▼すべての申し込み締め切りは７月５日（火）です。 ▼個人情報につきましてはこの事業以外には使用しません。 ▼当選者にのみ案内ハガキを送ります！落選者には連絡しませんので心配な場合はお問い合わせください。
▼申込・問合せ：生涯学習スポーツ課（市体育館内 青少年体験活動支援センター） 電話：４４－４６００ / FAX：４３－８０１１ / Ｅメール：syogaisports@city.tokoname.lg.jp
▼マスク着用・体調に留意しての参加をお願いします。
生涯学習
※Ｅメールで申し込む人は、①申込講座名 ②学校名・学年 ③氏名（ふりがな）④性別 ⑤参加保護者氏名 ⑥郵便番号・住所 ⑦連絡先電話番号 ⑧必要事項（希望時間）を記入の上、件名に【希望講座名】をご記入の上送信してください。
スポーツ課宛
※Ｅメール、ＦＡＸが届いていないなどの場合の責任はおえません。心配な場合は電話にて確認をお願いします。（ＱＲコードでメールドレスを読み取りの場合、お使いの設定メールで送信されているかどうかをご確認下さい！） ▼警報・緊急事態宣言等で中止の場合もあります。 ＱＲコード

青少年体験活動支援センター

①文字であそぼう！～ 己書幸座

わくわくサマーチャレンジ！！

おのれしょこうざ ～

▼日 時：７/３０（土）１０：００～１２：００
▼場 所：中央公民館 美術工作室
▼対 象：市内の小学３～６年生
▼定 員：２０人（定員を超えた場合は抽選）
▼講 師：中村誠子さん（己書言成道場師範）
▼参加費：７００円／こども１人
（太字筆ペンと飾り台紙付き）
▼持ち物：水筒・タオル・汚れてもよい服装

※作品例
作品はハガキサイズです！

作品はフォトフレームやかわい
い台紙に飾ってお持ち帰りいた
だけます。また筆ペンも持ち帰っ
ていただけますのでお家でも楽
しめるよ♪(宿題にもいいね★)

スピーカーから音の鳴る「手作りラジオ」
を作ります♪
ハンダ付けの作業などがありますので、
ケガのないように十分注意して参加してく
ださいね！

▼日

時：７/３１（日）午前の部 １０：００～１２：００
午後の部 １３：３０～１５：３０
▼場 所：青海公民館 美術工芸室
※回路図
▼対 象：市内の小学３～６年生と保護者
▼定 員：各部 １０組（定員を超えた場合は抽選）
▼講 師：常滑アマチュア無線クラブのみなさん
▼参加費：１，２００円／１組（ラジオ１セット）
▼持ち物：水筒・タオル・汚れてもよい服装

①文字であそぼう！～己書幸座～ 申込用紙 （３～６年対象）
ふりがな

男 ・ 女

年 名前
学校

連絡先

〒４７９－

電 話
ＦＡＸ

②おやこでラジオをつくろう！ 申込用紙 （３～６年対象）

○をつけて ね

どちらでもよい場合は両方に○をつけてね

希望時間

午前の部

・

ふりがな

男 ・ 女

年 名前
ふりがな

学校

午後の部

男 ・ 女

年 名前

参加する保護者の名前（保護者同伴必須）
連絡先

〒４７９－

電

話

ＦＡＸ

③SDGs「海の豊かさを守ろう」をかんがえよう！

海の宝石“シーグラス”
（実は空き瓶などのガ
ラスゴミ）を使って、アート作品を作ります♪
（ガラスの小瓶のプレゼント付き ）
地球 BIRD ぬり絵は直径約 2.5 ㎝のミニ缶バ
ッチに加工します。後日体育館に取りに来て
ね！（BIRD-KISS さん協力のアートプログラムです）

～シーグラスアート と 地球 BIRD 缶バッチをつくろう～
※作品例

③SDGs「海の豊かさを守ろう」をかんがえよう！ 申込用紙 （３～６年対象）
ふりがな

男 ・ 女

年 名前
ふりがな

学校

男 ・ 女

年 名前

参加する保護者の名前（保護者同伴必須）
約 70％が海でできている地球☆
地球 BIRD と、とこなめのきれい
な海を守るためにできることは
何か？一緒にかんがえよう♪

連絡先

〒４７９－

電 話
ＦＡＸ

※缶バッチ見本

約 13.5 ㎝

④畳のコースターをつくろう！

※作品例

▼日

時：８/４（木）１回目の部 １０：００～１０：４５
２回目の部 １１：００～１１：４５
▼場 所：青海公民館 講義室
▼対 象：市内の小学１～２年生と保護者
▼定 員：各部 ２０組（定員を超えた場合は抽選）
▼講 師：榊原名津枝さん（畳店代表、畳縁(へり)雑貨作家）
▼参加費：６００円／１組（親と子でコースター２枚）
▼持ち物：水筒・タオル・汚れてもよい服装

⑤JFE スチールものづくり教室

わくわくサマーチャレンジ！！ ２０２２ 申込用紙（複数申込も可能です！） 申込先：生涯学習スポーツ課 ☎ ４４－４６００

書き方・書き順にとらわれず、太めの筆
ペンを使って書く「己書幸座」
。簡単なコツ
を学んで、素敵な作品をつくりませんか？
きっと、しあわせな気持ちになれるはず
です

②おやこでラジオをつくろう！（スピーカー付き）

▼日 時：８/２（火）１０：００～１２：００
▼場 所：青海公民館 講義室
▼対 象：市内の小学３～６年生と保護者
▼定 員：２０組（定員を超えた場合は抽選）
▼講 師：５３０とこなめ（ごみ減量化市民自主活動グループ）
▼参加費：５００円／こども 1 人
▼持ち物：水筒・タオル・サインペンや色鉛筆

２０２２

※写真は
昨年の参加者
の作品です！

日本の和の空間を彩
るのに欠かせない畳。
落ち着きのある和モダ
ンなコーナーをつくる
インテリアとしても見
直されています。いろ
いろな柄の畳や縁（へ
り）を使ってオリジナ
ルコースターを作りま
しょう♪（花瓶敷きに
もなるよ！）

鉄に
ついて
一緒に
学ぼう！

▼日 時：８/２５（木）９：００～１２：３０
▼場 所：ＪＦＥスチール㈱知多製造所 （常滑市体育館集合 ※市のバスで行きます）
▼対 象：市内の小学生 ５・６年生（子どものみの参加です）
▼定 員：２０人（定員を超えた場合は抽選）
半田市にあるＪＦＥスチールへバスに乗って
▼講 師：ＪＦＥスチール㈱知多製造所のみなさん
行きます♪鉄についての学習をした後、銀色に
輝く合金のキーホルダーを作ります！磨いてピ
▼参加費：無料
カピカに仕上げよう！夏休みの思い出にぜひ♪
▼持ち物：水筒・タオル・筆記用具・汚れてもいい服装・運動靴
※図案を考えてきてね！
※解散時間は多少前後する場合があります。子どものみで集合場所に来る場合は交通安全に注意してください。

④畳のコースターをつくろう！ 申込用紙 （１～２年対象）

○をつけて ね

希望時間

ふりがな

・

２回目の部

男 ・ 女

名前
学校

ど ちらで も よい場合 は両方 に○をつけ てね

１回目の部

年

参加する保護者の名前（保護者同伴必須）
連絡先

〒４７９－

電

話

ＦＡＸ

⑤JFE スチールものづくり教室 申込用紙 （５～６年対象）
ふりがな

学校

連絡先

〒４７９－

年

男 ・ 女

名前

電

話

ＦＡＸ

