体験活動・ボランティア活動 の お 知 ら せ
〈胆振総合振興局〉
№

事

業

名

1 プラネタリウム春の番組

2 科学ふれあい教室

3

読み聞かせ
（にじのはし）

事業のねらい・概要

春の星空と花々のメロディー

参加対象
(定員)

「ミッフィーとどうぶつえん
（ブルーナのおはなしえほん）」
【アニメ】

・苫小牧市科学センター
〒053-0018
苫小牧市旭町3-1-12
電話 0144-33-9158
HP
http://www.city.tomakomai.hokkaido.
jp/kagaku

日
程
平成31年6月1日（土）10:00～12:00
○定員：12組（親子・兄弟で1組）
○申込：5/15（水）～

・苫小牧市科学センター
〒053-0018
苫小牧市旭町3-1-12
電話 0144-33-9158
HP
http://www.city.tomakomai.hokkaido.
jp/kagaku

どなたでも
参加できます

日
程
①平成31年5月11日（土）
11時00分～11時30分
②平成31年5月25日（土）
11:00～11:30,14:00～14:30
場
所
中央図書館１階おはなしコーナー
事前申込：必要なし

・苫小牧市中央図書館
〒053-0011
苫小牧市末広町3-1-15
電話 0144-35-0511
HP
http://www.city.tomakomai.hokkaido.
jp/toshokan/

どなたでも
参加できます

日
程
平成31年5月12日（日）
13時30分～14時05分
場
所
中央図書館２階講堂
事前申込：必要なし

どなたでも
参加できます

日
程
平成31年5月26日（日）
13時30分～14時35分
場
所
中央図書館２階講堂
事前申込：必要なし

どなたでも
参加できます

「ミッフィーとどうぶつえん」
ほか全8話を上映。

4

図書館ミニシアター

「ミッキーマウス 3」【アニメ】
「プルートの化け猫裁判」
「ミッキーのアイス・スケート」
ほか、全8話を上映。

お問い合わせ先

日
程
平成31年5月8日（水）～5月26日（日）
◆平日
①14:00～ ②16:00～
◆土日祝日春休み
①11:30～ ②14:00～ ③16:00～
○定
員 84名
○場
所 苫小牧市科学センター
○事前申込：必要なし

ビー玉ピラミッドパズルを作る。 対象：小中学生

当日のお楽しみ

事業の日程・申込方法等

・苫小牧市中央図書館
〒053-0011
苫小牧市末広町3-1-15
電話 0144-35-0511
HP
http://www.city.tomakomai.hokkaido.
jp/toshokan/

どさんこアウトメディア
プロジェクト・
ノーゲームデー
協賛事業

中庭展示

5 「Vol.12 半谷 学」

6 前期子ども体験教室

「再生」をテーマに植物をはじめ
自然をモチーフとする立体作品を
対象：小学生～
制作している半谷学（1963～）に
一般
よる展示。

日 程
平成31年
4月27日（土）～9月16日（月・祝）
9:30～17:00
会 場
苫小牧市美術博物館
※中学生以下は無料
※申込は直接会場へ
日 程
平成31年
5月11日、18日、25日、6月1日、8日
いずれも土曜日、10:00～11:30
会 場 アイビー・プラザ
●定員：15人
●料金：1,000円
●申込

「指してみよう
たのしい将棋」

小中学生
（小学1～3年生は アイビープラザの教室については1回目開講日
送迎必要）
まで募集。ただし、定員に達した場合は締め切
り。直接または、HP､FAX(9～21時)､はがき(消
印有効）で申し込む。
申込には、①講座名 ②住所 ③氏名(ふりが
な) ④性別 ⑤学校名 ⑥学年 ⑦電話番号
⑧保護者氏名 ⑨緊急連絡先(保護者携帯電話
等)を記入して、郵送･送信する。

7 前期子ども体験教室

「やさしい子どものバレエ」

小学1～4年生
(小学1～3年生は
送迎必要）

日 程
平成31年
5月11日、18日、25日、6月1日、8日
いずれも土曜日、10:00～11:30
会 場 アイビー・プラザ
●定員：20人
●料金：1,000円、保険料50円
●申込

・苫小牧市美術博物館
〒053-0011
苫小牧市末広町3-9-7
電話 0144-35-2550
HP http://www.city.tomakomai.
hokkaido.jp/hakubutsukan/

・アイビープラザ
〒053-0025
苫小牧市本町 1-6-1
電 話 0144-33-8131
ＦＡＸ 0144-33-8133

・アイビープラザ
〒053-0025
苫小牧市本町 1-6-1
アイビープラザの教室については1回目開講日
電
話 0144-33-8131
まで募集。ただし、定員に達した場合は締め切
り。直接または、HP､FAX(9～21時)､はがき(消
ＦＡＸ 0144-33-8133
印有効）で申し込む。
申込には、①講座名 ②住所 ③氏名(ふりが
な) ④性別 ⑤学校名 ⑥学年 ⑦電話番号
⑧保護者氏名 ⑨緊急連絡先(保護者携帯電話
等)を記入して、郵送･送信する。

8 前期子ども体験教室

「やさしい子どものお習字」

小中学生
(小学1～3年生は
送迎必要）

日 程
平成31年
5月18日、6月15日、7月20日、
8月17日、9月21日
いずれも土曜日、10:00～11:30
会 場 アイビー・プラザ
●定員：20人
●料金：700円
●申込

・アイビープラザ
〒053-0025
苫小牧市本町 1-6-1
アイビープラザの教室については1回目開講日
電 話 0144-33-8131
まで募集。ただし、定員に達した場合は締め切
ＦＡＸ 0144-33-8133
り。直接または、HP､FAX(9～21時)､はがき(消
印有効）で申し込む。
申込には、①講座名 ②住所 ③氏名(ふりが
な) ④性別 ⑤学校名 ⑥学年 ⑦電話番号
⑧保護者氏名 ⑨緊急連絡先(保護者携帯電話
等)を記入して、郵送･送信する。

9 前期子ども体験教室

「楽しいいけばな
～君も芸術家！～」

小中学生
(小学1～3年生は
送迎必要）

日 程
平成31年
5月18日、6月15日、7月20日、
8月 3日、31日
いずれも土曜日、10:00～11:30
会 場 アイビー・プラザ
●定員：20人
●料金：1,500円
●申込

・アイビープラザ
〒053-0025
苫小牧市本町 1-6-1
アイビープラザの教室については1回目開講日
電 話 0144-33-8131
まで募集。ただし、定員に達した場合は締め切
ＦＡＸ 0144-33-8133
り。直接または、HP､FAX(9～21時)､はがき(消
印有効）で申し込む。
申込には、①講座名 ②住所 ③氏名(ふりが
な) ④性別 ⑤学校名 ⑥学年 ⑦電話番号
⑧保護者氏名 ⑨緊急連絡先(保護者携帯電話
等)を記入して、郵送･送信する。

10 前期子ども体験教室

「学んで知ろうお茶の楽しみ」

小中学生
(小学1～3年生は
送迎必要）

日 程
平成31年
5月25日、6月22日、29日
7月13日、20日
いずれも土曜日、10:00～11:30
会 場 アイビー・プラザ
●定員：20人
●料金：1,500円
●申込

・アイビープラザ
〒053-0025
苫小牧市本町 1-6-1
アイビープラザの教室については1回目開講日
電 話 0144-33-8131
まで募集。ただし、定員に達した場合は締め切
ＦＡＸ 0144-33-8133
り。直接または、HP､FAX(9～21時)､はがき(消
印有効）で申し込む。
申込には、①講座名 ②住所 ③氏名(ふりが
な) ④性別 ⑤学校名 ⑥学年 ⑦電話番号
⑧保護者氏名 ⑨緊急連絡先(保護者携帯電話
等)を記入して、郵送･送信する。

ストーリーテリングおはなし

11 の時間

12

13

文化会館自主事業

読み聞かせ
（子どもの本の会）

「ぬか福と米福」

「母の日
花アレンジメント教室」

「のせてのせて」ほか

14 体験教室

〇ねらい
厚真町の自然、人、産業など
の地元の資源に触れ、楽しん
で学ぶ。
〇概要
厚真の基幹産業である農業に
触れる農作業体験（田植え）
をする。

15 民俗資料館フェスティバル

○概要
遊びや風習、武道等を体験的
に学ぶ。四半的弓道、鎧着付
け、居合道演武見学会、せん
べい焼き、べこ餅作り、昔遊
び体験（竹馬・剣玉・独楽）

あつまっ子ふるさと

どなたでも
参加できます

日
程
平成31年5月18日（土）
14時00分～14時30分
場
所
中央図書館１階おはなしコーナー
事前申込：必要なし

日
程
平成31年5月11日（土）
10時00分～12時00分
小中学生とその保 場
所
護者
苫小牧市文化会館
●料金：1組 1,500円
定員
（材料費を含む）
10組（先着順）
●申込：4/22（月）～5/7（火）
9：00～21：00
直接、文化会館窓口へ参加費を添えて
申し込んでください。

どなたでも
参加できます

日
程
平成31年5月19日（日）
14時00分～14時30分
場
所
中央図書館１階おはなしコーナー
事前申込：必要なし

〇と

き

町内在住の小学生 〇ところ
〇参加料
※親子参加可
〇申込み
（15名）

○と

・一般
・べこ餅作り
定員９組
（1組4名程度）

き

○ところ
○参加費
○申込み
○服

装

・苫小牧市中央図書館
〒053-0011
苫小牧市末広町3-1-15
電話 0144-35-0511
HP
http://www.city.tomakomai.hokkaido.
jp/toshokan/

・苫小牧市文化会館
〒053-0018
苫小牧市旭町2丁目8番19号
電話 0144-36-7823

・苫小牧市中央図書館
〒053-0011
苫小牧市末広町3-1-15
電話 0144-35-0511
HP
http://www.city.tomakomai.hokkaido.
jp/toshokan/

平成31年5月下旬（未定）
9:00～12:00
厚真町青少年センター集合
無料
5月中旬（未定）
厚真町教育委員会生涯学習課社会
教育グループまで

厚真町教育委員会生涯学習課
社会教育グループ
〒059－1601
勇払郡厚真町京町165番地の１
電話：0145－27－2495
MAIL：shakai@town.atsuma.lg.jp

令和元年5月5日（日・祝）
10：00～14：00頃
民俗資料館
べこ餅作り：１人５００円
せんべい焼き：１枚１０円
べこ餅作り：4月20日（土）より、
電話にてお申込み下さい。
※電話番号は右記の通り。
汚れてもいい服装・タオル等

・室蘭市民俗資料館
〒050－0067
室蘭市陣屋町2丁目4－25
電話（０１４３）５９－４９２２

公民館公開講座
16 「小幌海岸探索会」

“秘境駅”小幌駅をはじめ、小
幌周辺の動植物や歴史、地形、自
然について、学芸員や火山マイス
ター、動植物の専門家が解説する
ことで、小幌や豊浦町の魅力につ
いて広く発信する。

17 布ぞうり作り

古い浴衣や布団生地等を利用
し、温もりを感じるぞうりを作
ります。

18 縄文むしパンをつくろう！

登別産のどんぐりとホットケーキ
ミックスを使用して、少し苦みの
ある素朴な「縄文風」むしパンを
作ります。

19

日時：令和元年５月１１日（土）
70人程度
8時38分～16時ごろ
（軽登山可能な 集合：JR小幌駅（8時38分集合）
方）
申込み：問い合わせ連絡先に電話・FAX
にてお申し込みください。

12人(18歳以上)

○と
き
○場
所
○参 加 費
○申込方法
○申込期間
で。

６月15日(土)９:30－15:00
登別市郷土資料館
200円
電話で右記まで。
５月25日(土)から６月８日(土)ま

どなたでも
10人（申込順）
※低学年以下は保
護者同伴

○と
き
○場
所
○参 加 費
○申込方法
○申込期間
で。

６月22日(土)10:00～12:00
のぼりべつ文化交流館
200円
電話で右記まで。
６月１日（土)から21日(金)ま

○ねらい
子どもたちの適切な遊びや生活の居場
所を確保し、様々な体験や交流活動を
だてっ子 遊び・学びの教室 通して、コミュニケーション能力や社
会性、協調性を育む。
第1回「お茶」と「お話」を楽 ○概要
小学生
しもう
香りのよいお茶を味わえるとともに、
「お話の森」のグル－プの皆さんが、
日本や世界の昔話、童話などをお話し
てくれます。

○と き
○ところ
○参加料
○申込み

５月27日（月）16:00～17:30
だて歴史の杜カルチャーセンター
講堂
無料
事前に右記まで申し込みください

豊浦町教育委員会
生涯学習課社会教育係
電話：0142-83-2239
FAX：0142-83-3334

登別市郷土資料館
住所：登別市片倉町６丁目27番地２
電話：0143-88-1339
※9:00～17:00
※月曜日休館

のぼりべつ文化交流館カント・レラ
住所：登別市登別温泉町123番地
電話：0143-84-2069
※9:00～17:00
※月曜日休館

伊達市教育委員会生涯学習課
青少年・スポーツ係
〒052-0024
伊達市鹿島町20-1
電話0142-82-3299（課直通）
fax 0142-23-1084

