往復はがきでの申し込み
往信裏に必要事項を記入し、返信表には必ずあて名（住所、氏名）を記入してください
※結果は全員に通知します

1

市民活動サポートセン
ターの催し
①ポスターセッション
期間／7月8日㈬〜26日㈰
時 間 ／9時 〜21時30分 ※26
期間／8月30日㈰まで
日は10時〜16時
時間／10時〜17時（土・日曜日
内容／環境や自然の保全に取
は20時まで）※入場は閉館の
り組んでいる団体の活動紹介
30分前まで
②キッズライブ
観覧料／▶高校・大学生＝300
日時／7月11日㈯ 11時〜12時
円
（240円）▶一 般＝500円
（400
内容／市民活動団体による人
円）※中学生以下は無料。
（ ） 形劇など
内は20人以上の団体料金です。 ③夏の交流イベント「エコで
つながるおとなと子ども」
ギャラリー・トーク
期日／7月25日㈯・26日㈰
期日／7月4日・18日、8月29日
の各土曜日
時間／10時〜20時 ※26日は
時間／14時〜
16時まで
会場・問合せ／うらわ美術館
内容／▶環境に関する実験や
（浦和区仲町）
ゲーム ▶壊れたおもちゃを
ｌ827・3215、ｊ834・4327
修理する
「おもちゃの病院」
（26
※月曜日（7月20日㈷を除く）
、 日のみ）など
7月21日㈫は休館
《共通》
費用／無料 ※③は一部有料
お気軽にお越しください
のイベントがあります。
会場・問合せ／市民活動サポー
トセンター（浦和駅東口・コム
ｎ時間／9時〜17時
ナーレ9階）※③は浦和駅東口
ｎ会場／市役所東側広場内
駅前市民広場でも実施します。
今月の展示
ｌ813・6400、ｊ887・0161

ブラティスラヴァ世界絵
本原画展

市民ギャラリー

7月6日㈪〜12日㈰
第20回 あすなろ会 写真展

ブルーベリーの摘み取り

7月13日㈪〜19日㈰
フォトクラブM・L・P写真展
7月20日㈷〜26日㈰
浦和写真クラブ デジタル研究会
作品展
7月27日㈪〜8月2日㈰
折々の彩り写真展
（フォトサークルu）

ｎ問合せ／文化振興課
ｌ829・1226、ｊ829・1969
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期間／7月中旬〜
費用／500円（入園料）※100ｇ
当たり150円で持ち帰れます。
直売所など／下表のとおり
直売所
電話番号
西区清河寺（野原）
624・7973
見沼区御蔵（尾島）090・1797・7922
見沼区片柳（白子）090・2634・1030
緑区大崎（備藤）
878・0436
※販売時期や販売方法などは、上
記各直売所へ。

2009.7

問合せ／農業政策課
ｌ829・1378、ｊ829・1987

市指定文化財の公開

問合せ／予防課
ｌ833・8218、ｊ833・7529

人権問題研修会

日時など／下表のとおり
文化財

日時

会場

宿の祭ば 7/11㈯ 大久保神社（桜区
13:30〜 宿）
やし
ほか
神田の祭 7/11㈯ 八雲神社
（桜区神
りばやし 14:00〜 田）
ほか
7/11㈯ 田島氷川社
（桜区
17:00〜 田島）

田島の
獅子舞
し し ま い

（緑区中
駒形の祭 7/12㈰ 須賀神社
ほか
ばやし 12:00〜 尾）
中釘自治会館、秋
秋葉ささ 7/18㈯
葉神社、永昌寺
（い
10:00〜
ら獅子舞
ずれも西区中釘）
まんとう

砂の万灯

7/19㈰ 八雲神社
（見沼区
16:00〜 東大宮）

たい

氷川女體
（緑
7/31㈮ 氷川女體神社
神社の名
15:00〜 区宮本）
越祓え
はら

※時間は多少前後します。また雨
天の場合、実施の有無がそれぞれ
異なります。

問合せ／文化財保護課
ｌ829・1723、ｊ829・1989
※公共交通機関をご利用くだ
さい。

リサイクル自転車の販売
日 時 ／7月16日 ㈭ 10時 か ら
受け付け、10時30分から抽せ
ん（雨天決行）
会場／㈳市シルバー人材セン
（大宮区下町）
ター下町作業所
問合せ／同センター大宮事務
所 ｌ667・1150、ｊ667・0666

消防音楽隊
ミニコンサート
日 時 ／7月16日 ㈭ 12時20分
〜12時50分 ※雨天の場合は
30日㈭に延期
会場／市役所東側広場

日 時 ／7月16日 ㈭ 13時30分
〜15時30分
会場／大宮ソニックシティ
小ホール（大宮駅西口）
演題／「グローバル化時代の
企業と人権」講師…横田洋三
氏（中央大学法科大学院教授）
定員／496人（当日先着順）
費用／無料
問合せ／人権政策推進課
ｌ829・1132、ｊ829・1983
�いたま市民漫画展

チャレンジ作品集
期間／7月18日㈯〜8月30日㈰
時間／9時〜16時30分
内容／過去の入賞作品や市民
漫画展2008で選外となった中
から、部門別に作品を展示
入館料／無料
夏休み漫画資料室の開設
期間／7月18日㈯〜8月23日㈰
時間／10時〜16時
内容／約3,000冊の漫画単行本
が自由に読める

会場・問合せ／漫画会館（北区
盆栽町）
ｌ663・1541、ｊ667・4921

さいたまスーパーアリー
ナ夏祭り
期日／7月22日㈬・23日㈭

2

さいたま市ｈ http://www.city.saitama.jp/
時間／11時〜20時30分
内容／盆踊り大会、縁日、工
作や自転車の乗り方等の親子
体験教室 など ※入場無料
問合せ／㈱さいたまアリーナ
ｌ601・1122、ｊ601・1121
計画管理課
ｌ829・1577、ｊ829・1937

さいたま新都心を楽しむ
①さいたま新都心歌声ひろば

日 時 ／7月22日 ㈬ 12時15分
〜13時40分（荒天中止）
会場／けやきひろば1階 プラ
ザ2
②車いす・アイマスク体験
期日／8月1日㈯
内容／車いすやアイマスクで
バリアフリーの街を体験
持ち物／大判バンダナなど目
隠しができるもの
③さいたま新都心探検
期日／8月2日㈰
内容／パブリックアートやバ
ｎ

リアフリーの探検
④ボランティア体験
期日／8月8日㈯
内容／バリアフリーまちづく
りボランティアの体験
《②〜④共通》
時間／10時30分〜12時30分
対象／小学生以上の方 ※小
学1〜3年生は保護者同伴
定員／30人（先着順）
費用／ 無料
申 込 み ／7月3日 ㈮ の10時 か
ら、電話で、さいたま新都心
ふれあいプラザへ。
《共通》
問合せ／さいたま新都心ふれ
あいプラザ
ｌ600・3192、ｊ600・3196
計画管理課
ｌ829・1577、ｊ829・1937

社会を明るくする運動
講演会
日時／7月23日㈭ 13時〜16時
（12時30分から受け付け）
会場／埼玉会館 小ホール（浦
和区高砂）
演題／「最近の少年問題と大
人 の や く わ り 」講 師 … 湯 谷
優氏
（県 警 察 少 年サポートセ
ンター所長）

定員／500人（当日先着順）
費用／無料
問合せ／浦和区役所福祉課内
社会を明るくする運動�いた
ま浦和地区推進委員会事務局
ｌ829・6121、ｊ829・6238

綾瀬川みんなで水質調査
日時／7月24日㈮ 8時45分〜
16時（雨天決行）
会 場 ／見沼グリーンセンター
（北区見沼）
、渡良瀬遊水地
（栃
木県藤岡町）※バスで移動
対象／市内在住の小学3〜6
年生とその保護者
定員／30人（先着順）
費用／無料 ※昼食・雨具は
各自持参
申込み・問合せ／7月3日㈮〜
15日㈬の9時〜16時に、直接又
は電話で、市役所11階 河川課
へ。 ｌ829・1585、ｊ829・1988

子育てサロンはあとくらぶ
期日／▶7月24日㈮ ▶8月28
日㈮
時間／10時〜12時
内容／子育て中の親子が遊べ
るフリースペース、読み聞か
せ など
対象／乳幼児とその保護者
サ

㈶市文化振興事業団の催し・講座

申込みの送付先／〒336 0024 南区根岸1 7 1 ㈶市文化振興事業団

ク

ｎ催事・講座名など／下表のとおり
№

ｎチケット発売／電話で、文化振興事業団へ
（発売初日は10時から
販売）。※①・⑤は未就学児の入場は出来ません。

■真夏の夜の
ジャズコンサート
日時／7月25日㈯ 18時〜20時
会場／浦和駅東口市民広場
内 容 ／アマチュアとプロの共
演 ※荒天の場合、一部変更
あり
■サマーコンサート
日時／8月4日㈫ 18時30分〜
20時30分
会場／浦和コミュニティセン
ター（浦和駅東口・コムナーレ
10階）
出演／小倉貴久子（ピアノ）、
花崎 薫（チェロ）
定員／400人（先着順）
整理券の配布／7月18日㈯の
10時から、会場で配布（1人2
枚まで）
《共通》
費用／無料
問合せ／コムナーレ事業担当
ｌ813・6432、ｊ887・0164

ラ

№

※④の定員は各回395人（当日先着順）です。

コムナーレの催し

問合せ／SaCLaインフォメーションセンター ※日・月曜日、祝日
（月曜日が祝日の場合はその翌日も）を除く
ｌ866・4600、ｊ837・2572、ｈhttp://www.saitama-culture.jp/

ｎ公演名など／下表のとおり
公演名
日時
会場
費用
さいたまアンサンブル定期演
▶一般＝3,000円
7/10㈮
文化センター
① 奏会2009 記念イヤーと大ミ
▶学生＝2,000円
19:00〜 （南区根岸）
サ Vol.1室内楽の品格
（全席指定）
市民会館いわ
ばんばひろふみ
7/11㈯
3,800円
つき
（岩槻区
②
アコースティックコンサート 17:30〜
（全席指定）
太田）
ロビーコンサート 稲田志保子 7/23㈭
③
「たった一人のオーケストラ」 13:00〜
プラザイース
無料
8/1㈯
ト
（緑区中尾）
プラザシネマパラダイス
④
▶10:30〜
「WALL・E
（ウォーリー）」
▶14:00〜
天満敦子
9/26㈯
3,500円
⑤
文化センター
ヴァイオリンコンサート
14:00〜
（全席指定）
さいたま寄席シリーズ
市民会館うら 3,500円
11/14㈯
⑥ うらわ寄席❷
わ
（ 浦 和区 仲（全席指定）
14:00〜
「春風亭小朝独演会」
町）
7/18㈯発売開始

費用／無料
会場・申込み・問合せ／当日、
直接、生涯学習総合センター
（ 大 宮 駅 西 口・シ ー ノ 大 宮 セ
ンタープラザ10階）へ。
ｌ643・5651、ｊ648・1860

①

催事・講座名

日時

バックステージツアー 8/22㈯
〜舞台裏を探検しよう 9:00〜16:30

プラザKids Culture
②
「子ども陶芸教室」

7/24㈮
▶13:00〜14:00
▶15:00〜16:00
7/25㈯
▶13:00〜14:00
▶15:00〜16:00

会場

対象・定員・費用
市内在住又は在
学の 小 学3〜6年
生 20人 無料

プラザ 市内在住又は在
イースト 学の小学生
各10人
1,000円
（教材費など）

落語ワークショップ
7/30㈭、8/1㈯・4㈫・
市内在住又は在
「君も今日から座布団
7㈮・8㈯・9㈰
（全6回） 市民会館 学の 小 学3〜6年
③ 一枚!」
9:30〜12:00
うらわ
生 15人 1,000
※講師…三遊亭鳳志
※8/9は10:00〜16:00
円
（教材費など）
氏
（落語家）ほか
※③8月9日は発表会を行います。

ｎ申込み／往復はがき（1人1通のみ）で、講座名（②は日時も）、住所、
氏名、年齢、電話番号を、①は7月31日㈮、②は7月6日㈪、③は7
月17日㈮
（それぞれ必着）までに、〒336 0024 南区根岸1 7 1 同事業
団へ（応募多数の場合は抽せん）。
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各区役所の代表電話番号・ファクス番号
（総務課）
・所在地は、6頁に記載しています

※昼食は各自持参
会場・申込み・問合せ／はがき
ペットボトル・紙・ガラスの
（1人1通のみ）で、期日、住所、
親子工場見学会
リサイクル
氏名、学年、電話番号、保護者
期日など／下表のとおり
日時／8月5日㈬ 8時30分〜
の氏名を、7月14日㈫
（必着）ま
期日 コース
見学場所
17時
でに、〒338 0812 桜区神田950 1
日本山村硝子㈱
集合／8時20分に、大宮区役所
動物愛護ふれあいセンターへ。
A
埼玉工場
見学場所／㈱ヤクルト本社
茨
※結果は当選者にのみ通知しま
7/31㈮
㈱新井商店、日本大
B 昭和板紙㈱ 草加工
城工場など ※バスで移動
す。 ｌ840・4150、ｊ840・4159
場
対象／市内在住の小学4〜6
ジャパンテック㈱
はあといきいきプロジェ
C
日時／7月28日㈫ 9時〜16時
年生とその保護者
宇都宮工場
8/7㈮
クト講演会
日本山村硝子㈱
（応 募 多
集合／9時に、さいたま新都
定 員・費 用 ／20組40人
D
埼玉工場
日 時 ／7月29日 ㈬ 18時30分
数の場合は抽せん）無料 ※昼
心駅改札前
㈱新井商店、日本大
E 昭和板紙㈱ 草加工
〜20時30分
食は各自負担
見 学 場 所／市役所消防・議 会
場
8/21㈮
申込み・問合せ／はがきで、住
会場／大宮ソニック 市民ホー
施 設、NACK5ス タ ジ ア ム 大
ジャパンテック㈱
F
所、氏 名、子どもの学 年、電
ル
（大宮駅西口）
宮、地下雨水調節池 ほか
宇都宮工場
ま
話番号を、7月22日㈬
（必着）
演題／
「統合失調症〜再発を
※バスで移動
※いずれも東部リサイクルセンターを
見学します。なお、バスで移動します。 でに、〒330 0853 大宮区 錦町
防ぐかかわり方〜」講師…白
対象／市内在住の小学生とそ
集合／▶A・C・Eコース＝市役
682 2 消費生活総 合センター
石弘巳氏（精神科医）
の保護者
所 ▶B・D・Fコース＝大宮区
へ。※結果は全員に通知しま
定員／100人（先着順）
定 員 ／20組40人（ 応 募 多 数 の
役所 ※いずれも8時30分
す。 ｌ643・2239、ｊ643・2247
費用／無料
場合は抽せん）
対象・定員・費用／市内在住の
申込み・問合せ／7月7日㈫の
費用／無料 ※昼食は各自持
夏休み職場体験教室
小学生とその保護者 各40人
9時から、電話で、保健所 精
参
神保健課へ。
申込み・問合せ／電話又はファ （ 応 募 多 数 の 場 合 は 抽 せ ん ） 期 日 ／ ▶7月29日 ㈬ ▶8月
5日㈬
無料 ※昼食は各自持参
ｌ840・2223、ｊ840・2230
クスで、住所、氏名、電話番
申込み・問合せ／はがき
（1人1 時間／10時〜15時30分
号 を、7月20日 ㈷ ま で に、 �
1日食品衛生監視員
通4人まで）
で、コース、住所、 内容／動物の適正な飼養など
いたまコールセンターへ。
日時／8月1日㈯ 5時〜8時
を学ぶ
氏名、子どもの氏名・学年、電
※結果は全員に通知します。
集合／5時に、大宮市場（北区
対象・定員・費用／市内在住の
話番号を、7月15日㈬
（必着）
ま
ｌ835・3156、ｊ827・8656
吉野町）
小 学5・6年 生 各15人（ 応 募
でに、〒330 9588 浦和区常盤
問合せ／コミュニティ課
内容／大宮市場で、食の安全
多数の場合は抽せん）無料
6 4 4 廃棄物政策課へ。
ｌ829・1068、ｊ825・0665

親子で行く
公共施設見学会

親子環境施設見学ツアー

ｎ

※結果は全員に通知します。
ｌ829・1338、ｊ829・1991

宇宙劇場の催し・講座

7月の休館日／1日㈬、8日㈬、15日㈬
問合せ／ｌ647・0011、ｊ647・0066、テレホンサービスｌ641・1999
ｈhttp://www.ucyugekijo.jp/

①プラネタリウムのご案内「星空散歩 〜レイトショー」
ｎ日時／7月17日㈮ 19時30分〜 ※未就学児の入場はご遠慮くだ
さい。ｎ費用／▶小・中学生＝300円 ▶高校生以上の方＝600円
②星空散歩と朗読の夕べ
ｎ日時／7月20日㈷ 18時〜19時 ｎ内容／星空解説と共に、夏の
星座にまつわる世界各地の民話を朗読 ｎ費用／▶4歳〜中学生＝
400円 ▶高校生以上の方＝800円
③星空散歩＆天体観望会
「三日月を楽しみ、アルビレオ（二重星）を観る」
ｎ期日／7月25日㈯ ｎ内容／星空散歩で当日見られる天体につい
て解説後、天体望遠鏡で観望 ※中学生以下の子どもは保護者の同
伴が必要です。なお、観望会のみの参加は100人までです。
④親子で楽しむ星空散歩
ｎ期日／8月2日㈰・3日㈪ ｎ内容／子ども向けの解説後、屋上で
観望会を行う
《①〜④共通》
ｎ定員／250人
（先着順）ｎ申込み／①は当日の18時10分から、②〜④
はそれぞれ当日の16時40分から、JACK大宮3階 宇宙劇場で入場券

を発売 ※③で観望会のみ参加する方は、20時までに、直接、同劇
場5階ロビーへ
（星空散歩をご覧になった方からご案内いたします）
。
《③・④共通》
ｎ時間／18時〜19時＝プラネタリウム
「星空散歩」
、20時〜21時＝天
体観望会（雨天・曇天の場合、観望会は中止）ｎ費用／▶星空散歩…
4歳〜中学生＝300円、高校生以上の方＝600円 ※3歳以下の子ど
もは無料です。▶観望会＝無料
⑤親子望遠鏡教室
ｎ期日／▶7月29日㈬ ▶7月30日㈭ ｎ時間／18時〜19時30分
ｎ内容／望遠鏡を制作し、星空を観望
（雨天・曇天の場合は中止）ｎ対象／小・
中学生、高校生とその保護者 ｎ定数
／各10組
（応募多数の場合は抽せん）
ｎ費用／1,580円
（材料費）ｎ申込み／往
復はがきで、期日、住所、全員の氏名・
年齢、電話番号を、7月10日㈮
（必着）ま
でに、〒330 0853 大宮区錦町682 2 宇宙
劇場へ。

ｎ
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を守るための業務を体験する
対 象 ／市内在住、在勤又は在
学で、小学生以上の方
（小・中学
生は保護者同伴）
定 員 ／10人
（応募多数の場合
は抽せん）
費用／400円（傷害保険料）
持ち物／ゴム長靴
申込み・問合せ／はがき又は
ファクス で、全 員 の 住 所・氏
名
（ふりがな）
・年齢・性別・電話
番 号 を、7月16日 ㈭
（ 必 着 ）ま
でに、〒331‑0811 北区吉野町
2‑226‑1 食品衛生課へ。※結
果は全員に通知します。
ｌ662・7575、ｊ652・1536

打ち水大作戦

期日／8月3日㈪
時間／▶12時30分〜 ▶14時
〜（雨天中止）
会場／さいたま新都心駅西口
歩行者デッキ
内容／下水道施設で処理した
再生水で打ち水をする

問合せ／下水道総務課
ｌ829・1553、ｊ829・1975

ディスカバリー国会議事堂
日時／8月5日㈬ 12時30分〜
18時30分
集合／12時30分に、市役所正
面玄関前
内容／国会議事堂の見学、法
案審議の模擬体験 など ※バ
スで移動
対象・定員・費用／市内在住又
は在学で、小 学5年 生〜中学
生 80人
（応募多数の場合は抽
せん）500円
（傷害保険料など）
申 込 み・問 合 せ ／ 市 役 所2階
青少年育成課にある応募用紙
に記入し、郵送、ファクス又は
Eメー ル で、7月17日㈮
（必着）
までに、〒330‑9588 浦和区常
盤6‑4‑4 青少年育成課へ。※応
募用紙は市ホームページから
もダウンロードできます。また、
結果は全員に通知します。
ｌ829・1717、ｊ829・1960
ｆseishonenka@city.saitama.
lg.jp
ふれあい教室デイキャンプ

自然と遊ぼう
日時／8月7日㈮

10時〜15時

ｎ

青少年宇宙科学館の催し・講座
ｎ催事・教室名など／下表のとおり
№

催事・教室名／内容
日時
天体観望会／こと座と夏の 8/22㈯
①
星座を観察する
19:30〜20:30
8/1㈯・2㈰
工作教室／竹を使った風鈴
②
（全2回）
を作る
9:30〜11:30

対象・定員・費用
100人 無料

小学3年生〜中学生とその
保護者 10組20人
1,000円（材料費）
小学3年生〜中学生とその
天文宇宙教室／親子で簡易 8/1㈯
③
保護者 16組32人
天体望遠鏡を作り、月を見る 17:30〜19:30
1,800円
（材料費）
科学教室／不思議なコマを
小学3年生〜中学生 16人
④
作る
無料
8/22㈯
パソコン教室／パワーポイ 9:30〜11:30 小・中学生とその保護者
⑤
ントで4コマまんがを作る
10組20人 100円
（教材費）
顕微鏡教室／夏の土中の生 8/23㈰
小学3年生〜中学生 10人
⑥
物を見つける
9:30〜11:30 無料
気象の勉強室／雲の発生実 8/29㈯
小学3年生〜中学生 16人
⑦
験と簡易温度計を作る
9:30〜11:30 無料
自然観察教室／秋の野草を 8/30㈰
小学3年生以上の方 24人
⑧
探す
9:00〜11:30 無料
※⑧は浦和くらしの博物館民家園（緑区下山口新田）で、集合・解散

4

30分（雨天中止）
会場／埼玉会館 大ホール（浦
会場／グリーンライフ猿花
和区高砂）
キャンプ場（見沼区南中野）
対象／市内在住又は在学で、
内容／野外炊飯や木工細工
小・中学生とその保護者
対 象・定 員・費 用 ／ 市 内 在 住
定 員・費 用 ／1,250人（ 応 募 多
の小学4年生〜中学生 50人
数の場合は抽せん）無料
（先着順）無料
申 込 み・問 合 せ ／往復はがき
申込み・問合せ／7月6日㈪の （1人1通5人まで）で、代表者
9時から、電話又はファクス
の住所・氏名・電話番号、全員
で、住所、氏名、学年、電話
の氏名を、7月27日㈪
（消印有
番号を、㈳市シルバー人材セ
効）
までに、〒330 9588 浦和区
ンター本部事務所へ。
常盤6 4 4 環境総務課へ。
ｌ669・0303、ｊ669・0305
ｌ829・1325、ｊ829・1991

図書館バリアフリーサー
ビス展
期間／8月7日㈮〜9日㈰
時間／10時〜16時
内容／点訳絵本や布絵本等
の展示、音声パソコンの実演
など
費用／無料
会場・問合せ／中央図書館（浦
和駅東口・コムナーレ8階）
ｌ871・2100、ｊ884・5500
アースミュージカル

カッパのパッカとはるか
の夢
日 時 ／8月16日 ㈰
〜16時

14時30分

南郷どぶろくと
郷土料理の夕べ

日時／8月23日㈰ 18時〜20時
集合／当日の16時に、市保養施
設 ホテル南郷
（福島県南会津町）
定員／20人（先着順）
費用／5,000円（飲食代）
申込み・問合せ／7月4日㈮の
9時から、電話で、ホテル南
郷へ。
ｌ0241・73・2275
ｊ0241・73・2276

7月の休館日／月曜日（20日㈷を除く）、21日㈫
問合せ／ｌ881・1515、ｊ882・9702、ｈhttp://www.kagakukan.
urawa.saitama.jp/
▶①・⑧の申込み／7月10日㈮の9時から、直接又は電話で、青少年
宇宙科学館へ
（先着順）。▶②〜⑦の申込み／往復はがき（1教室1人
1通のみ）で、教室名、住所、氏名、年齢（学年）
、電話番号を、7月
10日㈮
（消印有効）までに、〒330 0051 浦和区駒場2 3 45 青少年宇
宙科学館へ（応募多数の場合は抽せん）。
■ワークショップ ※無料
ｎ日時／7月4日㈯ 10時〜11時50分 ｎ内容／おりがみで七夕飾
りを作る
■7月の日曜・祝日映画会 ※無料
ｎ時間／13時30分〜14時
■夏休みワクワクものづくり教室
ｎ期日／①7月25日㈯・26日㈰・28日㈫ ②7月31日㈮〜8月2日㈰ ｎ時
間／▶9時20分〜 ▶11時〜 ▶13時〜 ▶14時40分〜 ※各50分
ｎ内容／①月球儀を作る ②ミニプラネタリウムを作る ｎ対象／小
（材料
学生
（1〜3年生は保護者同伴）ｎ定員／各24人 ｎ費用／500円
（先着順）
。
費）ｎ申込み／実施日のそれぞれ9時から、直接、同科学館へ
7月5日㈰は、駐車場の利用はできません。
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