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平和祈念講話会、上映会、平和展
▶問合せ　企画グループ☎079（435）0356

　戦争の恐ろしさや、悲惨さ、そして平和の尊さを考えていただくために講
話会や上映会などを開催します。この機会に平和について考えてみませんか。

チョ～人気！ オポナカムラ夏休み教室
▶問合せ　郷土資料館☎079（435）5000

▶申込み　事前の申し込みが必要です。先着順に受け付けます

地域交流手作り会「竹水鉄砲づくり」
▶問合せ　南部子育て支援センター☎079（437）4188
　天然の竹を使って、地域の方々と一緒に水鉄砲を作って遊びませんか。
▶日時　８月25日（木）10：00～11：30
▶場所　南部子育て支援センター
▶対象　小学生（保護者同伴であれば就学前の子どもでも可）
▶定員　先着20人　　
▶費用　100円
▶申込み・問合せ　７月４日（月）午前９時から南部子育て支援センターで
　　　　受け付けます。費用を添えて申し込んでください
※電話での申し込みはできません。

平和祈念講話会
▶日時　7月29日（金）
10：00～11：30
▶場所　中央公民館　大ホール
▶内容　記録映像の上映と、播磨
地域の戦争について
※申込不要。当日受け付けです。

８月15日（月）12：00
戦没者に追悼の意を表すサイレン
を鳴らします。
１分間の黙祷をささげましょう。

平和上映会「The A-bomb
ヒロシマで何が起こったか」
　被爆から約２ヵ月後に撮影され
た映像を元に製作された教育映画。
広島の原爆を、熱線被害、爆風被
害、放射線被害、救護活動の４項
目に分け、当事者の証言インタビ
ューを織り交ぜながら原爆を知ら
ない若い世代にも分かりやすく伝
える作品。
▶日時　８月４日（木）、７日（日）
　　　　14：00～15：00
▶場所　図書館　視聴覚室
※申込不要。当日受け付けです。

平和展
　広島・長崎の原爆について広島
平和記念資料館からお借りした貴
重な資料を展示します。
▶期間　８月２日（火）～15日（月）
▶場所　中央公民館　ロビー
　　　　図書館２階　ロビー
▶問合せ　企画グループ
　　　　　☎079（435）0356
　　　　　図書館
　　　　　☎079（437）4500

教室名／内容 日時／定員／費用／その他

藍の生葉で古代染め（半日）
藍の葉っぱをたたいてＴシャツや布製のバックに模様
をつけたり、葉っぱの汁でシルクをスカイブルーに染
めてすてきなショールを作ります。

７月24日（日）13：30～15：30
▶定員　15人　▶費用　500～1,500円
▶持ち物　白Ｔシャツ持参

古代窯で土器を焼こう（３日間）
２㎏の粘土で土器や埴輪を作り、古代窯で焼きます。
みんなで窯も造るので、でき上がった土器は本物そっ
くりです。

作品づくり　８月３日（水）
10：00～16：00
窯づくり・窯たき　８月20日（土）
窯出し　８月21日（日）
▶定員　20人　▶費用　600円

革でペンケースを作ろう（半日）
手ざわりのよい本物のなめし革でペンケースを作って
みませんか。ケースには絵を描くことができるので、
世界に一つのペンケースと好評です。初めての方も大
歓迎です。

８月27日（土）10：00～12：00
▶対象・定員　小学４年生以上20人
▶費用　1,500円（上質な牛皮を使用します）

弥生のはた織りに挑戦（２日間）
弥生時代のはた織り機で、弥生人になりきって、毛糸
を使って素敵なマフラーを織ります。この教室は、近
隣でやっているところはありません！

８月６日（土）、７日（日）10：00～16：00
▶対象・定員　小学３年生以上10人
▶費用　500円

ペーパークラフト
資料館に保存されている機関車ＤＣ302と客車ハフ5の
45分の１スケールのペーパクラフトを作ります。

８月13日（土）
①10：00～12：00②13：00～15：00
▶定員　各回20人　▶費用　300円

万華鏡を作ろうⅡ（半日）
鏡の反射で模様が変わる万華鏡を作ります。

８月28日（日）10：00～12：00
▶定員　20人　▶費用　200円

ミニ竪穴住居をつくろう（２日間）
竪穴住居の構造を学習し、自然の木を使って1/30の小
さな竪穴住居を作ります。夏休みの宿題になるかも。

７月30日（土）、31日（日）
10：00～16：00
▶定員　10人　▶費用　500円
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播磨町子どもサマーセミナー
▶問合せ　学校教育グループ☎079（435）0545
▶締切日　６月27日（月）
▶申込方法
（１）町立幼稚園・小学校の園児児童は、学校園から配布する「サマーセミ

ナー」用紙で学校園から申し込んでください
（２）第２庁舎２階教育委員会学校教育グループでも、申し込み用紙がありますので、お申し込みください 
※定員を超えた申し込みがあった場合、７月12日(火）までに学校園を通じて結果をご連絡します。（町立幼稚園・
小学校以外の園児児童には直接連絡します）

子ども防災体験キャンプ

　子ども防災体験キャンプは、震災を想定した１泊２日の体験活動を実施しま
す。

　今年はキャンプの冒頭に、シンガーソングライター石田裕之さんによる地震の怖さ、命の大切さをテーマにした歌
とお話を伺います。ぜひ、親子でご参加いただき、子どもと共に「防災」と「命の大切さ」についてお考えくださ
い。
▶日時　７月21日（木）14：00～
　　　　　　22日（金）14：00　１泊２日
▶場所　中央公民館、県立考古博物館　他　　
▶対象　小学５・６年生
※石田裕之さんの講演は、どなたでも無料
　で参加できます。直接会場へお越しくだ
　さい。
　７月21日（木）14：00～県立考古博物館
▶定員　24人（定員を超えた場合は、
　　　　説明会で抽選します）
▶費用　1,500円（説明会で徴収します）

▶問合せ　生涯学習グループ☎079（435）0565
　　　　　　　　　　　　　　079（437）4193

播磨町・朝来市住民交流事業夏休み子どもチャレンジ教室

　小学生の皆さん！播磨町が交流をしている朝来市の子どもたちと一緒に親
元を離れてみんなと仲良く力を合わせ、いろんなことにチャレンジをしてみ

ませんか？
　初日は、明石市立天文科学館で、プラネタリウム鑑賞と施設見学を行います。その後、加古川市立少年自然の家
に向かい、アドベンチャーコース体験、キャンプファイア、宿泊生活などを通して交流を深めます。
　翌日は朝来市の友達と共に朝来市に向かい、魚のつかみどりやフォレストアドベンチャーでジップスライド体験
をします。夏休みのすばらしい思い出と新しいお友達をたくさん作りましょう。
▶日程　７月26日（火）～27日（水）　１泊２日
▶宿泊先　加古川市立少年自然の家
▶対象　町内在住の小学３・４年生
▶募集人数　25人
※応募多数の場合は抽選を行います。昨年の参加者も
　応募できますが、本事業に参加経験の無い小学生の
　抽選を優先します。
※当選者には７月８日（金）までに連絡します。
▶費用　5,000円（参加者説明会で集めます）

①子ども料理教室
　７月21日（木）
　９：30～12：30
▶場所　南部コミセン
▶定員　20人
▶内容　ドライカレー、サ
ラダ、オレンジゼリー

②子ども料理教室
　７月25日（月）
　９：30～12：30
▶場所　西部コミセン
▶定員　20人
▶内容　ごはん、わかめ
スープ、チキン南蛮、ミニ
トマトとキュウリ、白玉あ
ずきかき氷

③子ども料理教室
　７月26日（火）
　９：30～12：30
▶場所　東部コミセン
▶定員　20人
▶内容　ラップロールパ
ン、グラタン、マンゴース
ムージー

④子ども料理教室
　７月28日（木）
　９：30～12：30
▶場所　野添コミセン
▶定員　20人
▶内容　トマトスパゲッ
ティ、ミモザサラダ、フ
ルーツサイダー

●子ども英語教室　あいさつ、歌、ゲームなどを通じて英語に親しむ教室です。（無料）　　
　▶場所　中央公民館　第２研修室　　▶講師　外国人講師（㈱インタラック）　　▶定員　各教室30人

●⑫親子理科教室
－みぢかなことを親子で「かがく」しましょう－
３・４年生の理科の学習内容ですが、１・２年生や
５・６年生、保護者の方も楽しめる実験と工作です。
プロの実験ショーもあります。
▶日時　７月27日（水）９：30～12：00
▶場所　中央公民館　地下実習室
▶内容　①おどる紙におどろいた!!②お天気調べに役
立つグッズ③ふしぎでおもしろいふ～り～こ？④ラッ
プの芯で科学遊びと○○工作
▶講師　斎藤賢之輔（バンドー神戸青少年科学館サイ

エンスコーディネーター）
▶対象・定員　小学生と保
護者25組（必ず親子で参
加）
※材料を持参できる方。
▶費用　400円
▶持ち物　はさみ、細字か中字用マジックペン（すき
な色　２、３色）、ラップの芯（長さ自由）１本、セ
ロハンテープ（小）、メモ帳、筆記用具

●⑬小学生のためのロボット教室
▶日時　８月２日（火）９：30～12：00　
▶場所　中央公民館　大ホール
▶内容　ロボットのお話。ロボット（走行型リモコン
ロボ）の組み立て。動かしてサッカーゲームをしてみ
よう
▶講師　森山潤（兵庫教育大学大学院教授）
▶対象・定員　小学４～６年生 30人（保護者も参加

する場合は小学１～３年生も可）
▶費用　無料（組み立てた
模型ロボットはバラして回
収します）
▶持ち物　筆記用

●子ども料理教室　小学４・５・６年生を対象にした料理教室です。
　　▶講師　栄養教諭、給食調理員　　▶費用　350円　　▶持ち物　エプロン、三角巾、マスク、ふきん２枚
　　※当日、手にけがをしている場合は、調理ができないことがあります。
　　※調理のマナー（つめ、髪の毛、服装）を守って、楽しい料理教室にしましょう。

▶問合せ　NPO法人スポーツクラブ21はりま
　　　　　☎079（437）2201

▶申込方法　所定の申込用紙に必要事項を記入のうえ、生涯学習
グループにご提出ください（ＦＡＸまたは郵送可）

　〒675－0182　播磨町役場生涯学習グループ
　☎０７９（４３５）０５６５　　０７９（４３７）４１９３
▶申込期限　７月５日（火）17：00
●説明会　参加費を徴収します。説明会を欠席すると、防災体験

キャンプには参加できません
▷日時　７月８日（金）19：00～20：00
▷場所　中央公民館

▶応募方法　住所、氏名、電話番号、学校名、学年、参
加経験の有無および保護者氏名を記入して、ＦＡＸか
郵送または直接お申し込みください
▶締切日　７月５日（火）
●参加者説明会　
▷日時　７月12日（火）18：30～
▷場所　総合体育館
※必ず参加者と保護者が一緒に出席してください。
▷申込み・問合せ
ＮＰＯ法人スポーツクラブ21はりま
〒675-0154播磨町本荘７０－１
☎０７９（４３７）２２０１
　０７９（４３７）３３８２

⑤子ども英語教室（園児） 11：00～11：45
⑥子ども英語教室（小１）  ９：00～ ９：45
⑦子ども英語教室（小２） 10：00～10：45
⑧子ども英語教室（園児） 11：00～11：45
⑨子ども英語教室（小１）  ９：00～ ９：45
⑩子ども英語教室（小２） 10：00～10：45
⑪子ども英語教室（園児） 11：00～11：45

７月25日（月）

７月26日（火）

７月28日（木）
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いきいきセンターの夏休みイベント情報
▶問合せ　健康いきいきセンター☎079（435）5578

●夏休み短期水泳教室
　水慣れ～四泳法まで自分にあったレベルで楽しく練習しよう！
▶対象　年中～小学生
▶申込み　健康いきいきセンターで費用を添えてお申込みください
※電話での予約もできますが、１週間以内に健康いきいきセンターで費用のお支払いをお願いします。

①

②

③

④

⑤

７月21日（木）～７月22日（金）

７月25日（月）～７月29日（金）

８月 １日（月）～８月 ５日（金）

８月 ８日（月）～８月12日（金）

８月22日（月）～８月26日（金）

コース 日程

５日間

２日間
定員

40人

費用（税込）

2,160円

5,400円

時間

８：30～９：30

●いきいきサマースクール
　お友達と一緒に、宿題をしたあとプールでスノーケ
リングやサーフィン、オリジナルコップ作りをして楽
しもう！お弁当やかき氷もお楽しみに♪
▶日程・内容

▶時間　10：00～14：00
▶対象　小学生
▶定員　Ａ・Ｂコース20人　Ｃコース30人
▶費用　2,000円（税込）　

●＋ Active Challenge
　外に出てサーフインや川遊びをしよう！海や川には
どんな生き物がいるのかな？夏しかできないことにチ
ャレンジしてみよう！

▶時間　12：15～17：30
▶場所　芦屋浜または芦屋川
▶定員　各コース10人
▶費用　4,200円（税込）

播磨小学校プールを一般開放します！
▶問合せ　生涯学習グループ☎０７９（４３５）０５６５
　夏休み期間中、播磨小学校のプールを一般に開放します。小学生以外の方も利用できますので、ご家族、ご
友人と水泳を楽しんでください。
▶開放期間　７月21日（木）～８月19日（金）
▶時間　　午前の部10：00～12：00　　午後の部13：00～15：00（入れ替え制）
▶使用料　１人１回100円
※注意事項　
　・駐車場はありませんので、徒歩または自転車でお越しください
　・更衣室にロッカーがあります。1回100円ですが、お金は使用後に戻ります
　・小学３年生以下は保護者の同伴が必要です。同伴者も使用料が必要です
　・小学３年生以下が大プールに入る場合は、保護者も一緒に入水してください
　・幼児は小プールにしか入れません。保護者も一緒に入水してください。おむつは外してください
　・小学４年生以上は大プールにしか入れません。浮き輪やビーチボールなどは持ち込めません
　・プール内では飲食、喫煙はできません
　・感染症と認められる方、酒気を帯びている方、刺青を入れた方は入場できません

 　　  日程 　　プールプログラム
Ａ ７月25日（月） サーフィン
Ｂ ８月 １日（月） スノーケリング
Ｃ ８月10日（水） 工作（オリジナルコップ）

 　　 日程   野外プログラム 　  対象
Ａ ７月24日（日） サーフィン 小学生
Ｂ ７月31日（日） カヤック
Ｃ ８月21日（月） リバーウォーク 年中～年長

夏休みお助け工房
▶問合せ　加古郡リサイクルプラザ☎079（437）7671
　夏休みの宿題（工作）でいろんなモノ作りにチャレンジしてみよう。大人
の方の参加も大歓迎です。
▶対象　播磨町または稲美町に在住の小学生以上の方（小学３年生までは、
保護者同伴）

▶予約受付開始　７月４日（月）8：30～　予約制です。それぞれ定員になり次第受付を終了します。予約開始日
の午前中は、電話が集中し繋がりにくくなりますが、その日のうちにすべての予約がいっぱいになるわけではあり
ません。予約は、１家族につき２日までとさせていただきます

コ　ー　ス　名

①

②

③

ガラスのアクセサリー作り
　色ガラスを加工して、ストラップやヘアピンなどを作ります。

紙すき はがき＆万華鏡作り
　牛乳パックを利用した紙すきではがきと万華鏡を作ります。
　【持ってくる物】バスタオル　１枚

ガラス製貯金箱作り
　ガラスで作ったかわいい貯金箱に絵付けをします。
　（何を描くかデザインや絵などを考えておいてください）

④

⑤

⑥

⑦

⑧

ガラス製時計作り　※作品は後日の引き渡しとなります。板ガ
　ラスに模様をつけて、自分だけの時計を作ります。
　【持ってくる物】白い紙にデザインや絵などを描いておいて
　ください（約16㎝×16㎝）

牛乳パックの小物入れ作り
　牛乳パックを使って、小物入れを作ります。
　【持ってくる物】牛乳パック（開いてない物）５枚

ガラスのリメイク
　熱で柔らかくしたガラスびんを加工し、オリジナルグラスを
　作ります。※小学校４年生以上対象　※作品は後日の引き渡
　しとなります。

⑨
ガラスの風鈴作り
　大人気の風鈴の絵付けです。涼しい音色が人気を呼んでいます。
　（何を描くかデザインや絵などを考えておいてください）

⑩
廃油キャンドルとサンドブラスト
　砂を当てて模様をつけたグラスで、廃油キャンドルを作ります。
　【持ってくる物】食用廃油（量の多少は問いません）

⑪
親子の木工教室
　木工職人から木の話を聞きながら、イス作りにチャレンジします。
　※親子で参加できる方が対象

⑫

⑬

⑭

ペットボトル工作
　ペットボトルを利用して貯金箱などを作ります。
　【持ってくる物】500mlペットボトル２本

判子作り（サンドブラスト）
　ガラスの判子に砂を吹きつけ加工し、自分の名前や好きな模
　様をつけた判子を作ります。　※カッターナイフを使います。
トンボ玉教室
　ガラス棒を溶かして棒に巻き付けてトンボ玉を作ります。
　※小学校４年生以上対象　※模様玉及び金具類は別途実費を
　いただきます。

ペーパーウェイト作り（サンドブラスト）
　ガラス製のペーパーウェイトにサンドブラストで絵を描きます。
　※カッターナイフを使います。

紙バンドのカゴ作り
　再生紙を使って小物カゴを作ります。
　（犬、猫、普通カゴのどれか）
　【持ってくる物】洗濯バサミ（小）10個

７月９日（土）10日（日）
※先行予約可能です

７月21日（木）

７月28日（木）

７月29日（金）、
８月12日（金）

７月21日（木）
８月11日（祝）、12日（金）
※７月22日（金）午前のみ

9：30～12：00

13：30～16：00

13：30～16：00

８人 500円

15人 300円

9：30～12：00

9：30～12：00

13：30～16：00

9：30～12：00

9：30～12：00

9：30～12：00

10人 300円

５人 500円

７月23日（土）、24日（日）

７月28日（木）、29日（金）

７月30日（土）、31日（日）

13：30～16：00

８人 1,500円

15人 100円

８月18日（木）、19日（金）
※８月４日（木）、５日（金）

午後のみ

８月６日（土）、７日（日）
20日（土）、21日（日）

８月５日（金）

８月５日（金）

８月10日（水）

８月13日（土）、14日（日）

9：30～12：00

13：30～16：00

9：30～12：00

13：30～16：00

9：30～12：00

13：30～16：00

13：30～16：00

9：30～12：00

9：30～12：00

10人 300円

10人

10組

300円9：30～12：00

13：30～16：00

15人 100円

2,000円

８人 300円

８人 500円

9：30～12：00

４人 500円

20人 300円

日　程 時　間 参加費定員

各イベントとも申し込み受付中です。定員になり次第、締め切ります

いれずみ

つな

プラス アクティブ チャレンジ
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兵庫県立
　考古博物館の催し

企画展「夏休みこども博物館　探検！古代の世界」
　古代の世界はナゾがいっぱい。マスコットキャラ
クター“ほったん”と楽しくあそびながら、古代の
世界を探検します。
▶会期　７月23日（土）～９月４日（日）
▶観覧時間　９：30～18：00（入場17：30まで）
イベント 「バックヤード見学ツアー」
　ふだんは見ることができない博物館の舞台裏を案
内します。
▶日時　７月20日（水）、８月３日（水）、17日（水）、
31日（水）14：00～14：40
▶対象・定員　どなたでも参加できます。15人
※観覧券が必要です。

イベント 「クイズ＆スタンプラリー」
　クイズを解きながら館内を巡るスタンプラリーです。
▶日時　７月24日（日）、31日（日）13：30～15：00
（受付14：30まで）
▶対象・定員　どなたでも参加できます。50人
※観覧券が必要です。
イベント 『こども考古学教室「古代の家を作っ
てあそぼう」』
　段ボールやパネルを使って、中に入って遊べる古代
の家（竪穴住居風）を作ります。作品はお持ち帰りい
ただけます。
▶日時　７月30日（土）、８月13日（土）13：30～
15：00
▶対象・定員　小学生以下（保護者の参加可）　20人
イベント 『考古博DE夏祭り』
　泥めんこに色ぬり、射的あそびなど、楽しい古代体
験が盛りだくさん！大抽選会も開催します。
▶日時　８月11日（祝）12：30～15：30
▶対象　どなたでも参加できます

夏休み下水道施設見学
　〝下水道〟は、きれいな町や川、そして海を守る
ために大切な役割を果たしています。
　家庭から出る下水を、どのようにしてきれいな水
にもどしているかご存知ですか？
　加古川下流浄化センターで施設見学会を開催しま
す。記念品やくじ引きもありますので、この機会に
ぜひお越しください。

▶日時　７月23日（土）
10：00～12：00

（雨天決行）
▶場所　加古川下流浄化センター（現地集合）
▶内容　下水処理の説明、下水処理施設の見学
▶募集人数　先着60人（小学生以下の場合は保護者
の同伴が必要です）
▶費用　無料
▶募集期間　７月１日（金）～20日（水）
▶申込み・問合せ
　事前に電話での申し込みが必要です
加古川流域下水道管理事務所　加古川下流浄化セン
ター☎079（424）1313

播磨町民応援デー「ヴィッセル神戸 vs. 湘南ベルマーレ」にご招待
▶日時　７月17日（日）18：00～
▶場所　ノエビアスタジアム神戸
▶対象　播磨町在住の方　　
▶定員　200人　　
▶席種　バック自由席
▶締切日　７月１日（金）必着

▶申込み　往復ハガキに①往信面：代表者の氏名および参加者全員（代
表者含め４人まで）の氏名、郵便番号、住所、生年月日、性別、電話番号、
②返信面：返信先住所、氏名を記入してご応募ください。〒652-0855
神戸市兵庫区御崎町1-2-1「ヴィッセル神戸播磨町応援デー係」
▶当選発表　返信はがきの送付をもって発表に代えさせていただきます。
試合の１週間前までに発送予定
▶問合せ　ヴィッセル神戸チケットセンター
受付時間10：00～17：30（土・日曜日、祝日は休業）
☎０７８（６５１）１２２２

▶定員　各教室先着10人
※事前に申し込みが必要です。

共に生きよう　ふれあいのまち　映画会
　「ベイマックス」
▶日時　８月７日（日）　２回上映
　　　　午前の部  10：00～12：00（9：30開場）
　　　　午後の部  14：00～16：00（13：30開場）
▶場所　中央公民館大ホール
※入場無料（満席の場合は入場制限があります。）

▶上映作品紹介
　彼の名はベイマックス。心とカラダを守るケア・ロボッ
ト。謎の爆発事故で最愛の兄タダシを亡くし、悲しみに心
を閉ざしたヒロの前に現れたのはケア・ロボット「ベイマ
ックス」だった。こうして大きすぎる心の傷を負ったヒロ
とおせっかいなほど真剣にヒロをケアするベイマックスと
のおかしな関係が始まった。だが、ヒロはまだ知らなかっ
た、兄タダシがベイマックスに託した本当の“使命”を。
（吹き替え+字幕105分）
▶主催　播磨町、播磨町教育委員会
▶共催　播磨町人権・同和教育研究協議会

●同時開催
お楽しみスタンプラリー
　中央公民館館内で数々の楽しいイベントを用意し
ています。各イベントを見て回りスタンプを集めて
お楽しみ景品をゲットしよう！
※駐車場には限りがありますので、できるだけ徒
歩・自転車でご来場ください。
▶問合せ　生涯学習グループ☎079（435）0565

消費者協会よりお知らせ
親子パン作り教室参加者募集
　子どもは小学生に限ります。大人だけの参加、ま
たは小学３年生以上であれば子どもだけの参加も可
能です。
▶日時・会場
７月25日（月）野添コミセン
８月 ４日（木）南部コミセン
８月10日（水）中央公民館
いずれも９：00～13：00
▶献立　豚まん、桜あんぱん、揚げパン２種
▶費用　１人400円
▶持ち物　エプロン、プラスチック容器
▶募集人員　各会場先着35人
▶申込期間　７月４日（月）～各講座の３日前
▶申込み　住民グループ☎０７９（４３５）２３６４

対　象 日　程

小学１・２年生

小学３・４年生

小学５・６年生

７月24日（日）

７月25日（月）

７月29日（金）

Ａ10：00～12：00
Ｂ14：00～16：00
Ｃ10：00～12：00
Ｄ14：00～16：00
Ｅ10：00～12：00
Ｆ14：00～16：00

時　間

至 

姫
路

至 

明
石

加古川
ランプ

山陽電鉄

JR加古川駅

加古川バイパス

県
道

19
号

加

　古

　川

国道250号（明姫幹線）

県道718号（旧浜国道）

尾上の松
浜の宮養田

相生橋

尾上小学校

神戸製鋼

兵庫県加古川下流浄化センター

お急ぎください

なつやすみ親子手話教室
　テレビや街角で、手話を見たことがありますか？
耳が聞こえない人のことや手話のことを一緒に学び
ましょう。
▶日時・会場　時間はいずれも14：00～16：00

▶対象　小学校高学年（４～６年生）の児童と保護
者のペアでご参加ください
▶定員　各会場20組
▶費用　無料
▶申込み・問合せ　お電話またはFAXで、参加した
い会場をお伝えください
兵庫県立聴覚障害者情報センター
☎０７８（８０５）４１７５
　０７８（８０５）４１９２
（10：00～17：00、木・日曜日・祝日は休館）

日　時

７月24日（日）姫路市民会館　第６会議室
（姫路市総社本町112）
しあわせの村　たんぽぽ多目的ホール
（神戸市北区山田町下谷上中一里山14-1）
三田市総合福祉保健センター　ホール
（三田市川除675）
豊岡市民プラザ　市民活動室C
（豊岡市大手町4-5　アイティ７階）

８月11日（祝）

８月20日（土）

８月27日（土）

会　場

しらべてみよう！図書館たんけん隊
～小学生のための調べる学習教室～
▶問合せ　図書館☎079（437）4500

　図書館を探検して、楽しく調べ方を身につけよう！
▶場所　図書館　２階視聴覚室

銅板アート教室
▶問合せ　はりまデザインラボ☎079（437）0141

　銅板に絵を描いたり、加工して作品を作ります。
▶日時　８月13日（土）　9：00～12：00
▶場所　地域連携交流施設
▶費用　500円　
▶定員　先着10人

▶問合せ　県立考古博物館☎079（437）5589
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