
費用表記がないイベントは無料

明石公園	 48-1722
七夕笹飾り
短冊に願い事を書いて、園の笹飾りに飾りましょう。
みんなの願い事は、神社でお祈りしてもらえます。

　6月18日㈯～7月7日㈭
　7月21日㈭～8月31日㈬は、遊具の利用時間が
18時までになります。

文化会館	 42-3511
親子ふれあい講座
親子でチャレンジ！おりがみ講座
親子でおりがみを折って、楽しく遊びませんか。
だまし船や紙飛行機の飛距離競争もします。

　7月16日㈯　10時～11時30分
　折り紙倶楽部
　小学生親子（親1人につき子2人まで）
　10組（先着順）
　100円／人
　7月2日㈯9時より電話又は直接

ここるっくしんかわ	 42-5569
おもちゃ図書館
おもちゃで遊んだり、貸し出しをします。

　第2・4日曜日　13時30分～15時
　へきなん福祉センターあいくる
　障害のある子とその保護者

へきなんこども園	 41-7394
地域子育て支援事業
親子でenjoy
風鈴作りを楽しもう。

　8月18日㈭　10時～11時
　就園前の親子
　6人（先着順）
　300円／組（おやつ・保険代含む）
　7月19日㈫9時より電話又は直接

七夕飾り、短冊を飾ろう！
願い事を書いた短冊や、七夕飾りを笹竹に飾ります。
小さな笹竹は、持ち帰ることもできます。

　7月3日㈰　10時～12時
　油ヶ淵水辺公園桃の園エリア
　50人程度
　　（当日先着順／小学3年生以下は保護者同伴）

　不要
　好きな折り紙や七夕飾り
　7月7日㈭、9日㈯、10日㈰、16日㈯～18日㈪、
8月4日㈭にも短冊を飾れます（各日10人程度）。

ウクレレの集い
童謡や懐かしい曲を演奏します。

　7月16日㈯　10時～11時30分
　油ヶ淵水辺公園桃の園休憩所
　10人　 　3歳以上
　ウクレレ（貸出し用4本あり）　
　不要

生き物観察会
油ヶ淵の田んぼビオトープにいる生き物を、捕まえ
て観察します。

　7月24日㈰　10時～12時
　　（受付9時30分～／荒天中止）

　油ヶ淵水辺公園田んぼビオトープ
　50人程度
　　（当日先着順／小学3年生以下は保護者同伴）

　不要
　汚れても良い服装（着替え）、長靴、帽子、タオ
ル、飲み物、タモ、観察ケースなど

油ヶ淵水辺公園	 41-1515
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発明クラブ	 43-5031

ものづくりセンター	 43-5031

夏休みアイデア工作教室
発明クラブであなたのアイデアを作品にしてみませか。

　7月21日㈭、22日㈮、26日㈫～28日㈭、8月2日㈫、3日㈬、5日㈮～10日㈬（8日㈪を除く）
9時～12時、13時～16時

　市内小中学生（小学2年生以下は保護者同伴）　 　各10人（先着順）
　7月5日㈫9時より電話

夏休み子ども工作教室
おもしろ科学実験
碧南工科高校環境科学科の先生や生徒によるものづ
くり教室です。人工イクラ、スライム、紫外線で変
色するレジン工作、マーブルうちわ、虹色万華鏡を
つくり、また、液体窒素で不思議な世界を体験しま
す。

　8月18日㈭　13時～16時
　小学3～6年生
　20人　
　500円

こどもパソコンIchigoJamをつくって遊ぼう
碧南工科高校電子工学科の先生や生徒によるものづ
くり教室です。こどもパソコンIchigoJamをはんだ
付け作業にて組み立てます。その後、自分たちでプ
ログラミングをして、ゲームをつくります。プログ
ラミングが初めてでも大丈夫です。

　8月4日㈭　13時～16時
　小学3～6年生
　20人　
　500円

モザイクタイルを使ったウッドクラフト
碧南工科高校建築デザイン科の先生や生徒によるも
のづくり教室です。いろいろな色のモザイクタイル
を使って、世界に一つだけのコースターや写真立て
をデザインします。

　8月2日㈫　9時～12時
　小学3～6年生
　20人　
　300円

特許出前教室＆工作教室
日本弁理士会東海会による出前講座です。電子紙芝
居で特許を楽しく分かりやすく学び、工作教室では
「はっぽうトレーと紙コップでできるホバークラフ
ト」を作ります。

　8月3日㈬　
　　13時30分～16時30分

　小学3～6年生
　20人
　300円

親子木工教室
愛知建連技能専門校の講師であるプロの職人さんなどの指導のもと、親子で作品を作ります。

　8月7日㈰　9時～12時
　①宝物箱②折り畳み椅子③ビー玉落とし
　小学3～6年生と保護者
　各5組
　①500円②③1,000円

ミニ四駆を作ってコースで走らせよう
碧南工科高校機械科の先生や生徒によるものづくり
教室です。手のひらサイズのミニ四駆を製作してコ
ース走行をします。

　8月9日㈫　9時～12時
　小学4～6年生
　20人　
　300円

全共通

　ものづくりセンター
　7月5日㈫～7月15日㈮にあいち電子申請・
届出システム

　申込多数の場合は抽せんです。

あいち電子申請・届出システムにも簡単アクセス
碧南市 LINE公式アカウント
欲しい情報を選んで受信！
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図書館本館・中部分館・南部分館

読書手帳発行！
図書館で印刷した読書シールを読書手帳に貼ると、
読んだ本の記録が残せます。発行数限定で各館で配
布します。無くなり次第終了です。

　7月21日㈭～8月31日㈬

図書館本館	

やってみよう！調べ学習
図書館の本やインターネットを使って、調べ学習に
挑戦してみよう。

　7月28日㈭～30日㈯9時～12時、13時～16時
　小学生（低学年は保護者同伴）
　各10人（先着順）
　7月10日㈰9時30分より直接、10時より電話

ホイール万華鏡をつくろう！
ビーズやスパンコールで飾った円盤をつけた万華鏡
を作ります。円盤を回しながら中をのぞくと、見え
る模様変わっていきます。

　8月5日㈮　10時～12時、14時～16時
　小学生（低学年は保護者同伴）
　各10人（先着順）
　7月17日㈰9時30分より直接、10時より電話

おはなし会スペシャル
ねこがいっぱい
へきにゃごがやってくるおはなし会を開催します。

　8月10日㈬　10時30分～
　大型絵本「ノラネコぐんだんきしゃぽっぽ」
中型紙芝居「こねこのしろちゃん」ほか

　小学生以下の子と保護者
　10組（先着順）
　7月23日㈯9時30分より直接、10時より電話

図書館の裏側へＧｏ！
図書館の裏側や地下に行ってみよう。

　8月11日㈭　10時～11時、15時～16時
　小学生以下
　各8人（先着順）
　7月24日㈰9時30分より直接、10時より電話

図書館南部分館	
工作教室
あら、不思議！消えるピザを作ろう
くるりと回すとピザが消える不思議なおもちゃを作
ります。

　7月31日㈰　10時～
　小学生（低学年は保護者同伴）
　10人（先着順／保護者1人につき児童1人）
　7月17日㈰9時より直接、10時より電話

クイズで学ぼう”SDGs”
全問正解者にはプレゼントがあります。SDGsがよ
く分かる本を集めた特集コーナーも設置します。

　8月2日㈫～21日㈰
　小学生以下　 　不要

おばけのおはなし会
ちょっぴり怖くて楽しいおばけの出てくるおはなし
会を広いアリーナで行います。おはなし会の後は迷
路で遊びます。

　8月27日㈯　10時～
　小学生以下　 　不要

図書館中部分館	

ポスター講座
コツを学びながら、ポスターを描いてみませんか。
図書館の本も参考にします。

　7月27日㈬　9時30分～12時（低学年）
　　　　　　　 13時～15時30分（高学年）

　市内小学生　 　各10人
　7月9日㈯～18日㈪に直接又はあいち電子申請・
届出システム

雑誌の付録抽選会
雑誌の付録の抽選会を行います。期間中に5冊以上
借りてくれた人に、応募券を配布します。
応募期間　8月6日㈯～14日㈰
引き替え　8月20日㈯～9月11日㈰

まるごとまほうとしょかん
魔法使いのおすすめ本を3冊セットにしました。読
みものセットと、魔法の実験セットがあります。ス
プーン曲げ用の紙スプーンのおまけつきです。

　7月21日㈭～8月7日㈰

まほうのカラーいんさつカードをつくろう
簡単に作れる工作セットを配布します。

　7月21日㈭～8月31日㈬

　図書館本館　 41-0894・中部分館　 41-1980・南部分館　 42-8211

夏休みは図書館へ行こう

2022.729



夏休み親子食育クッキング教室
　　　　　　　 　 　保健センター　 48-3751
暑い日が続きますが、食べることを楽しんでいます
か。碧南市健康づくり食ボランティア会員が食育ク
ッキング教室を開きます。親子で楽しく作りましょ
う。作ったものは持ち帰ります。

　7月28日㈭　10時～11時30分
　あおいパーク
　食事バランスクイズ、調理実習
(調理予定：焼きカレーパン、エビマヨサラダ、人参
ゼリー）

　小学3年生以上の子と保護者
　10組（先着順／保護者1人につき児童1人）
　400円／組
　7月6日㈬より直接又は電話で保健センター
※1回の電話につき、1組の申し込みです。

サン・ビレサマーイベント（夏まつり）
　　　　　　　 　 　サン・ビレッジ衣浦　 41-2655

小さな子どもから高齢者まで楽しめるイベントです。また、キッチンカーも出店しますので是非来てください。

愛知教育大学連携公開講座
地層、岩石、化石から探る
郷土の大地の成り立ちと特徴
　　　　　　　　 　 　生涯学習課　 42-3511
地質の研究によって解明された大地の成り立ちと特徴
について、分かりやすい言葉の解説で学びます。

　8月27日㈯　10時～12時
　文化会館　5階研修室2
　星博幸氏（愛知教育大学教授）
　小学5年生以上
　40人（先着順）
　300円（当日集金）
　7月15日㈮より直接

親子で行く
森林体験バスツアー
　　　  　 　経営企画課政策推進係　 95-9865
(公財）矢作川水源基金にて水の大切さや森の役割を学
べる夏休みの親子企画として森林体験バスツアーを
開催します。

　7月31日㈰　7時30分～17時30分
(雨天決行／荒天中止）
※市役所東側駐車場に7時30分に集合です。

　旭高原元気村（豊田市）周辺
　間伐体験、ガイドによる森林散策
　市内在住の小学生と保護者（未就学児の同伴は
不可）

　15人程度（申込多数の場合は抽せん）
　無料
　7月11日㈪17時（必着）までに参加者全員の①住
所②氏名（フリガナ）③性別④生年月日⑤電話番号
(自宅及び携帯電話）を電話、FAX（ 48-0077）又は
メール（ keieika＠city.hekinan.lg.jp）で経営企画課

夏休み親子下水道教室
　　　  　 　衣浦東部浄化センター　 48-8210
施設見学スタンプラリー、微生物観察、簡単工作を
します。参加者にプレゼントもあります。

　7月28日㈭
10時～12時30分、13時30分～16時

　衣浦東部浄化センター
　小学生と保護者
　各10人（先着順）
　7月1日㈮～15日㈮の9時～17時（土日除く）に
電話又は直接

共通 　7月23日㈯　 　サン・ビレッジ衣浦　

内容 時間 定員 申し込み

子ども向け
水上遊具で遊ぼう

10時～17時 ー 不要ミニゲームで遊ぼう（スーパーボール
すくい、ボール投げなど）

大人向け
ハタヨガ 17時15分～18時15分

各18人 電話又は直接格闘系ボクササイズ 18時30分～19時
リラックスヨガ 19時15分～20時15分
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