
広報ひがしうら 令和４年７月号 8

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！

大人も参加できる講座もあります！

　奈良・平安のころ、東浦の海岸
一帯で行われていた古代の製塩土
器作りや塩作りを体験します。
●とき・内容（全２回）
①７月22日（金）
　午後１時30分～３時
　製塩土器を作ろう
②８月５日（金）
　午後１時30分～３時
　海水を煮詰めて塩を取り出そう
　※雨天の場合は６日（土）
●ところ
　郷土資料館（うのはな館）
●定　員
　町内の小学生20名（先着順）
※小学校３年生以下は保護者同伴
●受講料　300円
●申込み　７月８日（金）午前９時
から受講料を問い合わせ先へ
※電話申込不可
●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
出を作りましょう♪
●と　き
　８月18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（当日徴収）　700円／組
●材料費（当日徴収）　1,200円／組

●持ち物
筆記具、エプロン、三角巾、手
拭きタオル、保冷剤、保冷バッ
グ、持ち帰り用袋
●申込み
７月５日（火）～20日（水）に申込
書を問い合わせ先へ
※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！かんたんパン作り教室

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22日（月）　午前10時～正午
●ところ　はなのき会館　
●対　象
町内在住の小学４年生～中学生
※保護者同伴不可
●定　員　６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（当日徴収）　300円
●材料費（当日徴収）　1,000円
●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（火）～20日（水）に申込
書を問い合わせ先へ
※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
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　基礎を学び、こどもの感性を伸
ばします。
●と　き（全２回）
７月28日（木）、29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　16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（初回徴収）　500円
●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（火）～20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

こどもポスター教室

　東浦には、昔お城があって、織田
信長が鉄砲で戦った場所もあるよ。
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、夏
休みの宿題に勾

まが
玉の制作を体験し

たりします。
●と　き
　７月30日（土）　午前10時～正午
●ところ
　郷土資料館（うのはな館）
●定　員　
　町内の小学生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９日（土）午前９時から材料
費を問い合わせ先へ
●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

　顕微鏡観察、簡易実験、施設見
学など
■境川浄化センター
●と　き
７月26日（火）、８月２日（火）
午前９時30分～正午
●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
　※薬品などを使用する場合あり
●定　員　各日10組（先着順）
●申込み
７月４日（月）以降の平日午前９
時～午後５時に電話で問い合わ
せ先へ

　※土日、祝日を除く
●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28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

※１グループに保護者１名でも
可

●定　員　各回30名程度（先着順）
●申込み
７月11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

　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11日（木・祝）
①午前９時30分～10時30分
②午前11時～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
各部10組20名（先着順）　
※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５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　

介助犬（PR犬）
がやってくる！

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

　楽しく遊びながら英語を学ぼう！
●と　き（全４回）
７月27日（水）、28日（木）、
８月１日（月）、２日（火）
午前９時30分～11時30分
●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（初回徴収）　1,400円
●材料費（初回徴収）　300円
●申込み
７月８日（金）午前８時30分～
20日（水）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20日（土）
・受付
　午前８時40分～９時10分
・競技
　午前９時30分～午後１時
●ところ　文化センター
●対　象
　町内在住、在学の小学生
●参加費（当日徴収）　200円
●競技方法　クラス別リーグ戦
・低学年の部
・高学年の部
●主　催　町文化協会
●後　援　町教育委員会
●申込み
８月18日（木）までに電話で問い
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
　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　

子ども英会話教室小学生将棋大会

●と　き
　８月６日（土）
　午前９時30分～11時30分
●ところ
　藤江コミュニティセンター　駐車場
●定　員　30名（先着順）
●持ち物
タモ（水中用）、バケツ、水筒（水
分補給用）、タオル

●服　装
濡れてもよい運動靴（サンダル不
可）、帽子、マスク着用
●その他
小学４年生以下は保護者同伴。保
護者１名につき、子ども２名まで
●申込み
７月５日（火）～22日（金）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

東浦の自然に親しむ観察会
須賀川の生き物に会おう

参加費
無料

　おうちでのちょっとした作業に
便利！親子で楽しく踏み台を作ろう。
●と　き
８月９日（火）
午前10時～11時30分
●ところ　文化センター
●対　象
小学生とその保護者（２人１組）
●定　員　10組
　※応募者多数の場合は抽選
●講　師
県知多農林水産事務所　林務課
早川　久美子氏、西崎　生二氏
●受講料　無料
●材料費（当日徴収）　600円
●持ち物　軍手
※汚れてもよい服装で参加する
こと

●申込み
７月５日（火）～20日（水）に申込
書を問い合わせ先へ
※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

あいちの木で作ろう！
親子木工教室

　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。川に入って探してみよう。
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　読書感想文をより良くするた
めのワンポイントアドバイスを
行います。1人15分程度の個別相
談式講座です。書きかけの読書
感想文でも参加できます。
●と　き　
　８月５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
●定　員　８名（先着順）
●講　師　
　元小学校教諭　鷹見　みゆき氏
●持ち物
筆記用具、書きかけまたは書
き上げた読書感想文、読書感
想文を書いた本、ノート
●その他
・保護者１名まで見学可。お
子さんの指導の参考にして

　「よろず劇場とんがらし」による人
形劇を行います。
①卯ノ里コミュニティセンター
　・と　き　７月29日（金）
　　　　　　午前10時30分～
　・定　員　150名
②生路児童館
　・と　き　７月30日（土）
　　　　　　午前10時～
　・定　員　130名
③緒川コミュニティセンター
　・と　き　７月31日（日）
　　　　　　午後３時～
　・定　員　200名
●内　容
①③…おおかみと七ひきのこや
ぎ、てぶくろを買いに
②…さんびきのこぶた？、おお
きなかぶ
●対　象　０歳～小学６年生の子
どもとその保護者
●参加費　無料
●主　催　町更生保護女性会
●協　賛　町保護司会
●後　援　町、町教育委員会
●その他　参加者多数の場合は抽選
●申込み
・２次元コードから
必要事項を記入し、
メールを送信
・小学生は学校の昇降口に設置
する用紙を申込箱に投函

●問い合わせ　ふくし課　内線124

　親子で中華ランチをつくろう！
料理を作る楽しさを通して親子
で「食育」について考えてみませ
んか？
●と　き　
①７月29日（金）
　午前10時～午後１時
②８月５日（金）
　午前10時～午後1時
※①②の内容は同じ。どちら
かに参加

●ところ
　緒川コミュニティセンター
●内　容
親子でつくる夏休みかんたん
ランチ（具材を変えた２色ぎょ
うざやりんごパイなど）

ください。
・講座中に読書感想文を書き
あげるものではありません。
・講座受講により、読書感想
文コンクールに入賞できる
ものではありません。
・時間帯は申込先着順で決定。
申込時に参加時間をお知ら
せします。

●申込み　
７月９日（土）午前９時から保
護者の方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

●対　象
町内在住の小学生とその保護
者
※託児なし。３歳未満の子ど
もはご遠慮ください。

●定　員　各日程５組（先着順）
●参加費（当日徴収）　
　親子で800円
※子ども１名増えるごとに
400円増

●主　催　ひがしうら食改
●申込み
７月８日（金）午前８時30分か
ら問い合わせ先へ
●問い合わせ
　保健センター　
　☎83-9677

読書感想文相談講座

夏休み親子食育料理教室

参加費
無料いきいき

ファミリー
フェスタ
2022
社会を明るくする運動



●と　き
①ロボットコース（全３回）
　９月11日、９月25日、
　10月９日（各日曜日）
　午後０時30分～２時30分
②ロボットコース（全３回）
　10月23日、11月20日、
　11月27日（各日曜日）
　午後０時30分～２時30分
③ゲームコース（全６回）
　９月11日、９月25日、10月９日、
10月23日、11月20日、11月
27日（各日曜日）
　午後３時～５時
※ロボットコースの①②は同一
内容

●ところ　文化センター

●対　象　
①②　町内在学の小学１～６年生
③　町内在学の小学３～６年生
●定　員　
①②　各コース６名（抽選）
③　10名（抽選）
●受講料（初回徴収）
①②　5,000円
③　6,000円
●申込み
７月４日（月）～８月26日（金）に
（1）～（7）をメールで問い合わせ
先へ
（１）①～③の希望コース　（２）受講
者氏名　（３）ふりがな　（４）学校
名・学年　（５）住所　（６）電話番
号　（７）メールアドレス

●その他
・申込後４日以内に受付番号を
メールで連絡します。
・shogai@town.aichi-higashiura.
lg.jpからのメールを受信でき
るように設定をお願いします。
・抽選結果は、８月30日（火）午
前８時30分から受付番号を町
ホームページに掲載します。
・会場には保護者の方の入場不
可

●問い合わせ
　文化センター
　☎83-9567

shogai@town.
　aichi-higashiura.lg.jp

●対　象　町内在住の小学４年～中学３年生
●条　件　事前打合せとイベント開催当日にすべて参
加できること
●定　員　20名（先着順）
●申込み　７月５日（火）～31日（日）に申込書を問い

合わせ先へ
※申込書は文化センター、各地区コミュニティセンター
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

今回は
藤江・生路
地内で開催！

日にち 時　間 ところ

事
前
打
合
せ

第１回 ８月10日（水）
午前９時30分

～11時30分 文化センター
第２回 ８月18日（木）
第３回 ８月29日（月）
第４回 ９月18日（日）

当日 10月30日（日）午前８時30分～午後４時（予定） 藤江・生路地内

　親子ふれあいイベント（親子で町内を歩い
て回るイベント）で、ゲームスポットを担当す
るこどもスタッフを募集します。今までイベン
トに参加してくれたあなたも、イベント自体を
知らなかったあなたも、今回はスタッフとして、
一緒にイベントを企画・運営してみませんか？

こども
スタッフ
募集！
町内在住の

小学４年～中学３年生

ＩＣＴＩＣＴ
プログラミング講座プログラミング講座

　プログラミング学習ソフトを使っ
たり、オリジナルゲームやロボット
を動かすためのプログラミングを
作ったりして、操作してみよう！

回4第

ひかしうら探検隊ひかしうら探検隊
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