼう！！

❖��対象／①小学生以上の親子　②小学生　
※小学 3年生以下は保護者同伴

❖�とき／下表のとおり　①午後 2時～ 3時
30分　②午前10時～11時30分

❖�ところ／①コスモドーム　②創作実習室
❖��定員／①140人　②20人　※いずれも先着順
❖��参加料／①無料　②500円（材料費）
❖��申込／ 7月 1日の午前 9時から、同事業団ＨＰで申込

❖�対象／小学生　※小学 3年生以下は保護者同伴
❖�とき／下表のとおり　※いずれも午前10時～11
時15分

❖�ところ／こどもサイエンスプラザ工作室
❖��定員／各20人（先着順）
❖��参加料／各500円（材料費）
❖��申込／ 7月 1日の午前 9時から、同事業団ＨＰ
で申込
と　き 内　容

① 7 /17（日） サメの歯化石を使ってキーホルダー＝写真上＝を作ろう
② 7 /24（日） 水蒸気を活用してポンポン船＝写真下＝を走らせて遊ぼう

おもしろ科学教室 科学大好きセミナー

　この夏に体験しながら、楽しく学ぶことができる
イベントがスイトピアセンターで開催されますの
で、ぜひご参加ください。
　詳しくは、大垣市文化事業団ＨＰまたは同事業団
（☎84－2000）へ。 同事業団ＨＰ

子育て

ペアレントプログラム講座

＊�対象／発達が気になる年長児
から小学生までの子の保護者

＊�とき／ 8月24日、 9月 7・21
日、10月 5 ・19日、11月 2
日 ＜全 6 回＞ いずれも水曜日
の午前10時～11時

＊�ところ／総合福祉会館 4階第
1・ 2研修室

＊�内容／講話やグループワーク
を通して、子どものよいとこ
ろを見つける方法や、ほめる
コツなど楽しい子育てにつな
げるポイントを学ぶ

＊定員／10人（先着順）
＊�備考／託児あり（2か月以上の未

夏季こども会
リーダースクール
＊�対象／市内在住の小学 5年生
～中学 1年生
＊�とき／ 7 月30日（土）の午後1
時～ 7月31日（日）の午前11時
30分
＊�ところ／青年の家
＊�内容／グループ活動やレクリ
エーション、宿泊を通して
リーダーシップを学ぶ
＊定員／25人（抽選）
＊�参加料／2，500円（保険代込）
＊�申込／ 7月 1～ 8日（火曜日
を除く）に、学校から配布の

参加者
募集！

＊対象／市内の小学生
＊とき／ 8月11日（木・祝）　午
前 9時30分～正午
＊ところ／青年の家
＊内容／カレーライスを楽しく
作る
＊定員／12人（抽選）
＊参加料／700円（保険代・材
料費込）　※当日徴収
＊持ち物／エプロン、三角巾、
マスク、上靴、飲み物
＊申込／ 7月 1～ 7日に、青年
の家で配布の申込書に必要事
項を記入し、同施設（☎78－
9308）へ

子どもクッキング教室

守屋多々志美術館
夏休み子どもワークショップ
＊�対象／小・中学生
＊�とき／ 7月31日・ 8月 7日　
いずれも日曜日の午前 9時30
分～11時30分（ 1人 1回まで）
＊�ところ／守屋多々志美術館
＊��内容／展示作品の鑑賞、ポス
ターや絵画の制作
＊�定員／各15人（先着順）

こ
ど
も

 

Ｉ
Ｃ
Ｔ
学
級

▪�対象／小学 3～ 5年生（市内優先）
▪�とき／ 8月 7日（日）　①午前10時～午後 0時30分　
②午後 2時～ 4時30分
▪�ところ／情報工房　① 5階スインクホール　② 2階
多目的研修室
▪�内容／①プログラミングでドローンを
飛ばす　②自動車プログラムを作る
▪�定員／各10人（抽選）
▪�受講料／各 2,000円

夏休み！親子で体を動かして
楽しい思い出をつくろう☆
＊�対象／小学 1～ 3年生の親子
＊�とき／ 8月10日（水）　午前 9
時30分～10時30分
＊�ところ／中川ふれあいセン
ター 2階集会室
＊�内容／親子で楽しく体を動かす
＊定員／30人（先着順）
＊�申込／ 7月11日から、同セン
ター（☎82－8888）へ

＊�対象／小学生以上
＊�とき／ 7月21日（木）～ 8月 5
日（金）（土・日曜日を除く）　
①午前10時～正午　②午後1
時～3時 ＜雨天・増水時中止＞ 

＊�ところ／杭瀬川公園
＊�内容／楽しい川遊びを体験する
＊�定員／①②各20人（先着順）
＊�参加料／500円
＊�備考／当日先着順で受付
＊�問合せ／緑の風の浅野さん
（☎090－7698－3306）へ＊�対象／小学 1年生以上の子と

保護者
＊�とき／ 8月 6日（土）　午前10

秀吉の黄金ひょうたん
ランプをつくろう

時～正午
＊�ところ／墨俣さく
ら会館 2階研修室
＊�内容／秀吉の馬印
に使われた「千成ひょうたん」
を使ってランプを作る
＊定員／10組（先着順）
＊参加料／500円（材料費）
＊�持ち物／はさみ、汚れても良
い服装
＊�申込／ 7月 1日から、墨俣一
夜城（☎62－3322）へ

川のプレーパーク

▪�申込／ 7月20日の午後 3時までに、情報工房（☎75
－7000）へ　※同工房ＨＰから申込可

申込書に必要事項を記入し、
同施設（☎78－9308）へ

就園児対象・先着5人・要申込）
＊�申込／ 7月 1日から、子育て
支援課（☎47－7291）へ

と　き 内　容
① 7 /28（木） 国際宇宙ステーションの今と日本人宇宙飛行士の活躍について
② 7 /31（日） ようこそ、極低温の世界へ

＊�持ち物／絵の具や画用紙など
ポスターや絵を描く用具
＊��申込／7月 3日から、同美術館
（☎81－0801）へ　※市ＨＰ「電
子申請サービス」から申込可

液体窒素を使って
極低温を体験


