
講座名 日時 内容 対象 定員 参加費

非接触給電
「ミニ四駆」を
作ろう

8月10日㈬
13時～15時

乾電池も電源ケーブルも無いのにどうして
ミニ四駆が走るの？非接触給電で走行する
バッテリレスミニ四駆を作ります。
※「ミニ四駆」は㈱タミヤの登録商標です。

小学4年～中学生
※ 参加者1人につ
き保護者1人ま
で見学可

20人 1,800円

グラスハープで
探る音のふしぎ

8月12日㈮
13時～15時

ワイングラスに入れる水の量を調整して、
1オクターブの音階を作り、簡単な曲を演
奏します。
※グループ（4人まで）での申込み可

小学生～中学生
※ 参加者1人につ
き保護者1人ま
で見学可

30人 1人300円

　 
講座名 日時 内容 対象 定員 参加費

理想的なシャボン膜を
作ろう！

8月5日㈮
10時～12時

針金で作ったさまざまな図形の
枠にシャボン膜を張って曲面作
りをします。図形を楽しみなが
ら学びましょう。

小学3～6年生
とその保護者

6組
12人 1組300円

グローバルな貧困
について考える

8月27日㈯
13時～14時30分

なぜ貧しい人々に手を差し伸べ
るべきなのか？思想的な立場か
らその理由を考えます。

中学生以上 50人 300円

楽しく学ぼう！１日体験講座
季節講座（親子参加型講座）

 1DAY講座（大人向け講座）

対対　市内在住の小学生とその保護者（2人1組）
講座名 日時 内容 定員 参加費

ころころスイッチを
作ろう！

7月29日㈮ 
10時30分～12時30分

ガラス玉が仕掛けつきコースを転がり落ちる
装置を作り、運動エネルギーを学びます。 18組 2,300円

フェライト磁石で
お宝見守りセンサー装置
を作ろう！

7月29日㈮ 
14時～15時30分

刈谷出身の科学者・加藤与五郎が発明した
フェライト磁石を使い、宝物を動かすとブ
ザーが鳴る装置を作ります。

18組 2,100円

陶芸体験
身近なものから模様発見！
お皿を作ろう

7月31日㈰
①9時30分～12時
②13時～15時30分

身近なものには面白い模様が隠れています。
粘土に模様を写し取って自分だけのお皿を
作りましょう。

各回6組 800円

お菓子作りdeサイエンス
「きれいな紫色の
蒸しパンを作るには？」

8月3日㈬
10時～12時30分

きれいな紫色の蒸しパンを作るためのコツや
仕組みを、家庭にある物を使った実験から学
びます。自由研究の書き方のポイントもお伝
えします。

8組 1,400円

親子で手打ちうどん
～つくる喜び 食べる幸せ～

8月4日㈭
10時～13時30分

本格手打ちうどんを作ります。作った後はみ
んなで食べましょう（持ち帰り分あり）。 10組 2,100円

陶芸体験
カラフルなさかなを作ろう

8月7日㈰
①9時30分～12時
②13時～15時30分

粘土で魚の形を作り、色化粧土を使ってカラ
フルに仕上げます。水槽などに入れて楽しみ
ましょう。

各回6組 800円

天体望遠鏡を作ろう
8月11日（木・祝）
①10時30分～12時
②13時30分～15時

月のクレーターや地形が見える口径4㎝の屈
折望遠鏡工作キットを組み立てます。自分で
天体望遠鏡を組み立てることで望遠鏡の仕
組みも学べます。

各回18組 2,100円

小学生（子どものみ参加）講座 対対　市内在住の小学生
講座名 日時 場所 内容 対象 定員 参加費

ペーパークイリングで
壁飾りを作ろう！

8月3日㈬
10時～12時 南

部
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

ペーパークイリングの技法で花や葉っ
ぱなどの好きな形を作り、木の下絵に
飾り付けて額に入れます。

1～6年生

12人 800円

キラキラＰＯＰな
シェイカーレジンを
作ろう！

8月18日㈭
10時～12時

振るとかわいいシェイカーレジンを作
ります。好きな型やパーツを選んで
キーホルダーやストラップにします。

9人 1,200円

プログラミング
体験教室（午前の部）

8月19日㈮
10時～11時30分 スクラッチ入門編。簡単なゲームを作

成しスクラッチの基本を学びます。 1～3年生 6人 1,800円
プログラミング
体験教室（午後の部）

8月19日㈮
13時～14時30分

大きなピザを焼こう！ 8月2日㈫10時～12時
北
部
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

生地から作り、好きな具を自由に乗せ
て世界で一つだけのピザを焼きます。 1～6年生 8人 800円

オルゴールコマを
作ろう！

8月9日㈫
10時～12時

遠心力を利用したコマの工作です。遠
心スイッチがONになると発光ダイ
オードが点灯し、メロディが流れます。

3～6年生 10人 1,800円

【愛知教育大学連携】
おもしろ科学実験室

8月28日㈰
10時～12時

「液体窒素ショー」「光の不思議」など、
おもしろ実験を体験します。 1～6年生 12人 300円

【共通】
場　総合文化センター
申　 7月15日㈮（必着）までに、①希望する講座名と時間、②季節講座は参加者全員の氏名（フリガナ）・

年齢（学年）・性別、1DAY講座は氏名（フリガナ）・年齢・性別、③郵便番号・住所、④電話番号、
⑤勤務先・学校名（市内在勤または在学の人）をハガキ（1講座1枚）、あいち電子申請・届出
システム（QRコード参照）または直接、総合文化センター（〒448-0858　若松町2-104）へ。

　　※電話・メール・FAXでの申込不可　※申込多数の場合は抽選し、結果は全員に連絡します。
他　 カンガルーマークの講座は生後6カ月以上の未就学児をお預かりします。希望する人は、ハガキ

または申込用紙の下段に子どもの名前（フリガナ）、性別、生年月日を記入してください。
　　※申込多数の場合は抽選　※託児以外の子どもを連れての受講不可
問　総合文化センター（☎21-7430） ID　1008872

▲ あいち電子申請・
届出システム

大学連携講座

場　総合文化センター　　　対　刈谷・知立・高浜市、東浦町在住・在勤または在学の人
申　 7月15日㈮（必着）までに、①希望する講座名、②参加者全員の氏名（フリガナ）・年齢（学年）・性別、③郵便番

号・住所、④電話番号、⑤勤務先・学校名（在勤または在学の人）をハガキ（1講座1枚）、あいち電子申請・届出
システム（P14のQRコード参照）または直接、総合文化センター（〒448-0858　若松町2-104）へ。

　　※ 「グラスハープで探る音のふしぎ」にグループで申し込む場合は、②～⑤を参加者全員分（代表者明記）と保護
者見学の場合はその人数を記載してください。

　　※電話・メール・FAXでの申込不可　※申込多数の場合は市内在住の人を優先に抽選し、結果は全員に連絡します。
他　 カンガルーマークの講座は生後6カ月以上の未就学児をお預かりします。希望する人は、ハガキまたは申込用紙の

下段に子どもの名前（フリガナ）、性別、生年月日を記入してください。
　　※申込多数の場合は抽選　※託児以外の子どもを連れての受講不可　※市内在住・在勤または在学の人のみ利用可
問　生涯学習課（☎62-1036）　　　ID　1007445

□愛知工業大学連携講座

□愛知教育大学連携講座

申　 7月15日㈮（必着）までに、①希望する講座名、②氏名（フリガナ）・年齢（学年）・性別、③郵便番号・住所、④
電話番号をハガキ(1講座1枚)、あいち電子申請・届出システム（P14のQRコード参照）、または直接、各センターへ。

　　※電話・メール・FAXでの申込不可　※申込多数の場合は抽選し、結果は全員に連絡します。
送付先　▶南部生涯学習センター（〒448-0803　野田町西田78-2・㊡月曜）
　　　　▶北部生涯学習センター（〒448-0001　井ケ谷町松ケ崎6-26・㊡水曜）
問　生涯学習課（☎62-1036）　　ID　1008872

対対　市内在住・在勤または在学の人
講座名 日時 内容 定員 参加費

1DAYウクレレ体験
8月20日㈯
①13時～14時30分
②15時30分～17時

ウクレレ演奏を体験してみましょう。ウクレレ
はこちらで用意します。

各回
10人 400円

陶芸体験　
クリスマスランプシェード

9月4日㈰
9時30分～12時

クリスマスが待ち遠しい！中から光がもれるク
リスマスツリー型のランプシェードを作ります。 12人 800円

陶芸体験
干支の置物・うさぎ

9月4日㈰
13時～15時30分

はやくこいこいお正月！来年の干支・うさぎの
手のひらサイズの置物を作りましょう。 12人 800円

癒しの天然石アクセサリー作り
～心ときめくペンダントを
作ろう～

9月6日㈫
10時～12時

きれいな天然石に癒やされながら、約3㎝の天
然石を使ったペンダントを作ります。ワイヤー
は指で曲げるので特別な道具は使いません。

8人 2,700円

フレンチシェフに教わる！
おしゃれ前菜ペアボックス

9月9日㈮
13時～15時

2種のプチオープンサンド、えびのアメリケー
ヌフラン（洋風茶碗蒸し）、なめらかキャラメ
ルプリンを作ります。

10人 2,300円

七宝焼体験教室 9月11日㈰
10時～12時

愛知県の伝統工芸「七宝焼」のブローチ（約4㎝）
を「箔ちらし」という技法で作ります。 12人 2,300円

お子さん・お孫さんに♪
思い出の赤ちゃん肌着作り

9月28日㈬
10時～12時30分

新生児用の肌着（50cm）作りです。初めての
人向けのキットを使い、袖の仕上げや首周りの
装飾を並縫いやまつり縫いで行います。

6人 3,800円
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