
講　　　　　座　　　　　名 対　象 定員 日　　時 諸費用（保
険料含）

先生より

１．サマーデコレーション
　　小物入れ

小１～小６ １６名
　７月２１日（土）
　　　９：３０～１１：３０

５５０円
　ねんどで好きな物を作りましょう。ビンのふたに、クリー
ムをしぼり出しデコレーションします。何度参加しても、違
うのができあががるので楽しいですよ！

２．滞空競技
　　ペーパーグライダー

小１～小６ ２０名
　７月２４日（火）
　　　９：３０～１１：３０

１０３０円
　プラモデルから学ぶ競技用グライダー、作りやすく調整
しやすい高性能滞空競技用機を作ります。世界で１機し
かない自分のオリジナルデザインで楽しく飛行します。

３．少年卓球
　　　水曜5回コース

小４～小６ １５名
7月25日、8月1日
8日、22日、29日

１３：１５～１４：４５
２５０円

　ラケットの握り方、ふり方の基本を覚えてみんなで楽し
くラリーができるようになりましょう。最後の日には、みん
なで試合ができるまでにがんばりましょう。

４．ヒップホップダンス
　　　水曜5回コース

小１～小４ １６名
8月1日、8日、15日

22日、29日
１５：１５～１６：４５

２５０円
カッコイイ音楽に合わせて、楽しくダンスをしましょう！初
めての人でも大じょうぶです。簡単な動きから覚えて、み
んなでよい汗をかきましょう！

５．楽しい化石の
　　　　かべかざり作り

小３～小６ １６名
　７月２６日（木）
　　　９：３０～１１：３０

２００円
アンモナイトやシーラカンスなどの実物化石について学
び、アンモナイトのレプリカを作ります。自分の好きな「か
べかざり」を楽しく作りましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　うらへ続く
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　みなさん、こんにちは。少し気が早いのですが、夏休みのお知らせです。
　東青少年会館では、今年も小学生のみなさんが楽しくできる「少年講座」を、たくさん計画しました。全部で
２５の講座があります。新しく「将棋」「ハーバリウム」「ソーラーシーソーをつくろう」「化石のかべかざり
つくり」「風鈴におえかき」などがあります。やってみたいなと思う講座をえらんで、どんどんもうしこんでく
ださい。

５００－８２３２

〈往信〉

岐阜市前一色１－２－１

東青少年会館 行

往信の右面は

何も記入しないで

ください。

〈返信〉

応募者の ①郵便番号

②住所

③氏名

① 番号 講座名

② 参加児童名（ふりがな）

③ 学校名・学年

④ 保護者名（ふりがな）

⑤ 電話番号

（つながりやすい番号）

※親子講座は、参加人

数、材料数（種類）も

書いてください。

６２

６２

〇 「岐阜市教育文化振興事業団」のＨＰ「講座

情報」でも紹介しています。

〇 個人情報宣言

「東青少年会館は、個人情報の保護に万全を

尽くします」

お問い合わせは、東青少年会館へ。

☎ ２４６－５２４４

しめきり ７月３日（火）
♪ もうしこみ方法 ♪

１ 往復はがきでもうしこみます。

２ 応募者多数のときは、抽選になります。

３ 講座に参加できるかどうかは、返信

はがきでお知らせします

♪ やくそく ♪

１ 往復はがきでもうしこみができるのは、

１名１講座です。

・仲間でのもうしこみは、別のはがきで。

・複数のもうしこみも、別のはがきで。

２ 親子わくわく講座のみ、親子１組を往復

はがき１枚でもうしこみます。



講　　　　　座　　　　　名 対　象 定員 日　　　　　時
諸費用（保
険料含）

先生より

６．もうすこし強くなろう
　　　　　将棋２回コース

小１～小６
２４名

　７月２６日（木）
　　　　２７日（金）
　　１４：００～１５：３０

１００円
　２回の講座では、礼儀作法とルールの確認を行い、将
棋が上手になるコツを学びます。

７．手芸　かわいい帽子作り
小１～小６

小１～小３は
親子

１６名
　７月２８日（土）
　　　９：３０～１１：３０

８５０円
　麦わら帽子にかざりをつけて、自分だけのオリジナル
帽子にしてみましょう。

８．工作　作って遊べる
　　　　　　オモチャ作り 小１～小６ ２０名

　７月２９日（日）
　　１３：３０～１５：３０

２００円
　自分で作ったおもちゃであそびませんか？牛乳パック
やおり紙を使って、とっても楽しいものができますよ。ゆ
るキャラのくまもんやふなっしーをお部屋にかざってね。

９．遊び塾　ストローであそぼう 小１～小６ ２０名
　８月　３日（金）
　　　９：３０～１１：３０

２５０円
　アクセサリーやおもちゃを作ってあそぼう！みんなの工
夫でストローが大変身！ペンダントやブレスレット、ロケッ
トなど何ができるか？お楽しみ！

１０．夏のパステルアート 小１～小６ １６名
　８月　５日（日）
　　１３：３０～１５：３０

６５０円
　パステルアートは、パステルをけずった粉を指につけ
て、指で絵を描くアートです。４８色のパステルを使って、
すきな夏の絵を描いて、額に入れて持ち帰りましょう！

１１．お花のビーズの
　　　カラフルブレスレット①

小１～小６ １６名
　８月　９日（木）
　　　９：３０～１１：３０

３００円

１２．お花のビーズの
　　　カラフルブレスレット②

小１～小６ １６名
　８月　９日（木）
　　１３：３０～１５：３０

３００円

１３．風鈴におえかき 小１～小６ ２５名
　８月２１日（火）
　　　９：３０～１１：３０

７００円
　すやきの風鈴と、風うけ短冊に楽しく描きます。短冊作
りではマスキングシートとアクリル絵の具を使用し、模様
作りも体験します。風鈴１こに短冊３枚を用意します。

１４．ガラスにステンド
　　　グラス風にえがこう

小１～小６
小1～小3は

親子
１５名

　８月２１日（火）
　　１３：３０～１５：３０

７００円
　ガラス（はがきサイズ）に絵を描きます。ステンドグラス
のようなすてきな作品ができます。ガラスは大小２枚を準
備しています。

１５．自然素材で作る虫たち 小１～小６ ２０名
　８月２３日（木）
　　　９：３０～１１：３０

１６０円
　身近にあるえだや木の実を使って、カブトムシやバッタ
などの虫たちを作ります。自分だけのオリジナルな生き
物を作ってみるのもおもしろそうですね。

１６．楽しいサイエンスショー 小１～小６ ３０名
　７月２５日（水）
　　１０：３０～１１：３０

５０円
　「わくわく」「ドキドキ」ふしぎいっぱいの楽しいサイエン
スショーです。科学が大好きになること、まちがいなしで
す。

１７．サイエンス
　　　ソーラーシーソーをつくろう

小３～小６ ２０名
　８月　７日（火）
　　　９：３０～１１：３０

５５０円
　太陽電池で動くシーソーを作ります。太陽電池で発電し
た電気をコイルに流し、磁石との反発を利用してシーソー
を動かします。

１８．楽しいクッキング①
　　　　　　枝豆のケークサレ

小１～小６ １６名
　７月３１日（火）
　　１０：００～１２：００

３５０円
　岐阜特産の枝豆を使って、フランス生まれの塩味の
ケーキを作りましょう。

１９．楽しいクッキング②
　　　　　　とうもろこしパン

小１～小６ １６名
　８月２１日（火）
　　１０：００～１２：００

３５０円
　生地から焼き上げまで手作りのパンに、夏野菜のとうも
ろこしをトッピングしましょう。

２０．英語でクッキング 小１～小６ ２０名
　８月２５日（土）
　　　９：３０～１１：３０

７００円
　英語でお料理を習います。料理を作りながらなので、よ
り自然な形で英会話を楽しむことができます。おいしい料
理を作りながら、英語の会話力をアップしましょう。

２１．ポーセラーツ①
　　　（マグカップ、さら、お茶碗）

親子
小１～小６

１０組
　７月２２日（日）
　　　９：３０～１１：３０

1人
１１３０円

２２．ポーセラーツ②
　　　（マグカップ、さら、お茶碗）

親子
小１～小６

１０組
　７月２９日（日）
　　　９：３０～１１：３０

1人
１１３０円

２３．今大流行の
　　　　　　ハーバリウム作り

親子
小１～小６

１２組
　８月　４日（土）
　　　９：３０～１１：３０

1人
８００円

　「ハーバリウム」とは日本語で植物標本という意味で
す。専用のオイルにドライフラワーなどを入れて作りま
す。植物標本の言葉通り、造花を使うのはＮＧなんです。

２４．親子わくわくクッキング①
　　　　　　枝豆のケークサレ

親子
小１～小６

８組
　７月３１日（火）
　　１３：００～１５：００

1人
３５０円

　岐阜特産の枝豆を使って、フランス生まれの塩味の
ケーキを作りましょう。

２５．親子わくわくクッキング②
　　　　　　とうもろこしパン

親子
小1～小６

８組
　８月２１日（火）
　　１３：００～１５：００

１人
３５０円

　生地から焼き上げまで手作りのパンに、夏野菜のとうも
ろこしをトッピングしましょう。

※親子講座に申し込まれる方は、　　「ポーセラーツ」①②　→　親子で参加する人数、作成する①マグカップの数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②皿の数　③茶碗の数をはがきに記入してください。

〇長森コミセンの掲示板に講座の紹介がはってあります。迷うときは、見に来てください。

　お花の形のビーズを作って、ブレスレットを作ります。カ
ラフルなお花のビーズがとってもかわいいですよ。

岐
阜
キ
ラ
メ
キ
講
座

親
子
わ
く
わ
く
講
座

　初めての方、やったことのある方、どちらの方にも楽し
んでもらえると思います。満足いく作品ができるようお手
伝いしたいと思います。
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　　　                  東青少年会館の夏期少年講座（つづき）


