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　人形劇団『なかよし』のみなさんが図書館にやってきます。
　さて、どんなおはなしが飛び出すことでしょう。
日　時◆７月24日（日）14時～15時　　場　所◆図書館 ２階 学習情報室
対　象◆どなたでも（乳幼児は保護者同伴）
参加費◆無料　　　定　員◆50名
申し込み◆当日13時からカウンターで整理券を配ります。
事前申し込みはありません。

人形劇がやってくる！

公　民　館 海 田 公 民 館  ☎822−7373 蕭824−1125催 し

図　書　館 ☎823−3215 蕭824−3315
休館日：月曜日（祝日などの場合翌日）
　　　　7/29（金）（図書整理日）

催 し

催　し　名 月　日 時　間 費用など 対　象 内　容　な　ど

手遊びとお話会

７月１日（金）

10時30分～
無料

（自由に参加
できます）

０～３歳児

内容＝「はっぱのなかで みいつけた」
　　　 「おかお ない ない」　ほか７月15日（金）

※ひまわりプラザ

８月５日（金） 内容＝「うちわぱたぱた」
　　　 「まってまって」ほか

お は な し 会
７月９日（土）

11時～

内容＝「パパ、お月様とって」
　　　 「お星さまのおくりもの」ほか

７月23日（土） 幼児～
低学年

内容＝「うみのきらきらやまのきらきら」
　　　 「カモメと会った日」ほか

　自由研究に役立つ本や読書感想文におすすめ
の本を集めています。全国読書感想文コンクール
課題図書もそろえています。
　さあ、子供たちの夏休みが始まります。図書館
で、すばらしい本にたくさん出会ってくださいね。
期　間◆８月30日（火）まで
場　所◆図書館　ロビー

子供夏休みコーナー

ひまわりプラザ ☎824−1225 蕭824−1246催 し

防災講座　大雨に備えて
～経験したことのない大雨そのときどうする？～
日時◆７月26日（火）10時～12時 場所◆学習室
対象◆小学３～６年生 定員◆20人
参加費◆無料　　　　　　　　講師◆広島地方気象台職員

陶芸教室　お皿を作ろう！
日程◆７月28日（木）
場所◆工芸室
対象◆小学１～３年生
定員◆各コース10人
参加費◆各コース500円
講師◆石部 吉拡さん

陶芸教室　カップを作ろう！
日時◆７月28日（木）13時～15時
場所◆工芸室 対象◆小学４～６年生
定員◆10人 参加費◆500円
講師◆石部 吉拡さん

料理教室
牛乳パックおにぎりランチを作ろう！
日時◆７月28日（木）10時～12時
場所◆学習室 対象◆小学１～６年生 定員◆12人
参加費◆500円 講師◆飯尾 真紀子さん
持参物◆エプロン、三角巾、マスク、手拭き、お茶
※卵を使う予定です。

工作教室　風鈴を作ろう！
日時◆８月８日（月）10時～12時
場所◆学習室 対象◆小学１～３年生
定員◆10人 参加費◆200円
講師◆御堂河内 綾さん 持参物◆絵の具セット、水入れ

オリジナルマグカップを作ろう！
日時◆８月10日（水）13時～15時
場所◆カルチャールーム 対象◆小学１～６年生
定員◆30人 参加費◆500円
講師◆広島国際学院大学
　　　学部長（教授）　伏見 清香さん
　　　大学院生　井堰 絵里佳さん

フラワー教室　プリザーブドフラワー
日時◆８月８日（月）10時～12時
場所◆工芸室 対象◆小学１～６年生
定員◆10人 参加費◆500円
講師◆貞金 千恵さん

将棋教室　初めてでも大丈夫！
　将棋のコマを動かしてみよう！
日時◆７月29日（金）10時～12時
場所◆学習室 対象◆小学１～６年生
定員◆10人 参加費◆無料
講師◆日本将棋連盟安芸海田支部　支部長　倉本 周三さん

絵画教室　絵が上手になりたい子集まれ！
日時◆８月１日（月）10時～12時
場所◆学習室 対象◆小学１～６年生
定員◆10人 参加費◆300円
講師◆アトリエぱお　代表　加藤 宇章さん
持参物◆絵の具セット・クレパスなど、描きたいものや写真
など

申し込み◆７月11日（月）（必着）までに往復はがきに①希望講座名、②名前（ふりがな）・学校・学年・住所・電話番号、
③返信用住所・名前を記入して、ひまわりプラザ（〒736-0052　南つくも町11番16号）へ郵送。
※町内在住・在学の小学生が対象です。
※はがき１枚につき、１人１講座（１コース）とします。
※希望者多数の場合、７月12日（火）13時30分からひまわりプラザで公開抽選会を開き、結果を返信用はがきでお知ら

せします。

平成28年度 小学生のための夏休みの講座

貝殻チャーム付きサマーリースを作ろう！
日時◆８月５日（金）10時～12時
場所◆学習室
対象◆小学１～６年生
定員◆15人 参加費◆500円
講師◆広島国際学院大学
　　　非常勤講師　宮本 博子さん

10時～11時
コース

11時～12時
コース

日　　時 講座内容 募集人数
７月22日（金） 10時～13時 ゼリーを作ろう ３人
８月３日（水） 13時～16時 きび団子を作ろう ３人
10月８日（土） 10時～13時 かぼちゃのお菓子を作ろう ６人
12月17日（土） 10時～13時 ケーキを作ろう ２人
２月４日（土） 10時～13時 チョコレートを作ろう ６人

会　場◆海田公民館　　　　対　象◆町内在住 ･ 在学の小学１～６年生
参加費◆500円（保険料含む）
持参物◆エプロン、ふきん、三角巾、上履き
※12月17日のみ持ち帰り用のタッパー
講　師◆坂本 由美子さん

申し込み◆往復はがきの「往信用」裏に希望
講座名、住所、氏名（ふりがな）、学校名、
学年、生年月日、電話番号を明記し、「返信
用」の表にも住所、氏名を必ず書いて、７月
11日（月）（必着）までに海田公民館（〒736-
0066中店9-31）へ送ってください。一講座
につき１人１枚の申し込みとします。
※申し込み多数の場合は、７月12日（火）16

時から、海田公民館で公開抽選を行います。
※個人情報は子ども季節の料理教室開催のた

めにのみ使用します。

子ども季節の料理教室

セカンドライフ講座開催の御案内
　退職後の人生を充実したものにするため、退職者世代を対象に、健康維持や地域参加の方法などについて学びます。

実施月日 内　　容 講　　　師

７月12日 知識ゼロからでも大丈夫　専門家とその場で作る、
自分と家族のためのエンディングノート作成 橋本 明子（行政書士）

７月26日 定年を楽しめる人　楽しめない人　私の地域デ
ビュー計画 山崎 勇三（余暇生活開発士）

８月23日 地域デビューの基本はカラダが勝負 徳澤 陽子（管理栄養士）
９月20日 一芸入門　一味違う地域ビトになろう 中島 幸司（広島奇術クラブ協会会員）

10月11日 相続・遺言・空き家・生前整理・葬儀など、現在の
相続の現状と、やっておくべき準備 橋本 明子（行政書士）

10月25日 ニュースポーツで地域デビュー 山崎 勇三（余暇生活開発士）
11月22日 卒業式まとめ　さ～一歩を踏み出そう　盛年の主張 山崎 勇三（余暇生活開発士）

※いずれも火曜日、10時～12時

場　所◆海田公民館
持参物◆筆記用具、10月25
日のみ運動靴
対　象◆海田町在住者
参加費◆無料
定　員◆30人（先着順）
※定員に満たない場合は当日

参加可能です。当日電話な
どで確認してください。

申し込み◆７月８日（金）９時
から電話で海田公民館まで

対象

対象追加募集

小学生のための
英会話講座
はじめての英会話
（全８回コース）

日程◆７月27日（水）
　　　８月１日（月）
　　　　　３日（水）
　　　　　５日（金）
　　　　　19日（金）
　　　　　22日（月）
　　　　　24日（水）
　　　　　29日（月）

時間◆
10時～10時45分

（小学１年生）
11時～11時45分

（小学２年生）
費用◆
500円（資料代）

講師◆シュラブ・リオさん
対象◆町内在住・在学の小学校１・２年生
定員◆各10人
申し込み◆７月11日（月）（必着）までに往復はがき
にコース名、住所、名前（ふりがな）、電話番号、
学校名、返信用住所・名前を記入して、ひまわりプ
ラザ（〒736-0052南つくも町11-16）へ郵送。
※希望者多数の場合12日（火）13時30分から抽選会。

対象

対象


