～ 好きなものから始まる！ 公民館の夏休み ～

こうみんかん

り よ う

～ 好きなものから始まる！ 公民館の夏休み ～
や く そ く

公民館を利用するときの約束
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曜
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公民館では、

必ず

マスク

講座の前には、

手指を

消毒

してね！
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8/3

月

8/4
8/5

火

8/6

水
木

をしてね！
8/7

ソーシャル 体調が 悪いときは、
ディスタンス 公民館に 来ない！
を守ろう！

土

8/9

日

8/10

月

8/11

火

①
②
③
④
⑤

⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

定員

時間

グラスサンドアート ～グラスに広がるふしぎな世界～

桶川

10

午前 １０：００～１２：００

川田谷

10

午前 ９：３０～１２：００

加納

20

午前 ９：３０～１２：００

こどもアロマじかん ～虫よけアロマキャンドル（おうちBBQ必須）～

東

10

午前 １０：００～１１：３０

どうぶつ将棋をつくってあそぼう ～手作りゲーム講座～

桶川

10

午前 １０：００～１２：００

ザ・空手

全３回(２日目) ～護身術を学ぼう～

加納

20

午前 ９：３０～１２：００

ザ・空手

全３回(３日目) ～護身術を学ぼう～

加納

20

午前 ９：３０～１２：００

東

10

午前 １０：００～１１：３０

サイエンス教室 ～スライムを作ってみよう～

加納

20

午前 １０：００～１１：３０

たのしいおりがみあーと

加納

12

午前 ９：３０～１２：００

親子プログラミング講座 小学生１～３年生向

東

親子10組

午前 １０：００～１１：３０

プログラミング講座 小学生４～６年生向

東

10

午後 １：３０～3：００

加納

12

午前 ９：３０～１２：００

葉っぱの不思議を探る ～葉脈標本でしおり作り～

川田谷

10

午前 １０：００～１２：００

超・しゅわしゅわ炭酸ゼリー ～夏の子どもクッキング教室～

桶川

10

午前 ９：３０～１１：３０

東

10

午前 ９：００～１２：００

木工講座 ～のこぎりや金づちで木工作品を作ろう～

加納

20

午前 ９：００～１２：００

お箏を弾いてみよう 全３回(1日目) ～和の習い事体験～

加納

10

午前 ９：３０～１１：３０

お箏を弾いてみよう 全３回(2日目) ～和の習い事体験～

加納

10

午前 ９：３０～１１：３０

宿題アドバイス ～読書感想文を書こう～

加納

6

午後 １：３０～４：００

小さな植物標本（ハーバリウム）講座

桶川

10

午前 ９：３０～１１：３０

川田谷

10

午前 １０：００～１２：００

お箏を弾いてみよう 全３回(3日目) ～和の習い事体験～

加納

10

午前 ９：３０～１１：３０

宿題アドバイス ～読書感想文を書こう～

加納

6

午後 １：３０～４：００

万華鏡でのぞく紅花の不思議
ザ・空手

全３回(１日目) ～護身術を学ぼう～

こども押し花教室 ～押し花で型抜(かたぬき)カードとストラップ作り～

たのしいおりがみあーと

⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱

8/12

担当館

終業式

金

8/8

講座名

水

⑲

全２回(1日目)

全２回(2日目)

月

8/18

火

8/19

水
木

8/20

【保護者のみなさんへ】
新型コロナウイルス感染リスクを回避する為、館内でのマスクの着用と手指
の消毒（手洗い）、三密の回避等にご協力をお願いいたします。

⑳

～恐竜やひまわりを折る～

フォカッチャ（パン）をつくろう ～プロから教えてもらう

手作りフォカッチャ～

Ｐａｒｔ２

夏休み宿題応援隊 ～読書感想文のお手伝い～

８月１3日(木)～８月１６日(日)
8/17

～恐竜やひまわりを折る～

子どもワールド

ひと休み （－_－）zｚ

ハートフル桶西水族館講座 ～本物そっくり！化石のレプリカ作り～

川田谷

親子20組

午前 ９：３０～11：3０

始業式

詳しくは、ＱＲコードを
読み込んでね！

【担当館】
桶公＝桶川公民館 772-3888
東公＝桶川東公民館 728-7622
加公＝加納公民館 728-1040
川公＝川田谷公民館 786-4030
【全館共通の申込方法】
申込日の午前9時30分から、担当館へ電話のみのお申込み。
先着順で、申込み児童または家族単位での受付です。

※桶川市ホームページ

「公民館からのお知らせ」コーナーからも検索できます。

夏休み子どもワールド

～ 好きなものから始まる! 公民館の夏休み 【申込方法】申込日の午前9時30分から各館へ電話で申込み。
～

先着順で、申込み児童または家族単位での受付です。

1

桶川公民館
７７２－３８８８

桶川東公民館

① グラスサンドアート
～グラスに広がるふしぎな世界～

⑨ 親子プログラミング講座
小学生１～３年生向

728-7622

講師： 増山 和美さん
とき： ８月１日 （土）

マスク
をしてね!

⑤ どうぶつ将棋を
つくってあそぼう
～手作りゲーム講座～
講師： 公民館職員
とき： ８月２日 （日）
午前 １０：００～１２：００

対象： 市内小学生
定員： 10人
費用： 100円（保険代）
持ち物：

筆記用具（赤と黒のペン必須、
色塗り用のペンや色鉛筆）、３０
㎝程度の定規、飲み物

川田谷公民館
７８６－４０３０

マスク
をしてね!

講師： 金井 清さん
とき： ８月６日 （木）

午前 １０：００～１１：３０

公民館では

対象： 市内小学生
定員： 10人
費用： ５００円（材料費、保険代）

をしてね!

持ち物： 汚れてもよい服装、スプーン、筆記用具、飲み物

午後 １：３０～3：００

対象： 小学生４～６年生
定員： 10人
費用： ５０円（保険代）

対象： 小学生１～３年生とその保護者
定員： 親子10組
費用： ５０円（保険代）

マスク

持ち物： タオル、飲み物、筆記用具

持ち物： タオル、飲み物、筆記用具

⑰ 小さな植物標本（ハーバリウム）
⑫ 超・しゅわしゅわ炭酸ゼリー
～夏の子どもクッキング教室～
講師： 公民館職員
とき： ８月８日 （土）

講座

～ずっときれいな

エプロン、三角巾、布巾２枚、

持ち物： タオル、飲み物、筆記用具、上履き

魔法のお花～

講師： 小川 壽美枝さん
とき： ８月５日 （水）

対象： 市内小学生
定員： 10人
費用： ９００円（材料費、保険代）

対象：
定員：
費用：
持ち物：

持ち物： タオル、飲み物、筆記用具

～本物そっくり！化石のレプリカ作り～
講師： 県立桶川西高等学校内 科学部の皆さん
とき： ８月１８日 （火）

持ち物： 筆記用具、タオル、飲み物

午前 10：00～11：30

午前 ９：３０～１１：３０

⑳ ハートフル桶西水族館講座

対象： 市内小学生とその保護者
定員： 親子20組
費用： ５０円（保険代）

～押し花で型抜(かたぬき)カードとストラップ作り～

講師： 中川 禎子さん
とき： ８月１１日 （火）

午前 9：30～11：30

対象： 市内小学生
定員： 10人
費用： 300円（材料費、保険代）

⑥ こども押し花教室

Ｐａｒｔ２

加納公民館

市内小学生
10人
６００円(材料費、保険代)
筆記用具、
タオル、飲み物

③ ザ・空手 全３回
～護身術を学ぼう～

７２８－１０４０

午前 ９：３０～11：3０

公民館では

小学生４～６年生向

講師： 金井 清さん
とき： ８月６日 （木）

午前 10：00～12：00

公民館では

⑩ プログラミング講座

講師： 末永 定信さん
とき： ８月２日 （日）、８月３日 （月）、８月４日 （火）
午前 ９：３０～１２：００

公民館では

マスク
をしてね!

対象： 市内小学生
定員： 20人
費用： ３００円（保険代）
タオル、飲み物、

持ち物： 運動しやすい服装、上履き

⑬ フォカッチャ(パン)をつくろう
～プロから教えてもらう

手作りフォカッチャ～

講師： 己谷 茂さん
とき： ８月９日 （日）

④ こどもアロマじかん
～虫よけアロマキャンドル（おうちBBQ必須）～

講師： 坂田 幸乃さん
とき： ８月２日 （日）
午前 10：00～11：30

午前 9:00～12:00

対象： 市内小学生
定員： 10人
費用： ６００円（材料費、保険代）

対象： 市内小学生
定員： 10人
費用： ６００円(材料費、保険代)

エプロン、三角巾、ふきん、タ
持ち物： オル、上履き、筆記用具、飲み
物

持ち物： れてもよい服装

⑦ サイエンス教室

⑭ 木工講座

～スライムを作ってみよう～
講師： 利根川 宏さん
とき： ８月５日 （水）

筆記用具、タオル、飲み物、汚

～のこぎりや金づちで木工作品を作ろう～

講師： 大熊 康美さん
とき： ８月９日 （日）

午前 10：00～11：30

対象： 市内小学生
定員： 20人
費用： １５０円（材料費、保険代）
持ち物： 汚れてもよい服装、上履き、筆記
用具、飲み物

午前

9：00～12：00

対象： 小学生３年生～６年生
定員： 20人
費用： 1,000円程度（材料費、保険代）
持ち物：

汚れてもよい服装、上履き、エプ
ロン、三角定規、３０ｃｍの定
規、筆記用具、飲み物
（あれば、のこぎり、金づち）

⑪ 葉っぱの不思議を探る
～葉脈標本でしおり作り～
講師： 埼玉県立自然の博物館学芸員
とき： ８月７日 （金）
午前 １０：００～１２：００

対象： 市内小学生
定員： 10人
費用： 100円（保険代）
持ち物： 筆記用具、タオル、飲み物

⑱ 夏休み宿題応援隊

② 万華鏡でのぞく紅花の不思議

～読書感想文のお手伝い～
講師： 社会教育指導員
とき： ８月１１日 （火）
午前 １０：００～１２：００

対象： 市内小学生
定員： 10人
費用： １００円（保険代)
筆記用具、タオル、飲み物、読

持ち物： んだ本、原稿用紙

⑮ お箏を弾いてみよう 全３回
～和の習い事体験～

講師： 公民館職員、歴史民俗資料館職員
とき： ８月１日 （土）
午前 ９：３０～１２：００

対象： 市内小学生
定員： 10人
費用： ２５０円（材料費、保険代）
持ち物： 筆記用具、タオル、飲み物

講師： 棚橋 幸子さん
とき： ８月１０日 （月）・１１日 （火）・１２日 （水）
午前 ９：３０～１１：３０

対象： 市内小・中学生
定員： 10人
費用： ８００円（箏メンテナンス代、保険代）
タオル、飲み物、筆記用具、上履き、浴衣

持ち物： 又は甚平（３日目、希望者のみ）

⑯⑲ 宿題アドバイス
～読書感想文を書こう～
講師： 桶川市職員（元小学校教諭）
とき： ⑯８月１１日 （火） ⑲８月１２日 （水）
午後 １：３０～４：００

対象： 小学生３年生～６年生
定員： 各日 6人
費用： １００円（保険代）
読み終えた本、原稿用紙、

持ち物： 筆記用具、飲み物、上履き

⑧ たのしい
おりがみあーと 全２回
～恐竜やひまわりを折る～
講師： 齊藤惠美子さん、島田幸子さん
とき： ８月６日 （木）、８月７日 （金）
午前 ９：３０～１２：００

対象： 市内小学生
定員： 12人
費用： ５００円（材料費、保険代）
はさみ、スティックのり、

持ち物： 筆記用具、上履き、飲み物

