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地図のルールや作り方など、興味
深いお話が盛りだくさんです。地
図記号クイズもあります。
対小学3～6年生（保護者同伴可）
日・時7 月 25 日㈪午前 10 時～
11時半
場市職員会館（岸城町）
講国土交通省国土地理院職員
定40 人（申込先着順）
申・問7 月 7日㈭から電話で消費
生活センターへ 438－5281

こどもハローセミナー
“地図”ってこんなにおもしろい！

夏休み書道
毛筆で楽しく伸び伸びと字を書き
ましょう。夏休みの宿題を一緒に
完成させませんか。
対小学3～ 6年生
日・時7月 26日㈫①午前 10時～
正午 ②午後1時半～3時半
場八木市民センター（池尻町）
講藤浪秀樹氏
定各 10人（抽選）
申・問7 月 9日㈯までにQRコー
ドから八木市民セ
ンターへ 443 －
6848

対小学 5年生～中学 3年生と保
護者
日・時7月26日㈫正午～午後4時
場だんじり会館（本町）
講美

み に

似地車倶楽部
費4,000 円（材料費）
定10 組（抽選）
申7月 15日㈮午後5時までにだ
んじり会館ホームページ専用申
し込みフォームから
問だんじり会館 436－ 0914

夏休み 親子で作る
ミニだんじり工作教室

対小学4～ 6年生と保護者
日・時7月30日㈯午前10時～正午
場八木市民センター（池尻町）
講新留福一氏（元公立中学校教師）
費1 組 600 円（材料費ほか。7
月 23日㈯までに要入金）
定10 組（申込先着順）
申・問7 月 9日㈯から電話で八木
市民センターへ 443－6848

木工にチャレンジ！
竹ランプを作ろう

おみせやさんごっこ
～はじめてのおしごと体験～

働くこと、お金を稼ぐことの大変
さ、楽しさを学びましょう。
対年中～小学4年生と保護者
日・時8月20日㈯午後1時～ 4時
場大宮地区公民館（加守町4丁目）
講キッズ・マネー・スクール
定15 組（抽選）
申・問8月 4日㈭まで
にQRコードから市
立公民館へ 423
－9616

歴史講座とお絵描き教室です。作
品は岸和田城で8月 14日㈰まで
展示します。作品の返却は 8月
16日㈫～ 31日㈬です。
対小学生（小学2年生以下は保護
者同伴で）
日・時8月5日㈮午前9時半～正午
場岸和田城多

たも ん や ぐ ら

聞櫓・隅
すみやぐら

櫓（岸城町）
講歴史講座…岸和田ボランティア
ガイド、お絵描き教室…薮内博
氏（アトリエズガ主宰）
定10 人程度（抽選）
申・問7月 11日㈪～ 24日㈰に電
子メール（講座名、住所、氏名、
学年、電話番号を記入）で岸和
　田城へ 431－ 3251　{kishi
　wadacastle.1954@gmail.com

集まれ！ 岸和田城研究隊

みんなで楽しく「テーブル灯ろう」
を作りましょう。
対小学生（小学 3年生以下は保
護者同伴で）
日・時8月 20日㈯午前 10時半～
正午
場臨海会館　浜工業公園内
講田口雅士氏（神於山保全クラブ
事務局長）
費300 円（材料費）
定20 人（抽選）
申7月 25日㈪（必着）までに往
復はがきまたは電子メール（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」係へ〒596－
0015 地蔵浜町 10　{midori-
sports@kishiwada-park.jp
問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
用はがきを持参してください。

『夏休みこども工作』講習会

チリメンジャコの中に混じっている小さなモン
スターを探す人気のイベントです。
対市内在住の小学3～ 6年生
日・時8月 5日㈮午前 10時～ 11時半
講自然資料館学芸員ほか
費400 円（材料費ほか）
定18 人（抽選）

チリメンモンスターをさがそう

子どもの絵手紙
ユーモアいっぱいの絵手紙を描きましょう。
対市内在住の小学 3～ 6年生（保護者の送迎
が必要）
日・時7月 26日㈫午前 10時～ 11時半
講公民館講師
費100 円（傷害保険料）
定17 人（抽選）

ダグラス先生がゲームで英語を教えてくれます。
対市内在住の小学生
日7月 28日㈭、8月 4日㈭・18日㈭（全3回）
時1・2 年生…午前 9時 15 分～ 10 時、3 ～
6年生…午前 10時 15分～ 11時
費100 円（傷害保険料）
定1・2年生…12 人、3 ～ 6年生…12 人（抽選）

子ども英語～楽しくHello ～

星を見よう～夏の夜空の星、流星群について～
天体望遠鏡で星の観察をしましょう。
対市内在住の小学 4～ 6年生（保護者の送迎
が必要）
日・時8月 4日㈭午後6時～ 7時半
講楠本勝氏（元岸和田市立小中学校校長）
費100 円（傷害保険料）
定20 人（抽選）

苔から学ぼう～苔テラリウム作りを通して～
苔から地球温暖化や省エネを学びましょう。
対市内在住の小学生
日・時7月 23日㈯午前 10時～ 11時半
講泉原一弥氏（日本苔緑化研究所所長）
費900 円（材料費ほか）
定18 人（抽選）

申･問7月 14日㈭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、昨
年の受講の有無を記入）で箕土路青少年会館
へ〒596－0801箕土路町2丁目6－15

 444－2097

箕土路青少年会館
夏休みわくわく講座

科学実験教室「偏光板で
ステンドグラスを作ろう！」
対小学生
日・時8 月 4 日㈭午前 10 時半～
11時半
場春木市民センター（春木若松町）
講𠮷田恭子氏（ゆとり代表）
費500 円（材料費。当日徴収）
定8人（申込先着順）
申・問7月 12日㈫午前 10時から
電話で春木図書館へ 436 －
0679

「子どもに伝えたい
自然の素材本物の味」

みんなで作って楽しく食べる子ど
もクッキングです。
対小学4～ 6年生
日① 7月 27 日㈬ ② 8月 3日㈬ 
③ 8月 10日㈬（全3回）
時午前 10時～午後2時
場市立公民館（堺町）
講高木哲男氏（岸和田グランドホ
ール顧問）
費1,600 円（材料費ほか）
定16 人（抽選）
申・問7 月 19 日㈫ま
でに QR コードか
ら市立公民館へ

423－9616

食器やペン立て、フィギュアなど
なんでも作れます。
対小学生
日・時7月28日㈭午前10時～正午
場市立公民館（堺町）
講武井俊成氏（公民館講師）
費500 円（材料費）
定16 人（抽選）
申・問7 月 19 日㈫ま
でにQRコードから
市立公民館へ 423
－9616

芸術はバクハツだっ！
夏休み子ども陶芸体験
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