第２弾
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五日市センター
︵☎５３３・０３３０︶

●費用…１回千円

14

30

▽靴下人形教室 靴下︵１足︶
を使って、かわいいモンキー
人形を作ります。
午後１時

携帯電話、スマートフォンか
ら申し込む方は、次のコード
をご利用ください。

▽申込み・問合せ 二宮考古館
︵〒１９７ー０８１４ 二宮
１１５１、☎５５９・８４０
０︶

いきいきセンター
﹁介護予防教室﹂参加者募集

分

楽しい脳トレや中国式体操
で、危険回避や柔軟性を高め、
介護予防をします
▽日時 ８月２日・９日・ 日
の水曜日 午後１時〜２時
▽場所 いきいきセンター集会
室
歳以上の方
▽対象
人︵申込み順︶
▽定員
▽持ち物 飲み物、タオル
▽費用 無料
▽その他 グループ参加可
▽申込み方法 ７月 日㈪まで
に申し込んでください。
▽申込み・問合せ いきいきセ
ンター︵☎５５８・３３４４︶
分〜３時

人︵申込み順︶

●講師…成田美砂さん
●定員…

●持ち物…裁縫道具
●費用…千円︵材料費込み︶

（以下は広告枠です）

五日市図書館（☎595−0236）

ひよこのおはなし会
○日時 ７月22日㈯ 午前11時〜11時30分
○対象 １歳から３歳までの子どもとその保護者

中央図書館増戸分室（☎596−0109）

本のテーマ展示
○テーマ 「どくしょのすすめ−夏休みによみた
い本−」（児童向け）
・期間 ７月16日㈰〜８月31日㈭まで

おはなし会
○日時 ７月23日㈰ 午前11時〜11時30分
わらべうたのじかん
○日時 ７月24日㈪ 午前11時〜11時20分
○対象 ０歳から３歳までの子どもとその保護者
ボランティアおはなし会（おはなしタ・ン・ト）
○日時 ７月26日㈬ 午後３時〜３時30分
中央図書館開館10周年記念事業
○組みひものしおりづくり
・日時…８月１日㈫ 午前11時〜正午、午後２時
30分〜３時30分
・対象…幼児から大人まで（幼児は保護者同伴）
・定員…各回35人（先着順）
○夕方６時からのＤＶＤ映画会
・日時…８月１日㈫〜３日㈭ 午後６時から

ボランティアおはなし会（絵本とおはなしの会）
○日時 ７月23日㈰ 午前11時〜11時30分
くらいおへやで夏のドキドキおはなし会
○日時 ７月26日㈬ 午後３時30分〜４時
ひよこのおはなし会
○日時 ７月27日㈭ 午前11時〜11時20分
○対象 １歳から３歳までの子どもとその保護者

７月の休館日
○中央図書館 毎週金曜日と18日㈫
○東部図書館エル、五日市図書館、中央図書館増
戸分室 毎週月曜日
「夏休みわくわくハッピーパック」（小・中学生
向け）
職員が選んだ本の福袋です。なくなり次第終了
します。
○期間 ７月21日㈮〜８月３日㈭
○場所・対象
・東部図書館エル…（小学生）30袋
・五日市図書館…（小中学生）40袋
夏休み！子ども図書館員（体験）
○日時
・五日市図書館…７月26日㈬ 午前10時30分〜
正午
・東部図書館エル…７月27日㈭ 午後１時〜３時
○対象 市内在住・在学の小学校４年生から中学
校３年生まで

中央図書館（☎558−1108）

・場所…中央図書館２階会議室

東部図書館エル（☎550−5959）

○定員 各館３人（申込み順）
○申込み方法 参加希望の図書館に電話か直接窓
口で申し込んでください。
○内容 カウンター体験、本の返却・配架、図書
館見学

図書館からのお知らせ
図書館からのお知らせ

携帯電話用
スマートフォン用
23

二宮考古館夏休み体験教室

る方法で作ります。
●期日…８月
日㈪︵３回目︶
・ 日㈯︵４回目︶
●定員…各
人︵抽選︶
▽時間 午後１時 分〜３時
分
▽場所 二宮考古館
▽講師 文化財係職員
▽対象 小学生以上
※小学４年生以下は保護者同伴
▽費用 各１００円
▽申込み方法 ７月 日㈭︵必
着︶までに、往復はがきに講
座名、希望日、郵便番号、住
所、氏名︵参加者全員︶、年
齢、電話番号を記入の上、郵
送してください︵返信用表面
にも返信先を記入︶。
※まが玉づくりは両日の申込み
はできません。
※市 ホ ー ム ペ ー ジ の ﹁ 電 子 申
請﹂から申し込みできます。

30
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●日時…８月３日㈭

31

紙に貼って図鑑を作ります。
●期日…８月
日㈯
●定員…
人︵抽選︶
▽②まが玉づくり 古墳時代の
アクセサリーを簡単に楽しめ

20

12

12

萩野センター
︵☎５５０・２７２２︶

30

10

10

10

▽夏休み企画 バブルアート
色をつけたシャボン玉で紙に
模様をつけ、はがきやブック
カバーに仕上げます。夏休み
中のお孫さんと一緒に参加で
きます。
●日時…８月２日㈬
午後１時
分〜２時 分
●講師…辻かおりさん
●定員…
人︵申込み順︶
●費用…大人５００円、子ども
３００円︵材料費込み︶

30

夏休みの自由研究におすすめ
の教室です。
▽①土器！ドキ！図鑑づくり
市内の遺跡から出土した本物
の縄文土器の拓本を取り、台

30

※子どもは幼児から小学生まで
が対象です。
▽水彩画入門 基礎から指導し
ます。
●日時…８月〜
月まで毎月第
２・第４火曜日 午後１時〜
３時
●講師…水彩画講師
●定員…
人
●持ち物…詳しくは、お問い合
わせください。

12

電子申請QRコード
30

20 16
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●講師…松本直美さん
高齢者げんき応援事業
●定員…各
人︵申込み順︶
●持ち物…裁縫道具、着物︵お
持ちの方︶
高齢者在宅サービスセンター
では、市内在住の 歳以上の方 ※初級の方は、バックなどの小
を対象に次の事業を実施します。
物、中級の方は、洋服などを
※受付時間…平日午前９時〜午
作ります。
後５時
※着物をお持ちでない方は、ご
相談ください。
開戸センター
●費用…１回５００円︵材料費
︵☎５５０・２７５５︶
別︶

10

65

▽かんたん手芸教室 かわいい
小物づくりをしましょう。
●日時…７月〜
月の毎月第３
金曜日 午後１時 分〜３時
●講師…松本直美さん
●定員…
人︵申込み順︶
●費用…１回５００円︵材料費
別︶
▽着物リメイク︵初級、中級︶
不要になった思い出の着物を
リメイクしましょう。
●日時…７月〜
月 午後１時
分〜３時
＊初級…毎月第４金曜日
＊中級…毎月第２水曜日
30
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