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ひまわりプラザ ☎824−1225	蕭824−1246催 し

平成29年度 小学生のための夏休みの講座　

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）

講座名 開催日時 場所 対象 定員 参加費 講師

①陶芸教室
　ペン立てを作ろう！

７月27日（木）
10時～12時 工

芸
室

１～３年生 10人 500円 石部 吉拡さん

②陶芸教室
　ふた付き小物入れを
　作ろう！

７月27日（木）
13時～15時 ４～６年生 10人 500円 石部 吉拡さん

③みるく教室
お話：朝ごはんのミラクルパワー
体験：バターを作ろう！

８月１日（火）
10時～12時

カ
ル
チ
ャ
ー
ル
ー
ム

１～６年生 25人 無料 株式会社　明治

④オリジナルマグカップを作ろう！
８月２日（水）

10時～
11時30分

１～６年生 30人 500円
広島国際学院大学
情報文化学部長　伏見 清香さん
大学院生　井堰 絵里佳さん

⑤木を使ってモービルを
　作ってみよう！

８月２日（水）
13時～15時

学
習
室

１～６年生 10人 500円 河崎 優子さん

⑥料理教室
ハヤシライスを作ろう！
持参物◆エプロン・マスク・三角巾・手拭き・お茶
※爪を短くしておいてください。
※小麦を使った料理をします。

８月３日（木）
10時～

12時30分
１～６年生 12人 500円 飯尾 真紀子さん

⑦工作教室
　手作りうちわを作ろう！

８月７日（月）
10時～12時

カ
ル
チ
ャ
ー
ル
ー
ム

１～６年生 12人 200円 御堂河内 綾さん

⑧ミニたたみを作ろう！
８月８日（火）
９時30分～

12時
１～６年生 12人 500円 和ごころ工房

⑨手芸教室
　オルゴール木箱を
　作ろう！

８月22日（火）
10時～12時

学
習
室

１～６年生 15人 500円
広島国際学院大学
非常勤講師
宮本 博子さん

講座名 ･ 時間 月　日 場所 参加費 定員

はじめての英会話
（小学1年生コース）
10時～10時45分

７月26日（水）
　　27日（木）
８月２日（水）
　　３日（木)
　　９日（水）
　　10日（木）
　　23日（水）
　　24日（木）

スタジオ
（８月23日

と24日は
工芸室）

500円 10人
はじめての英会話

（小学2年生コース）
11時～11時45分

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
申し込み◆７月11日（火）（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、海田町ひま
わりプラザ（〒736-0052南つくも町11番16号）
まで。
※希望者多数の場合12日（水）13時30分からひまわ
りプラザ１階ふれあい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。

申し込み◆①往復はがきの往信面に、希望講座名・名前（ふ
りがな）・学校・学年・住所・電話番号を記入。②往復は
がきの返信面に、返信用住所と名前（ふりがな）を記入し
て郵送してください。
※町内在住・在学の小学生が対象です。
※往復はがき１枚につき、１人１講座とします。

送り先：〒736-0052　海田町南つくも町11番16号　海
田町ひまわりプラザ
締め切り◆７月11日（火）必着
抽選会◆定員を超えた場合は７月12日（水）13時30分から
ひまわりプラザ１階ふれあいプラザで公開抽選を行い、結
果を返信用はがきでお知らせします。

公　民　館 海田公民館		☎822−7373	蕭824−1125
海田東公民館		☎823−2711	蕭824−2311催 し

セカンドライフ講座開催の御案内
　いきいきとした人生を過ごすためには「身体の健康」「心の健康」「家計の健康」が大切です。この講座では、食から
学ぶ健康法、趣味や生きがいを見つける余暇発見法、老齢期に備えた相続・遺言などの家計法律法を学びます。
実施月日 時間帯 テーマ 講　師

７月７日（金） 13時30分～
15時30分

「備えて安心、大切な老後」
相続・遺言などを分かりやすく説明します。

橋本明子さん（行政書士・消費生活アドバイザー・ファイナン
シャルプランナー）

８月23日（水） 13時30分～
15時30分

「メタボリック養生訓」
長寿の秘密を伝授します。 徳澤陽子さん（管理栄養士・サプリメントアドバイザー）

９月11日（月） 13時30分～
15時30分 「整理収納のコツ」～モノの整理は心の整理～ 江川佳代さん（整理収納コンサルタント）

10月７日（土） 10時～12時「一芸入門・一味違う地域ビトになろう」 中島幸司さん（広島奇術クラブ協会会員・広島市まちづくり市
民交流運営委員）

11月11日（土） 10時～12時「上手な温泉の愉しみ方」
余暇の達人が余暇発見術を伝授します。

山崎勇三さん（健康デザイン研究所・ 温泉＆余暇アドバイ
ザー・余暇生活開発士）

場　所◆海田公民館　　持参物◆筆記用具　　対　象◆概ね55歳以上の人　　参加費◆無料
定　員◆30名（先着順）　　申し込み◆海田公民館へ電話で申し込んでください。

　

日　時◆クッブ　　７月12日
　　　　ペタンク　10月４日、11月８日、12月６日
　　　　※いずれも水曜日　13時30分～15時30分
場　所◆海田公民館大ホール
講　師◆海田町スポーツ推進委員
持参物◆上靴・タオル・飲み物

対　象◆どなたでも
定　員◆若干名（定員を超える申し込みがあった場合は
先着順）
申し込み◆各回実施日の前日までに、電話で海田公民館
へ。

「ニュースポーツ講座」
　健康づくりのため、子どもから高齢の人まで楽しめるクッブ
やペタンクの講座を開催します。ルールも簡単で誰もが楽しめ
るスポーツです。気軽に参加してください。

会　場◆海田公民館工作室　　講　師◆山城 恵美子さん
持参物◆原則公民館で用意します。（ただし、すずり・正墨・パレットのある人
は持参してください）　　対　象◆どなたでも
参加費◆1回100円（材料代）　　定　員◆若干名（定員を超える申し込みがあっ
た場合は先着順）　　申し込み◆各回実施日の2日前までに、電話で海田公民館へ

絵手紙講座 　親しみやすく、特別な技術を必要としない、絵手紙講座を開催します。
素朴で温かな手紙を作ってみませんか。気軽に参加してください。

日　時
７月３日、９月４日、10月30日

11月27日、１月22日
※いずれも月曜日　10時～12時

催　し　名 月　日 時　間 費　用 対　象 内　容　な　ど

赤ちゃんのため
の お は な し 会
ももちゃんくらぶ

７月７日（金）
10時30分～

無料
（自由参加）

０～３歳児
内容＝「おひさまあはは」
　　　 「なにしてるなにしてる」　ほか７月21日（金）

８月４日（金） 内容＝「スプーンちゃん」
　　　 「だるまさんが」　ほか

ももたろうくん
の お は な し 会 ７月８日（土）

11時～
幼児

～

低学年

内容＝「天の川にかかるはし」
　　　 「みつけたよ、ぼくだけのほし」

７月22日（土） 内容＝「みずたまのたび」
　　　 「みずたまり」

図　書　館 ☎823−3215	蕭824−3315
休館日：月曜日（祝日などの場合翌日）
	 7/28（金）（図書整理日）

催 し

　これからますます応援にも熱が入るカープ。カープ関連な
ど、熱く挑戦する本を集めています。
　そして、子供たちには楽しみな夏休みがやってきます。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。
　この夏、挑戦する何かを図書館で見つけませんか？

　夏休みに世界でひとつ自分だけの絵本をつくりませんか。
日　時◆８月９日（水）10時～12時
場　所◆海田町立図書館　２階学習情報室
講　師◆戸川 幸一郎さん　対　象◆小学生　人　数◆20人　
参加費◆無料　申し込み◆来館・電話で申し込んでください。
定員になり次第締め切ります。

７月のテーマは「挑戦」です 　夏休み子供講座「手作り絵本教室」
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