
■申し込みは 

〒400-0117 西八幡 2660   

竜王中部公園セミナーハウス 

 

■問い合わせは 

℡  055-267-6533 

FAX 055-267-6534 

 

羊毛をちくちくつついて、スイカとふわ

ふわかき氷を作り、それぞれ小さな色紙

（しきし）に飾ります。 
 
日時）７月 23 日（土） 

午後１時 30 分～３時 30 分 

対象）市内在住の小学生と保護者 

定員）10組   教材費）1,200 円        

持ち物）色えんぴつ、油性マジック（細） 

えんぴつ、木工用ボンド 

講師）ささもと しげこ 先生 

プログラミングってなあに？紙工作を作り、セ

ンサーを使って親子で楽しく体験します。（兄

弟申し込み可。全員の名前と学年を明記。） 
 
日時）８月 27 日（土） 

午後１時 30 分～３時 30 分 

対象）市内在住の小学生と保護者 

定員）5 組  持ち物）筆記用具 

教材費）1,300 円※子ども 1 人追加につき紙

工作代 500円別途(タブレットは家族で共用） 

講師）沖津 香奈子 先生 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テントの種類・選び方・建て方を学び、

親子で実際にテント設営の体験をしま

す。家族での参加可（参加者全員の名前

と年齢を明記） 
 
日時）７月 23 日（土） 

午前 10 時～11 時 30 分 

対象）市内在住の小学生と保護者  

定員）６組   教材費）無料 

持ち物）動きやすい服装 

講師）柳澤 仁 先生 

(1)スマートフォンでの申し込み 
(2)往復はがきでの申し込み 

YouTube の面白さや危険性を知り、動

画をアップする正しい方法や、動画の編

集技術を親子で楽しく学びます。（兄弟申

し込み可。全員の名前と学年を明記。）  
日時）８月７日・21 日・28 日の日曜日 

  午前 10 時～11 時 30 分【全３回】 

対象）市内在住の小学３年～中学生と保護者 

定員）８組   教材費）無料  

持ち物）充電済みのスマホ、筆記用具 

講師）後藤 秀樹先生・境 悠輔先生 

オリンピック種目になったブレイキン。

簡単なステップや技を学び、曲に合わせ

て踊ります。最終回は成果発表。 
 
日時）７月 26 日～10月 11 日の第２・４火

曜日と 10月 18 日（火）・22 日（土） 

【全８回】午後６時～７時 15 分※最終回は時

間変更有り  対象）市内在住の小学生   

教材費）無料  定員）15人   

持ち物）運動のできる室内履き、 

動きやすい服装、タオル、飲み物  

講師）UEN 先生 

市ウェブサイト内の「子ども講座申込フ
ォーム一覧」から希望の講座を選んで申
込フォームに入力してください。右の
QR コードからも申し込みができます。
※当選者のみ返信いたします。 
 

（１）市ウェブサイト内の子ども講座申込フォームもしくは（２）往復はがきで申し込み下さい。（同じ講座への重複応

募、記入漏れ等は無効）応募多数の場合は抽選とさせていただきます。抽選結果は（１）当選者のみ後日メール（２）返信

用はがきにてご連絡します。締切後 7 日以内にはがきが届かない場合は問い合わせください。 

受講が決まった後のキャンセルは教材費を負担していただく場合があります。 

往信面（裏）へ①希望講座名②保護者と子
の氏名（ふりがな）③新学年（学校）④性
別⑤住所⑥日中連絡が取れる電話番号を、
返信面（表）へ住所・保護者と子の氏名を
明記して申し込みください。子ども１人に
つき、１枚の往復はがきが必要です。 

樹脂粘土で金魚を作ります。透明な容器

の中に赤い金魚を泳がせてアクアリウム

のように仕上げます。※水は入れません。 

日時）７月 29 日（金） 

午前９時 30 分～11時 30 分 

対象） 市内在住の小学生と保護者   

定員）10組  教材費）500 円 

持ち物）はさみ、木工用ボンド、 

ラジオペンチ、長めのピンセット、 

定規、キッチンラップ、上履き   

講師）勝村 英美 先生 

羊毛で包んでカラフルなフェルトソープ

を２個作ります。飾ってカワイイ、使って

スベスベの楽しい石けんです。 
 
日時）９月 11 日（日）午前 10 時～正午 

対象）市内在住の小学生と保護者 

  定員）10 組 教材費）500 円 

持ち物）小さめの洗面器またはボール、 

タオル、はさみ、上履き  

講師）植松 晶子 先生 

■申し込みは…〒400-0117 西八幡 1976-1 竜王南部公民館 

■問い合わせは…℡055-276-0711 FAX055-276-0712 

■申し込みは…〒400-0192 篠原 2610 竜王北部公民館 

■問い合わせは…℡055-276-7511 FAX055-276-7290 

ポスターを描くコツを学び、楽しく創

造力を使ってオリジナルの作品を仕上

げます。 
 
日時）８月４日（木）午後１時～４時 

対象）市内在住の小学４年生～６年生 

定員）16人 教材費）無料 

持ち物）筆記用具、ネームペン、水彩セッ

ト、クレヨン、画用紙 

   講師）平出 章 先生 



☆コロナ感染症対策について☆ 
・子どもふれあい講座は、50 分に１回換気をし、ソーシャルディスタンスの 

確保をするなかで、３密にならないようにして行います。 

・講座の日の朝は必ずおうちで熱を測って、いつもより１℃以上高い場合や、 

少しでも下痢・吐き気・風邪の症状などがある場合は参加を自粛してください。 

・マスクは必ずつけてください。 

・建物の出入り口では、手や指の消毒をしてください。 

古代の甲斐市やまが玉に関する簡単な説明の後に、古代のアク

セサリーまが玉を作ります。 

日 時）７月 30 日（土） 

①午前 10 時～正午、②午後１時 30 分～午後３時 30 分 

８月６日（土） 

③午前 10 時～正午、④午後１時 30 分～午後３時 30 分 

会 場）敷島総合文化会館 ３階工作室 

対 象）市内在住・在学の小学生（１，２年生は保護者同伴） 

         午後のみ中学生参加可能・保護者が作る場合は、申し込み

の際必要事項を記入してください。 

持ち物）マスク・洗面器・えんぴつ・消しゴム・タオル  

定 員）各 12 人（付き添いの方は含まれません） 

教材費）Ａピンク色…530 円・Ｂ黒色…500 円・ 

Ｃ白色（大）…500 円の３種類から 1 つ選択 

講 師）村松 圭子 先生（山梨県考古学協会員） 

■申し込みは…〒400-0192 篠原 2610 生涯学習文化課 文化財係 

■問い合わせは…℡055-278-1697  FAX055-276-7290 

 

■申し込みは…〒400-0192 篠原 2610 

生涯学習文化課 生涯学習係 

■問い合わせは…℡055-278-1697  FAX055-276-7290 

 

お手本の字を練習して、大きなうちわに仕上げます。 
 

日 時）7 月 23 日（土）または 24 日（日） 

    午前 10 時～11 時 30 分 

※希望日を明記して申し込みください。 

会 場）竜王北部公民館 

対 象）市内在住の小学 1・2 年生   

定 員）各日 10 人 

持ち物）習字道具（ない場合は貸出有り。はがきにその旨記載）、

手拭きタオル、汚れても良い服装 

教材費）無料 

講 師）高橋 綾翆 先生 

                                                    

 

                     

  

僧侶から法話（簡単な話）を聞き坐蒲

に座り座禅を体験します。（裸足で実

施します。） 
 
日時）8 月５日（金） 

     午後 1 時 30 分～3 時 

対象）市内在住の小学生と保護者  

定員）10組   教材費）無料 

持ち物）筆記用具、ゆったりとした服装 

講師）山本 正乗 先生 

■申し込みは 

〒400-0105 下今井 236-2 双葉公民館 

■問い合わせは…℡0551-20-3666 
        FAX0551-20-3659 

■申し込みは 

〒400-0123 島上条 1020  

 敷島公民館  

 

■問い合わせは 

℡055-277-4111  

FAX055-277-4212 

英語の楽しさを、ゲームなど遊びを通

して学びます。 

日時）７月 24 日・31 日・8 月 7 日

の日曜日【全３回】 

午後 1 時 30 分～2 時 30 分 

対象）市内在住の小学１年～３年生 

定員）10人  教材費）無料 

持ち物）筆記用具、飲み物 

講師）ジェイソン スミス 先生 

夏のハーブの葉に絵の具を塗って型押しすると、美しい葉脈が現れます。

はがきサイズのカードを２枚作ります。 
 

日時）８月７日（日）午前 10時～11 時 30 分 

対象）市内在住の小学生と保護者    定員）10 組 

持ち物）エプロン          教材費）500円 

講師）千野 紘子 先生 


