
広報かみのかわ　2021.6.1 1616

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、施設の臨時休館又は、イベントを中止することがありますのでご理解願います。

☎56 3510 〒329-0611
上三川町大字上三川397056 7930FAX 中央公民館

受 講 生 募 集
※　申込み、その他詳細は公民館へお問い合わせください。
※　日時、内容については、変更になる場合があります。
※　講座の受付は先着順になります。

６月の休館日：20日

はっぴいＭａＭａ講座

☆おやこあそびのヒントがもりだくさん！

雨の日も 暑い日中も これでOK！！

前期コース（全２回）

第１回　6月15日（火）

「楽しいおうち時間の過ごし方①」

親子で手遊び　他

第２回　7月13日（火）

「楽しいおうち時間の過ごし方②」

親子のスキンシップ　他

◆講師＝家庭教育オピニオンリーダー

 　「はーとグリーン」の皆さん

◆時間＝午前10時～11時30分

◆対象＝就学前のお子さんと保護者

◆定員＝親子5組

◆申込み＝6月11日（金）まで

※後期コースは講話や調理を予定してい

ます。

Ｋ－ＴＯＷＮ おやこ de えいご

☆上三川町ＡＬＴの先生と、親子で一緒に楽し

む英語の時間です。英語での絵本の読み聞かせ

やゲーム、季節のイベントを Let’s enjoy ！

◆日程＝   6月26日   7月31日   9月18日

 10月30日 11月27日 12月11日

   （全6回　土曜日）

◆時間＝午前10時30分～11時30分

◆対象＝ 幼児から小学校低学年の子どもとその

親等

◆定員＝親子20組程度（先着順）

◆参加費＝子ども一人ごと500円（初回集金）

◆申込み＝6月18日（金）まで

おやこパン教室

☆こねこね、くるくるして、ふわふわの

パンを作ってみよう！

いぬさんパン、くまさんパン、みんな大

好きコーンパン

焼き立てパンでランチはいかがですか。

焼き上がりを待つ間に、プリンも作りま

す。

◆月日＝8月7日（土）

◆時間＝午前9時30分～正午

◆定員＝ 親子6組（年中さんくらいから

参加できます）

◆参加費＝1,500円程度（当日集金）

◆申込み＝7月24日（土）まで

わくわく教室

☆つくって・あそぼう！　わくわく教室

親子で一緒に作って、いっぱい遊ぼう！！

第1回　  8月28日（土）　シャボン玉つくろう

第2回　  9月25日（土）　紙ひこうきとばそう

第3回　11月20日（土）　工作でいもほり？

第4回　12月25日（土）　たこあげしよう

第5回　  1月29日（土）　まめまきしよう

◆対象＝ 就学前から小学校低学年（1・2年生）の親子

◆定員＝10組

◆日時＝各回土曜日：午前10時～11時30分

◆参加費＝全回で300円程度

◆講師＝ 家庭教育オピニオンリーダー「はーとグリ

ーン」・子どもの体験学習支援ボランティ

ア「みちくさ」の皆さん

◆申込み＝8月20日（金）まで
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子育て講座

☆子育てのヒントを専門家の
先生方に学び、ピラティスで
身体をほぐし……茶道で心を
落ち着かせる。
いつも笑顔の子育てを応
援！！
第２回　6月23日（水）
時間　午前10時～11時30分
講話　 「子どもと向き合う時
　に大切にしたいこと」

講師　 元小学校長
　浪

な に わ

花　寛
ひろし

さん
第３回　7月3日（土）
時間　 午後7時30分～
　8時50分

実技　 「ピラティスｄｅ
　リセット」

講師　 インストラクター
　砂

す な だ

田　貴
た か こ

子さん
第４回　11月6日（土）
時間　午前10時～11時30分
実技　 「はじめての親子茶道
　教室」

講師　 元中学校長
　戸

と く ら

倉　文
ふ み お

夫さん
第５回　11月11日（木）
時間　午前10時～11時30分
講話　 「子どもの心に
　寄り添って」

講師　 チャイルドライン栃木
　代表
　松

ま つ え

江　比
ひ さ こ

佐子さん
第６回　12月9日（木）
時間　午前10時30分～
合同閉会式＆コンサート
◆対象＝ 子育て中の方、子育

てに興味のある方
◆定員＝30名程度（先着順）

上
か み

（三川）Ｓ
さ ま ー

ｕｍｍｅｒ
Ｅｎｇｌｉｓｈ

☆7人の上三川町 ALT の先生
からの指令や任務をうけ、知
っている英語をたくさん使っ
てミッションをクリアしよう！
◆日程＝
小学123年生　7月27日（火）
小学456年生　7月28日（水）
◆時間＝午前9時～正午
◆定員＝各クラス20名程度
◆参加費＝ 300円程度

（当日集金）
◆申込み＝7月13日（火）まで

イラスト・マンガ教室

☆イラストやマンガを描くの
が大好きなあなたに。プロか
ら学ぶチャンスです。
◆講師＝ 
文星芸大講師
イラストレーター
ｄａｍａｃｏさん

◆月日＝
　①8月2日（月）
「キャラクターを描こう」
　②8月3日（火）
「2コマ・3コママンガを描
いてみよう」

　③8月6日（金）
「つけペンで描いてみよう」
※各回ごとに参加者を募集
します。

◆時間＝
 午後1時30分～3時30分

◆持ちもの＝ 
鉛筆またはシャープペンシ
ル・消しゴム

キッズひろば

夏休み工作教室
「プラバンで作るオリジナル
キーホルダー」
◆講師＝ 子どもの体験活動支

援ボランティア「みち
くさ」の皆さん

◆月日＝8月1日（日）
◆時間＝ 午前9時30分～11時

30分
◆参加費＝100円
◆定員＝ 15名（小さいお子さ

んは親子でご参加く
ださい）

◆申込み＝7月28日（水）まで

「恐竜教室」
ｉｎ　栃木県立博物館

☆博物館に恐竜の化石を見に
行こう。化石割りを体験！！
◆月日＝8月5日（木）
◆時間＝ 午前8時30分～

午後0時30分
◆参加費＝ 小人130円

 大人390円
（入館料、化石割り
代として）

◆定員＝ 小学生親子　20名
（小学4年生以上は子
どものみの参加も可）

＊町バスで行きます
◆申込み＝7月29日（木）まで

受 講 生 募 集

◆材料代＝
1日目・2日目 ‥‥ 100円

（用紙代）
（どちらか1日でも、2日
間でも同額）

3日目 ‥‥‥‥‥‥ 500円
（用紙代・Ｇペン代）

◆対象＝ 小学4年生から中学生
◆定員＝各回15名
◆申込み＝7月25日（日）まで
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はっぴいＭａＭａ講座

☆おやこあそびのヒントがもりだくさん！

雨の日も 暑い日中も これでOK！！

前期コース（全２回）

第１回　6月15日（火）

「楽しいおうち時間の過ごし方①」

親子で手遊び　他

第２回　7月13日（火）

「楽しいおうち時間の過ごし方②」

親子のスキンシップ　他

◆講師＝家庭教育オピニオンリーダー

 　「はーとグリーン」の皆さん

◆時間＝午前10時～11時30分

◆対象＝就学前のお子さんと保護者

◆定員＝親子5組

◆申込み＝6月11日（金）まで

※後期コースは講話や調理を予定してい

ます。

Ｋ－ＴＯＷＮ おやこ de えいご

☆上三川町ＡＬＴの先生と、親子で一緒に楽し

む英語の時間です。英語での絵本の読み聞かせ

やゲーム、季節のイベントを Let’s enjoy ！

◆日程＝   6月26日   7月31日   9月18日

 10月30日 11月27日 12月11日

   （全6回　土曜日）

◆時間＝午前10時30分～11時30分

◆対象＝ 幼児から小学校低学年の子どもとその

親等

◆定員＝親子20組程度（先着順）

◆参加費＝子ども一人ごと500円（初回集金）

◆申込み＝6月18日（金）まで

おやこパン教室

☆こねこね、くるくるして、ふわふわの

パンを作ってみよう！

いぬさんパン、くまさんパン、みんな大

好きコーンパン

焼き立てパンでランチはいかがですか。

焼き上がりを待つ間に、プリンも作りま

す。

◆月日＝8月7日（土）

◆時間＝午前9時30分～正午

◆定員＝ 親子6組（年中さんくらいから

参加できます）

◆参加費＝1,500円程度（当日集金）

◆申込み＝7月24日（土）まで

わくわく教室

☆つくって・あそぼう！　わくわく教室

親子で一緒に作って、いっぱい遊ぼう！！

第1回　  8月28日（土）　シャボン玉つくろう

第2回　  9月25日（土）　紙ひこうきとばそう

第3回　11月20日（土）　工作でいもほり？

第4回　12月25日（土）　たこあげしよう

第5回　  1月29日（土）　まめまきしよう

◆対象＝ 就学前から小学校低学年（1・2年生）の親子

◆定員＝10組

◆日時＝各回土曜日：午前10時～11時30分

◆参加費＝全回で300円程度

◆講師＝ 家庭教育オピニオンリーダー「はーとグリ

ーン」・子どもの体験学習支援ボランティ

ア「みちくさ」の皆さん

◆申込み＝8月20日（金）まで


