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いっぱいいっぱい学学ぼう！ぼう！いっぱいいっぱい遊遊ぼう！ぼう！

　奈良・平安時代の頃、東浦の海
岸一帯で行われていた古代の製塩
土器・塩作りを体験します。
●とき・内容　（全２回）

①製塩土器を作ろう
　７月23日（金・祝）
　午後１時30分～３時
②海水を煮詰めて塩を取り出そう
　８月13日（金）
　午後１時30分～３時

●ところ
　郷土資料館（うのはな館）
●対　象　町内在住の方
●定　員　20名（先着順）

※小学３年生以下は保護者同伴
●受講料　300円
●申込み

７月９日（金）午前９時から受講
料を直接問い合わせ先へ

●問い合わせ
　郷土資料館（うのはな館）
　☎82-1188

古代の塩作り
体験教室

　楽しくクッキング！おいしいパ
ンと一緒に、楽しい夏休みの思い
出も作りましょう♪
●と　き
　８月20日（金）
　午前10時～正午
●ところ
　はなのき会館
●対　象
　町内在住の小学生とその保護者
●定　員　４組 (２人１組 )

※応募者多数の場合は抽選
※半数に満たない場合は中止

●講　師　齊藤　順子氏
●受講料　700円／組（当日徴収）

●材料費
　1200円／組（当日徴収）
●持ち物

エプロン、三角巾、手拭きタオ
ル、筆記具、保冷剤、保冷バッグ、
持ち帰る袋

●申込み
７月５日（月）～28日（水）に直接
問い合わせ先へ
※申込書は文化センターで配布

または町ホームページからダ
ウンロード

●問い合わせ
　文化センター
　☎83-9567

親子で作ろう！おうちパン教室

夏休み夏休み
子ども教室子ども教室

Part 2

　初めての子も大歓迎！夏の思い
出に楽しくスイーツを作りましょ
う♪
●と　き
　８月26日（木）　午前10時～正午
●ところ　はなのき会館　
●対　象　町内在住の小中学生　
　※小学２年生までは保護者同伴
●定　員　８名
　※応募者多数の場合は抽選

　※半数に満たない場合は中止
●講　師　宮内　美佳氏
●受講料　300円（当日徴収）
●材料費　500円（当日徴収）
●持ち物

筆記用具、エプロン、三角巾、
ハンドタオル、軍手、持ち帰り
用の容器

●申込み
７月５日（月）～28日（水）に直接

問い合わせ先へ
※申込書は文化センターで配布

または町ホームページからダ
ウンロード

●問い合わせ
　文化センター
　☎83-9567

子どもかんたんおやつ教室

大人も参加できる講座もあります！
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Part 2夏休み子ども教室夏休み子ども教室

　基礎を学び、子どもの感性を伸
ばします
●と　き（全２回）
　７月29日（木）、30日（金）
　午前10時～正午
●ところ
　藤江コミュニティセンター
●対　象　町内在住の小学生
●定　員　12名（先着順）
　※半数に満たない場合は中止
●講　師　阿知波　里美氏
●受講料　500円（初回徴収）
●持ち物

絵の具セット、クレヨン、画用
紙、筆記用具

●申込み
７月５日（月）～21日（水）に電話
で問い合わせ先へ

●問い合わせ
　藤江コミュニティ
　センター
　☎83-7950

子どもポスター教室

　東浦には昔お城があって、織田
信長が鉄砲で戦った戦場もあるよ。
徳川家康のお母さんは東浦で生ま
れたって知っている？東浦の深い
歴史を学んだり、勾玉の制作を体
験したりします。
●と　き　
　７月31日（土）　午前10時～正午
●ところ
　郷土資料館（うのはな館）
●対　象　町内在住、在学の小学生
●定　員　20名（先着順）
　※小学３年生以下は保護者同伴
●材料費　500円
●申込み

７月10日（土）午前９時から材料
費を直接問い合わせ先へ

●問い合わせ
　郷土資料館（うのはな館）
　☎82-1188

子ども昔体験教室

●と　き
　８月21日（土）
　午前９時30分～午後１時

・受付
　午前８時40分～９時10分

●ところ
　緒川コミュニティセンター
●競技方法　リーグ戦

・低学年の部
・高学年の部

●対　象
　町内在住、在学の小学生
●参加費　200円 ( 当日徴収 )
●主　催　町文化協会
●後　援　町教育委員会
●申込み

８月19日（木）までに問い合わせ
先へ

●問い合わせ
　文化協会事務局
　（文化センター内）
　☎83-9567

小学生将棋大会

　顕微鏡で観察、簡易実験、施設
見学などを行います。
■境川浄化センター
●と　き

７月27日（火）、８月３日（火）
①午前９時30分～正午
②午後１時30分～４時
※①②のどちらかに参加

●ところ
境川浄化センター

刈谷市衣崎町２-20
●対　象　小学生とその保護者

※未就学児の同伴および参加不可
●定　員　各回４組（先着順）
●申込み

７月５日（月）～13日（火）の平日
午前９時～午後５時に電話で問
い合わせ先へ

●問い合わせ
境川浄化センター
☎0566-25-1295

■衣浦西部浄化センター
●と　き
　７月29日（木）

①午前10時～正午
②午後１時30分～３時30分
※①②のどちらかに参加

●ところ
　衣浦西部浄化センター

　 半田市川崎町４-１
●対　象　小学生とその保護者
●定　員　各回30名程度（先着順）

※１グループに保護者１名でも
参加可

●申込み
７月５日（月）以降の平日午前９
時30分～午後４時30分に電話で
問い合わせ先へ

●問い合わせ
衣浦西部浄化センター
☎0569-24-6061

夏休み親子下水道教室 参加費
無料
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Part 2夏休み子ども教室夏休み子ども教室

介助犬にまつわるボランティア活
動について学ぼう！
●と　き　８月８日（日）

①午前９時30分～10時30分
②午前11時00分～正午
※①②のどちらかに参加

●ところ　福祉センター
●対　象　

町内在住の小学生とその保護者
●定　員（先着順）

①10組20名　
②10組20名

　※はじめての方優先
●講　師

社会福祉法人日本介助犬協会　
●申込み

７月６日（火）午前９時30分から
問い合わせ先へ

●問い合わせ
総合ボランティアセンター

（なないろ）
☎51-7697

　楽しく遊びながら英語を学ぼ
う！
●と　き（全４回）

７月26日（月）～30日（金）
午前９時30分～11時30分
※28日はお休み

●ところ
　緒川コミュニティセンター
●対　象
　町内在住の小学１～３年生
●定　員　12名（先着順）

※半数に満たない場合は中止
●持ち物

のり、はさみ、色えんぴつ、上
履き、飲み物

●講　師　山本　阿加根氏
●受講料　1,400円（初回徴収）
●材料費　300円（初回徴収）
●申込み

７月７日（水）午前８時30分～
20日（火）午後５時に直接問い合
わせ先へ

●問い合わせ
　緒川コミュニティセンター
　☎83-3006

●と　き ８月８日（日）
　午前９時30分～午後４時30分
　・受付　午前８時40分～９時
●ところ
　石浜コミュニティセンター
●対　象
　町内在住、在勤、在学の方
●参加費 ( 当日徴収 )

・小中学生　1000円
・一般　1500円
※指導希望の方は別途指導料

500円
●競技方法

Ａ、Ｂ、Ｃクラス別勝ち抜きトー
ナメント方式

●指導碁
　日本棋院中部総本部
　熊本　秀生四段
●主　催　町文化協会
●後　援
　町、町教育委員会、中日新聞社
●申込み

７月29日（木）までに問い合わせ
先へ

●問い合わせ
町文化協会事務局

（文化センター内）
　☎83-9567

介助犬（PR犬）
がやってくる！ 子ども英会話教室第62回 町民囲碁大会

　薬草園で栽培した藍の生葉で、
シルクスカーフを染め上げてみま
せんか。
●と　き
　７月23日（金）　午前10時～正午
●ところ
　あいち健康の森　薬草園
●講　師

和ハーブインストラクター（薬草

園スタッフ）　半谷　美野子氏
●定　員　10名（先着順）
●材料費　1,300円（当日徴収）
●持ち物

エプロン、ゴム手袋、手拭きタ
オル

●その他
染料が服に付くとシミになりま
すので、汚れてもいい服装で参

加すること
●申込み

７月８日（木）午前９時30分から
電話で問い合わせ先へ

●問い合わせ
あいち健康の森　薬草園

　☎43-0021

大人も参加できる！藍の生葉で染め物体験

参加費
無料
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　本の修理に興味がある方、本好
きな方必見！本の構造や修理方法を
学び、実際に修理する体験を行い
ます。
●と　き
　８月14日（土）　午後２時～４時
●ところ　中央図書館　
●対　象

・知多地域５市５町、刈谷市、
高浜市に在住、在勤、在学

・はさみやカッターナイフをひ
とりで使用できる方

●定　員　５名（先着順）
●講　師
　１級製本技能士　田中　稔氏
●申込み

７月９日（金）～23日（金・祝）に
問い合わせ先へ

●問い合わせ
　中央図書館
　☎84-2800

本の修理講座

　児童が書き上げた読書感想文の
ワンポイントアドバイスを受けら
れます。ひとり10分の個別相談式
講座です。
●と　き
　８月６日（金）　午前10時～正午
●ところ　中央図書館
●対　象　町内の小学３、４年生

※保護者１名同伴可。お子さん
の指導の参考にしてください。

●定　員　10名（先着順）
●講　師
　元小学校教員　鷹見みゆき氏
●持ち物

筆記用具、書き上げた原稿、題
材にした本、ノート

●その他
・講座受講によって、読書感想

文コンクールに入賞できるも

　藤江地区を流れる須賀川には、
ウナギやタナゴなどの魚がいます。
川に入って生き物を探してみよう。
●と　き

８月７日（土）
午前９時30分～11時30分

●ところ
　藤江コミュニティーセンター
●定　員　30名（先着順）
●持ち物

タモ（水中用）、バケツ、飲み物、
タオル、マスク

●服　装
濡れてもよい運動靴（サンダル
不可）、帽子

●その他
９歳以下は保護者同伴。保護者

のではありません。
・時間帯は申込先着順で決定。

申込時に参加時間帯をお知ら
せします。

●申込み
７月13日（火）午前９時から、保
護者が電話で問い合わせ先へ
※来館申込不可

●問い合わせ
　中央図書館　☎84-2800

１名につき、子ども２名まで
●申込み

７月８日（木）～29日（木）に、参
加者全員の氏名、住所、電話番
号、年齢をＦＡＸ、メールまた
は直接問い合わせ先へ

●問い合わせ
　環境課　内線282
　 83-9756

kankyo@town.
aichi-higashiura.lg.jp

読書感想文相談講座

須賀川の生き物に会おう

　於大公園再整備事業に伴い、於
大公園プールの営業を終了する
こととなりました。長年のご愛
顧ありがとうございました。
●問い合わせ
　都市整備課　内線265

思い出いっぱいの
於大公園プール
営業終了

参加費
無料

参加費
無料

参加費
無料


