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1 日 ★プログラミング 17 火 おやすみ 

２ 月 おやすみ 18 水 
●折紙工房～鈴風～ 
●赤ちゃんからの身体づくり 

３ 火 おやすみ 19 木 ●親子ヨガ ●ビーズ教室 

４ 水 【申し込み受付スタート】 20 金  

５ 木 ●ママと一緒に英語であそぼう 21 土 
★お茶 ★英語 ★太鼓 ★演劇 
●クッキング 

６ 金  22 日 
★絵画 ★科学 ★こども会議 
●手芸 

７ 土 ★お茶 ★英語 ★太鼓 ★演劇 23 月 おやすみ 

８ 日 
★絵画 ★こども会議 
市民安全の集い 24 火 おやすみ 

９ 月 おやすみ 25 水 ●DVD オペラシアター 

10 火 おやすみ 26 木 
●美文字書写 ●べビーマッサージ 
●マタニティサロン 
●ママ講師登録会 

11 水  27 金 ●キャンドル作り 

12 木 
●リトミック 
●ベビーマッサージ 
●ママ講師説明会 

28 土 
★演劇 ★舞踊 ★太鼓 
●いちごパーティー ●絵手紙 

13 金  29 日 
●元気わくわくライブ 
●親子理科工作教室 

14 土 
★演劇 ★舞踊 ★太鼓 
●フラワーアレンジメント 
●キャンドル作り ●将棋大会 

30 月 おやすみ 

15 日 ★プログラミング 31 火 おやすみ 

16 月 おやすみ 
●じるしはイベント、★じるしはクラブ 

イベントのくわしいじょうほうはウラをみてね！  

おといあわせ・おもうしこみはセンターまで!! 

ＴＥＬ ０７２-７６１-９２３３ （月曜日・火曜日・祝日はおやすみです） 

センターのホームページです！情報いっぱい♪ http://hokusetsukodomo.com/suigetu/ 

2018 年７月 水月児童文化センターだより 
水月児童文化センター 指定管理者：特定非営利活動法人 北摂こども文化協会 

〒563-0024池田市鉢塚 3-6-1 TEL：072-761-9233 FAX：761-9244 

ホームページ：http://hokusetsukodomo.com/suigetu/ 

 

 

 

《 イベントのもうしこみかた 》 

定員のあるイベントは、事前にセンターで直接お申し込み、もしくはお電話でお申し込みください。

定員をこえた場合は、キャンセル待ちをすることもできます(参加できる場合、こちらからご連絡

させていただきます)。参加できなくなった場合は早めに連絡をしてください。 

  親子理科工作教室 

  ７月２９日（日）１３：３０～１５：３０ 

【内容】 ボール紙で上手に歩く二足歩行ロボットを作ろう！ 

【対象】 小学５～６年生と保護者  先着１２名  

【参加費】 ５００円 

【講師】 日本機械学会（ＪＳＭＥ）関西シニア会 

  池田市 【幼児の知力・体力向上事業】 

赤ちゃんからの身体作り 

  ７月１８日（水）１３：３０～１５：３０ 

【内容】 赤ちゃんの発達発育を学び、幼稚園や小学校で 

     困らないための赤ちゃんからの身体作り 

【対象】 首すわりから歩きはじめ  先着１５名  

【参加費】 ５００円 

 

  市民安全のつどい 
７月 8日（日）13：0０～１4：30 

【特別講演】 市民が守る子どもの安心・安全まちづくり 

【講師】 木下 勇   

千葉大学大学院園芸学研究科 教授 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1529556703/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9wZHMuZXhibG9nLmpwL3Bkcy8xLzIwMTcwNy8wOS8yMi9jMDEzMzQyMl8xOTQzNDA2Mi5qcGc-/RS=^ADBZjYaZLQKwCDn4.GiRlqGKqKOk3o-;_ylt=A2RCAwpf3SlbsiYANCaU3uV7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こどもむけイベント 
●キャンドル作り…14日（土）・27日（金）１0時～ 
【対象】市内の小学生 先着 16 名 【持ち物】プリンカップ（底に穴のあいていないもの）

【講師】夢燈花実行委員会のみなさん 
 

●フラワーアレンジメント…14日（土）10時 30分～11時 30分 
【対象】市内の幼児 3 歳～小学生(小学生未満は保護者同伴) 先着 10 名 

【参加費】500 円（※11日午後 5時以降のキャンセルは費用を負担頂きます） 

 【講師】浅井久美さん 

 

●送って喜ばれる絵てがみ講座…28日（土)14時～15時 30分 
【対象】市内の小学生以上 先着 20 名 【参加費】100 円 【講師】中島佐和子さん 
 

●クッキング「チヂミ」…21日（土）１4時～15時 30分 
【対象】市内の小学生 先着 10 名 【持ち物】エプロン・三角巾・手ふきタオル 
【参加費】100 円 【講師】藤原久枝さん 
 

●手芸「すみっコぐらし」…22日（土）１0時 30分～12時 
【対象】４歳～小学６年生（小学生未満は保護者同伴） 先着 10 名 【講師】大橋梶さん 

 

大人向けイベント 
●折紙工房～鈴風～…18日(水) 10時～12時 

【対象】市内の大人 先着 10名 【参加費】800円 【講師】秦康雄さん 
 

●ママ応援事業 説明会…12日(木)10時～11時 
  ママのやりたい講座や企画を実現したい方を募集しています。 

 【対象】子育て中の母親 先着５名 【講師】益田紗希子さん 

 

●ビーズ教室『ウッドビーズのネックレスとイヤリング』…19日（木)10時～12時 
【対象】市内の大人 先着 10名 【参加費】2200 円 

【講師】菅江真弓美さん 西浦益代さん 

 

●ＤＶＤオペラシアター「ジョコンダ」ポンキエッリ作曲 …25日（水)13時～ 
【対象】市内の大人 先着 20名 【参加費】1000 円 【講師】澁谷文孝さん 

 

●リラクゼーション美文字書写 …26日（木)10時～12時 
【対象】市内の大人 先着 9 名 【参加費】100円 【講師】城野保さん 

★申し込み開始は 7月 4日(水) 定員をこえた場合もキャンセル待ちが可能です（参加できる場合、ご連絡させていただきます）。参加できなくなった場合は、早めに連絡をしてください。 

おやこむけイベント 
●ベビーマッサージ＆ミニ交流会…12・26日(木) 13時 30分～15時 

【対象】生後３ヵ月～１２ヵ月以下の親子、妊婦さん 先着 1５名 
 【参加費】300 円 【持ち物】バスタオル・替えオムツ・あかちゃんの飲み物 

 

●マタニティサロン～きらきら～…26日（木)15時 30分～17時 
 【対象】市内の妊婦さん 先着 10 名 【参加費】300 円 
 

●ママと一緒に英語であそぼう…8月 2日（木） ①10時～10時 40分 

                                ②11時～11時 40分 
【対象】①おしゃべりが始まった幼児 ②おしゃべりがまだの乳児  各 10 組 

 【参加費】300 円 【講師】竹内エリカさん 

●親子でリトミック！キャンディ♪メロディ…12日(木)10時 30分～11時 45分 
 【対象】①10時 30 分～ 満 1歳の親子       先着 15 組 

②11時 15 分～ 満２歳～未就学児の親子  先着 15組 
 【参加費】300 円 【講師】裏地由梨さん 山岸涼子さん 
 

●楽しい親子ヨガ…19日（木)10時 30分～11時 
出産後の骨盤調整やストレス発散に！子どもと一緒にヨガを楽しみましょう。 

【対象】市内の生後４ヶ月～２歳児の保護者 先着 10 名 

【参加費】300 円 【持ち物】ヨガマット（バスタオル）・飲み物・汗ふきタオル 

【講師】楠瀬恵さん 

   元気わくわくライブ♪ 
 7月２９日（日） 10：00～11：00 
【対象】 市内の０歳～小学２年生 先着 50名 

【出演】 小倉げんき（子どもの家ぞうさん保育園園長） 

げんきさんの楽しい歌にあわせて、親子で体を 

動かして楽しみましょう♪ 

 

小学生将棋大会 
７月１４日（土） 13時～15時 

【対象】市内の小学生 先着１６名   【講師】中田義仁さん 

将棋好きの小学生あつまれ！自分の実力をためしてみませんか？ 

たくさんの参加まってま～す！ 

劇団ぽこあぽこ 夏休み特別企画出演者募集! 
    毎週土曜日午前 10時～正午 

【対象】小学 3年生以上 

【内容】９月１日（土）のいけだ夢燈花で「カラフル」を演じる 

全員に 

参加賞あり 


