
9 R3.8 ※　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中止・変更になる場合があります。また、催しなどに
参加の際は必ずマスクを着用し、発熱がある人・重症化リスクの高い人などは参加をお控えください。

　パステルやクレヨンで描いた絵を製本して、自
分だけのオリジナル絵本を作ります。
対象　3歳以上（小学3年生以下は保護者同伴で）
日時　8月 9日㉁午後2時～4時（30分前受け
付け開始）
場所　自然資料館（堺町）
講師　西矢早百合氏（おはなし冒険姫主宰）
費用　高校生以上200円（入場料。同伴者も必要）
定員　20人（当日抽選。保護者を含め1組3人まで）
問合　自然資料館（ 423－ 8100）

私だけのオリジナル絵本をつくろ
う

自然資料館ミニ実習

　弥生時代の鋳造を、せっけん作りで疑似体験し
ます。
対象　小学4～ 6年生
日時　8 月 18 日㈬①午後 1時半～ 2時 15 分 
②午後 2時 45分～ 3時半
場所 市立公民館（堺町）
講師　府立弥生文化博物館
費用　400 円（材料費。傷害保険料含む）
定員　各10人（抽選）
申込・問合　8 月 11 日㈬ま
でに電話または電子メール
（講座名、希望時間①か②、
氏名、電話番号を記入）で
市立公民館（ 423 － 96
16 {shiritsuk-kouza@
city.kishiwada.osaka.jp）へ

カラフルな銅
ど う

鐸
た く

せっけんを作ろう！
市立公民館

　13㎝× 18㎝の黒い板にオイルパステルを指
でなじませて描くアートです。基本となる下絵が
あるので簡単に楽しめます。
対象　小学生
日時　8月 20日㈮午前 10時～正午
場所 箕土路青少年会館
講師　川口貴子氏（チョークアーティスト）
費用　600 円（材料費。傷害保険料含む）
定員　12 人（抽選）
申込・問合　8月 12日㈭（必着）までに往復は
がき（講座名、〒住所、氏名、フリガナ、学年、
電話番号を記入）で箕土路青少年会館（〒 596
－ 0801 箕土路町 2 丁目 6 － 15  444
－ 2097）へ

チョークアートを体験してみよう
！

箕土路青少年会館　夏休みわくわ
く講座 　竹やタコ糸、色紙などを使って「手作り旗あげ

人形」を制作します。
対象　小学生（小学3年生以下は保護者同伴で）
日時　8月 21日㈯午前 10時半～正午
場所 臨海会館（浜工業公園内）
講師　田口雅士氏（神於山保全クラブ）
費用　300 円（材料費）
定員　20 人（抽選）
申込　8 月 11 日㈬（必着）
までに往復はがき（講座名、
〒住所、氏名、フリガナ、
電話番号を記入）で臨海会
館「夏休みこども工作講習
会」係（〒 596－ 0015地蔵浜町10）へ
問合　岸和田市公園緑化協会（総合体育館内　

441－ 9200）
※　窓口で申し込む場合は、返信用のはがきを持
参してください。

『夏休みこども工作』講習会
臨海会館

　市内の貴重な干潟「阪南 2区人工干潟」にい
る海の生き物を探しに行きましょう。見つけた生
き物は自然資料館で名前を調べ、観察します。現
地まで堤防の上を2㎞程歩きます。
対象　小学生以上（小学生は保護者同伴で。幼児
同伴不可）
日時　8月 22日㈰午後1時～4時半（雨天中止）
場所 阪南2区人工干潟（岸之浦町）、自然資
料館
講師　自然資料館専門員・学芸員ほか
定員　20 人（抽選）
申込・問合 8月 15 日㈰（必着）までに往復
はがきまたは電子メール（講座名、参加者全
員の〒住所・氏名・年齢か学年・電話番号
を記入）で自然資料館「阪南 2区」係（〒
596 － 0072 堺町 6 － 5　 423 － 8100　
{sizen@city.kishiwada.osaka.jp）へ

阪南2区人工干潟の観察会
自然資料館

生物学・地質学・古生物学の自由研究に関する
疑問に、専門家や学校教員経験者などがアドバイ
スします。オンライン（Zoom）でも受け付けます。
日程など　下表のとおり
場所 自然資料館（堺町）
申込・問合　オンラインでの相談希望者は、8月
10 日㈫（必着）までに電子メール（相談者の
住所・氏名・学年・電話番号、詳しい相談内
容を記入）で自然資料館（ 423 － 8100
{sizen@city.kishiwada.osaka.jp）へ

自由研究相談会（後期）
自然資料館

相談方法 日程 時間 定員 申込
対面 8/15㈰ 13:30

　～ 16:00
なし 不要

オンライン 8組（抽選） 要
※　対面の場合は、午後1時～ 3時に先着順で受
け付けます。

夏休み、何をして過ごしますか？

講座に参加して楽しい夏休みにしよう！

※　費用は特に記述のない限り、無料です。

　オンライン（Zoom）で標本の作り方を学びま
しょう。昆虫と貝殻の講座があります。実習に必
要な道具は事前に送付します。
対象　小学生以上
日程など　下表のとおり
講師　自然資料館学芸員
申込・問合　8月 10日㈫（必着）までに電子メ
ール（件名に「オンライン昆虫または貝殻標
本」係、住所、氏名、学年、電話番号を記入）
で自然資料館（ 423－ 8100 {sizen@city.
kishiwada.osaka.jp）へ

おうちで標本をつくろう（昆虫・貝殻
）

自然資料館オンライン講座

コース 日程 時間 定員
昆虫 8/17㈫ 14:00～16:00 各6組（抽選）貝殻 8/19㈭

昆虫標本づくり 貝殻標本づくり

　偏光板を使って不思議な光を体験しましょう。
対象　小学3～ 6年生
日時　8月 17日㈫午後1時半～3時半
場所　桜台市民センター（下松町4丁目）
講師　平原真氏（オッゴロッゴプロダクツ代表）、
田原有貴子氏（デザイナー）
費用　400 円（材料費。傷害
保険料含む）
定員　20 人（申込先着順）
申込・問合　8 月 5 日㈭か
ら電話で桜台市民センター
（ 428－ 9229）へ

ときわジュニアサマースクール

キラキラ光の万華鏡作り

偏光板

　最新の恐竜研究についてのお話や恐竜の復元、
フィギュアへの彩色などのワークショップです。
対象　小・中学生（小学生は保護者同伴で。幼児
同伴不可）
日時　8月 29日㈰午後1時半～4時
場所　自然資料館
講師　徳川広和氏（恐竜造形作家）、大阪市立大
学恐竜サークル「ジェラシックパー君」
費用　500 円（材料費）
定員　20 人（抽選。保護者を含め1組3人まで）
保育　1歳半～就学前児童6人
申込・問合 8 月 16 日㈪（必着）までに往復
はがきまたは電子メール（講座名、参加者全
員の〒住所・氏名・年齢か学年・電話番号、
保育希望者は子の氏名・年齢〈3歳未満は月
齢も〉・性別・アレルギーの有無〈有りの場
合は品目〉を記入）で自然資料館「恐竜教室」
係（〒 596－ 0072 堺
町 6 － 5　  423 －
8100　{sizen@city.
kishiwada.osaka.jp）
へ

夏休みきしわだ恐竜教室
自然資料館

完成イメージ

完成イメージ

海の生き物を探している様子


