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“大村湾に遊びに行こう！”

子ども科学館

●対象・定員 小学3・4年生 各日24人
小学5・6年生 合わせて各日24人
いずれも応募多数の場合は抽選

●申込方法 往復はがきに教室名、住所、氏名（ふりがな）、
性別、学校名、学年、電話番号を記入のうえ
お申し込みください、。

●申し込み先
●申込期限
●問い合わせ

〒856-8686　社会教育課
7月10日（木）
社会教育課（内線84-154）、子ども科学館  1%0 1590

●と こ ろ 子ども科学館

“川の生き物を探そう！”

　大村湾の現状と大切さ、そして環境への関心をもってもらうため
に、前舟津の寺島沿岸で「大村湾ウオッチング2008IN寺島」を開
催します。5人1組でお申し込みください。
　なお、このイベントは「大村湾をきれいにする会大村支部」のご協
力により実施します。

　川の生き物探しを通して、楽しみながら川の水質を調べます。
暑い夏の日に冷たい川の中に入って、子どもたちが仲間と一緒に
川とたわむれ、さらに環境問題も学べるイベントです。

●と　　き
●と こ ろ
●参加対象
●内　　容

7月26日（土）午前9：30～11：30
寺島（久原1丁目　前舟津公民館付近）
小学4年生以上
①海岸生物調べ
　磯の生き物を採取し、数や種類で採点します。
②水質実験
　海水などの水質を調べて採点します。
③環境クイズ
　環境問題に関するクイズ大会を行います。
④ごみ分別クイズ
　ごみの分別に関するクイズや、海岸で回収したごみの量
　などで採点します。

7月29日（火）

7月30日（水）

7月31日（木）

小学3年生
ロボテスター

小学4年生
ソーラーロボ

午前の部
10：00～正午

午後の部
13：30～15：30

小学3年生
ロボテスター

小学5・6年生
ロボドッグ

小学4年生
ソーラーカー

小学5・6年生
ロボドッグ

●とき・ところ ①7月23日（水）午前9：30～  鈴田川運動広場横
②7月24日（木）午前9：30～  大上戸川水田橋
③7月25日（金）午前9：30～  郡川榎茶屋

●申込方法

●申込期限

申し込み・問い合わせ／環境保全課（内線142）

保護者を含めて5人1組でチームを作り、環境保全課、各
住民センターで配布している申込用紙に必要事項を記入
して、保護者がお申し込みください。

●申込方法 5人1組でチームを作り、環境保全課、各住民センターで
配布している申込用紙に必要事項を記入して、保護者が
お申し込みください。

●内　　容 チーム対抗で川の生き物を採取して、その数や種類で採
点します。また、採取した生物によって、その川の汚れ具合
を判定します。

参
加
者
募
集
！

市コミセン中地区公民館郡地区公民館

●とき
●内容

7月29日（火）14：00～15：30
ハンカチの絞り染めに挑戦します。

●対象 小学生・20人

●とき
●内容

8月5日（火）9：30～14：30
郡川の水質調査や水生生物の
観察を行います。

●対象 小学3年生以上・20人

●とき
●内容

7月31日（木）9：00～正午
親子でふれあいながら、カレーラ
イスを作ります。 教材費 500円

●対象 小学1年生以上・12組

●とき
●内容

8月7日（木）10：00～正午
せっけん作りを体験します。
教材費 500円

●対象 小学1年生以上の親子15組

●とき
●内容

8月10日（日）9：00～正午
かべかけラック作りに挑戦しよう！
教材費 1,000円

●対象 小学4年生以上・15人

●とき
●内容

8月17日（日）10：00～正午
小鳥などが飛び出すマジックを
体験します。

7月14日（月）
受講料無料（教材費は実費）

　はがきに、住所、氏名（ふりがな）、年齢、学校、学年、性別、電話番号、希望する講座名
を1枚に1講座記入のうえ、各公民館へお申し込みください。
　申し込み多数の場合は抽選になります。

●申し込み・問い合わせ
〒856-0836　幸町25-33
中央公民館　1%4 3161

●申し込み・問い合わせ
〒856-0814　松並1-246-5
中地区公民館　1%3 1376

●申し込み・問い合わせ
〒856-0806　富の原2-382-1
郡地区公民館　1%5 3337

●対象 小学生・20人・親子での参加可

●とき

●内容

7月23日（水）13：30～15：30
7月24日（木）13：30～15：30
親子でもOK！
みんなでバドミントンを楽しもう！

●対象 小学生・20人・親子での参加可

●とき

●内容

7月29日（火）10：00～正午
8月6日（水）10：00～正午
粘土に思いを込めて、皿やカップ
を作ります。 教材費 500円

●対象 小学3年生以上・16人

●とき

●内容

7月28日（月）9：30～正午
8月4日（月）9：30～正午
紙ネンドで鉛筆立てを作ります。
教材費 600円

●対象 小学3年生以上・20人

申込方法

申込
期限

2日間参加
できる人 7月18日（金）（先着順）

●申込期限 7月16日（水）（先着順）

えのきぢゃや

広報おおむら 2008 年 7 月号 6



学
ん
で
楽
し
も
う
！

“大村湾に遊びに行こう！”

子ども科学館

●対象・定員 小学3・4年生 各日24人
小学5・6年生 合わせて各日24人
いずれも応募多数の場合は抽選

●申込方法 往復はがきに教室名、住所、氏名（ふりがな）、
性別、学校名、学年、電話番号を記入のうえ
お申し込みください、。

●申し込み先
●申込期限
●問い合わせ

〒856-8686　社会教育課
7月10日（木）
社会教育課（内線84-154）、子ども科学館  1%0 1590

●と こ ろ 子ども科学館

“川の生き物を探そう！”

　大村湾の現状と大切さ、そして環境への関心をもってもらうため
に、前舟津の寺島沿岸で「大村湾ウオッチング2008IN寺島」を開
催します。5人1組でお申し込みください。
　なお、このイベントは「大村湾をきれいにする会大村支部」のご協
力により実施します。

　川の生き物探しを通して、楽しみながら川の水質を調べます。
暑い夏の日に冷たい川の中に入って、子どもたちが仲間と一緒に
川とたわむれ、さらに環境問題も学べるイベントです。

●と　　き
●と こ ろ
●参加対象
●内　　容

7月26日（土）午前9：30～11：30
寺島（久原1丁目　前舟津公民館付近）
小学4年生以上
①海岸生物調べ
　磯の生き物を採取し、数や種類で採点します。
②水質実験
　海水などの水質を調べて採点します。
③環境クイズ
　環境問題に関するクイズ大会を行います。
④ごみ分別クイズ
　ごみの分別に関するクイズや、海岸で回収したごみの量
　などで採点します。

7月29日（火）

7月30日（水）

7月31日（木）

小学3年生
ロボテスター

小学4年生
ソーラーロボ

午前の部
10：00～正午

午後の部
13：30～15：30

小学3年生
ロボテスター

小学5・6年生
ロボドッグ

小学4年生
ソーラーカー

小学5・6年生
ロボドッグ

●とき・ところ ①7月23日（水）午前9：30～  鈴田川運動広場横
②7月24日（木）午前9：30～  大上戸川水田橋
③7月25日（金）午前9：30～  郡川榎茶屋

●申込方法

●申込期限

申し込み・問い合わせ／環境保全課（内線142）

保護者を含めて5人1組でチームを作り、環境保全課、各
住民センターで配布している申込用紙に必要事項を記入
して、保護者がお申し込みください。

●申込方法 5人1組でチームを作り、環境保全課、各住民センターで
配布している申込用紙に必要事項を記入して、保護者が
お申し込みください。

●内　　容 チーム対抗で川の生き物を採取して、その数や種類で採
点します。また、採取した生物によって、その川の汚れ具合
を判定します。

参
加
者
募
集
！

市コミセン中地区公民館郡地区公民館

●とき
●内容

7月29日（火）14：00～15：30
ハンカチの絞り染めに挑戦します。

●対象 小学生・20人

●とき
●内容

8月5日（火）9：30～14：30
郡川の水質調査や水生生物の
観察を行います。

●対象 小学3年生以上・20人

●とき
●内容

7月31日（木）9：00～正午
親子でふれあいながら、カレーラ
イスを作ります。 教材費 500円

●対象 小学1年生以上・12組

●とき
●内容

8月7日（木）10：00～正午
せっけん作りを体験します。
教材費 500円

●対象 小学1年生以上の親子15組

●とき
●内容

8月10日（日）9：00～正午
かべかけラック作りに挑戦しよう！
教材費 1,000円

●対象 小学4年生以上・15人

●とき
●内容

8月17日（日）10：00～正午
小鳥などが飛び出すマジックを
体験します。

7月14日（月）
受講料無料（教材費は実費）

　はがきに、住所、氏名（ふりがな）、年齢、学校、学年、性別、電話番号、希望する講座名
を1枚に1講座記入のうえ、各公民館へお申し込みください。
　申し込み多数の場合は抽選になります。

●申し込み・問い合わせ
〒856-0836　幸町25-33
中央公民館　1%4 3161

●申し込み・問い合わせ
〒856-0814　松並1-246-5
中地区公民館　1%3 1376

●申し込み・問い合わせ
〒856-0806　富の原2-382-1
郡地区公民館　1%5 3337

●対象 小学生・20人・親子での参加可

●とき

●内容

7月23日（水）13：30～15：30
7月24日（木）13：30～15：30
親子でもOK！
みんなでバドミントンを楽しもう！

●対象 小学生・20人・親子での参加可

●とき

●内容

7月29日（火）10：00～正午
8月6日（水）10：00～正午
粘土に思いを込めて、皿やカップ
を作ります。 教材費 500円

●対象 小学3年生以上・16人

●とき

●内容

7月28日（月）9：30～正午
8月4日（月）9：30～正午
紙ネンドで鉛筆立てを作ります。
教材費 600円

●対象 小学3年生以上・20人

申込方法

申込
期限

2日間参加
できる人 7月18日（金）（先着順）

●申込期限 7月16日（水）（先着順）

えのきぢゃや

広報おおむら 2008 年 7 月号7


