夢を持ったたくましい子どもを地域で育てるために！

いちのみや子ども情報紙

当紙についての
アンケートに
ご協力おねがいします。
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お わ り いちのみやえきまえ

尾張 一 宮 駅 前 ビル（i−ビル）
☆カブトムシ成虫教室
7/12(日) 10:00〜12:00
カブトムシの成虫を上手に飼育する
定員 10 名 参加料 1,000 円
申込受付中
☆淡水アクアリウム教室
8/9(日)10:00〜12:00
水辺の生物や植物などの役割を伝え
地域環境に興味をもってもらう
定員 10 名 参加料 1,000 円
申込 7/1(水)〜
☆石ころアート教室
8/11(火)10:00〜12:00
生き物の形に似た石に色付けをする
定員 10 名 参加料 500 円
申込 7/1(水)〜
☆ウッドバーニング教室
8/20(木)10:00〜12:00
木に電熱ペンで絵や模様を描く
定員 10 名 参加料 700 円
申込 8/1(土)〜
☆グラスアート教室
8/22(土)10:00〜12:00
鉛線と特殊なカラーフィルムを使って
作品を作る
定員 10 名 参加料 700 円
申込 8/1(土)〜
●小学生・園児(低学年以下は保護者同伴)
申込は先着順
※詳しくはお問い合わせください
(問)i ビル総合事務室 28-9153

ひる

昼のコンサート Vol.14
「フルブラスファイブ」

エコハウス１３８

(問)47-7138
一宮市奥町

☆イモリ・カエル教室
【日時】7/18(土)13:30〜14:30
【日時】7/11(土)13:30〜15:00
【場所】尾西市民会館
金管五重奏の演奏をお楽しみに！ 定員 10 名(先着) 参加料 500 円
小学 2 年生以下は保護者同伴
小学生以上 参加料 500 円
☆カブトムシ・クワガタ教室
(問)一宮市民会館 71-2021
【日時】7/24(祝)13:30〜15:00
せかい
定員 10 名(先着) 参加料 1,100 円
世界をまなぼう！
小学 2 年生以下は保護者同伴
グローバルサマーセミナー
※両教室とも申込受付中
【日時】8/19(水)
セミナー①10:00〜②11:00〜
うたとも♪
③12:00〜④13:30〜
おんがくきょうしつ
たいけん
SDGs 劇 14:30〜15:30
キッズ音楽 教 室 おためし体験
【場所】一宮スポーツ文化センター 【日時】7/11・25(土)10:00〜10:45
3 階小ホール
【場所】一宮市ゆうゆうのやかた
世界各国の異文化セミナーや劇
定員各日 5 名(予約制)
などを通じて世界の文化を学ぶ
年中〜小学 3 年生 参加料 610 円
定員 各回 20 名(先着) 参加無料
施設利用料 小学生 200 円 幼児無料
申込 7/22(水)〜8/14(金)
(問)一宮市ゆうゆうのやかた 61-6281
(問)国際交流協会 85-7076

しょうがっこう

し せ つ かいほう

小 学 校 の施設開放をお休みします
毎週土曜日 9:00〜12:00 の小学校の運動場
および屋内運動場の開放を 7〜9 月は猛暑のため

2021 年一宮市は 100 周年を迎えます

お休みします。 (問)青少年育成課 84-0017

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため
イベントの変更・中止となる場合がありますので
事前に主催者にご確認ください。

はく ぶ つ かん

博 物 館

(問)46-3215
一宮市大和町

●特集展示
「オリンピック記念コイン(藤原コレクション）
」
【期間】6/30(火)〜10/4(日)9:30〜17:00
●たいけんの森 わくわく体験「紙でつくるメダル」
【期間】6/6(土)〜7/31(金)の土･日･祝
画用紙でカラフルなメダルを作ろう
中学生以下は無料 大人 100 円
●かわり絵カード 妖怪バージョン
【日時】7/24(祝)8/8 日(土)10:00〜/14:00〜
道具が妖怪に変身するカードを作ってみよう！
小学生とその保護者 各回 5 組 当日整理券配布
参加無料
●博物館で夏祭り！
【期間】7/18(土)〜8/30(日)9:30〜17:00
「クイズでいちはく博士になろう！」などに参加して
スタンプを集めるとオリジナルグッズをプレゼント
中学生以下 参加無料
●いちのみやミュージアムズ ３館 de スタンプラリー
【期間】7/18(土)〜8/30(日)
一宮市博物館・三岸節子記念美術館・尾西歴史民俗資料館
をめぐってオリジナルグッズをもらおう！
中学生以下 参加無料
みぎしせつこきねんびじゅつかん

三岸節子記念美 術 館

(問)63-2892
一宮市小信中島

■コレクション展「線と形」
【期間】6/27(土)〜8/30(日)
三岸節子の作品の形や線に込められた思いを紹介
■こどもミュージアム 2020
「ミギシ家のマリオネット
〜ジャイアントステップスの夏まつり〜」
【期間】7/18(土)〜8/30(日)
館内クイズ＆スタンプラリー、アートツール「ペーパー
クラフトのマリオネットをつくろう！」
、ワークショップ
中学生以下
■ワークショップ
「尾州のテキスタイルを使ってマリオネットをつくろう！」
尾州の布や糸、発泡スチロールなどを使って自分だけの
マリオネットを作ろう
【日時】8/10(祝)22(土)10:00〜12:00/14:00〜16:00
年少〜中学生(小学 3 年生以下は保護者同伴)
定員各回 10 名(抽選) 参加料 1,000 円 申込 7/26(日)まで
■せつこっこクラブ７月
「切り紙で挑戦！バラ窓もようのオーナメントづくり！」
色紙でバラ窓のような模様のオーナメントを作ろう
【日時】7/25(土)14:00〜16:00
定員 10 名(抽選) 参加料 300 円 申込 7/11(土)まで
小・中学生(小学 3 年生以下は保護者同伴)
■せつこっこクラブ８月
「おおきなたまごに絵をかこう！」
石粉粘土でできた大きな卵に模様を描こう
【日時】8/1(土)2 日(日)14:00〜16:00
定員各日 10 名(抽選) 参加料 500 円 申込 7/18(土)まで
年少〜小学生(小学 3 年生以下は保護者同伴)

ちいきぶんかひろば

地域 文化 広場

(問)51-2180
一宮市時之島

★天体観望会
☆木星☆土星
【日時】8/21(金)22(土)19:30〜20:45
定員 規模を縮小して開催予定
中学生以下は保護者同伴 参加無料 申込 8/12(水)10:00〜
★ものづくり広場 【時間】12:30〜16:00
・どんぐりペンダント
7/19(日) 20 名 520 円
・まゆ玉いろいろ工作
8/2(日) 30 名 420 円/620 円
・モザイクタイル
8/8(土) 20 名 520 円
・マリンポット(消臭剤) 8/16(日) 20 名 520 円
・3D カード/3D ノート
8/30(日) 20 名 420 円/620 円
★プラネタリウム夏 番 組【期間】8/30(日)まで
・一般番組(45 分)
①ちびまる子ちゃん〜それでも地球はまわっている〜
②ＧＲＡＶＩＴＡＴＩＯＮ
〜魔法使いの少年とロボット 不思議な一夜〜
・星空生解説番組(45 分)(日) ･･13:30〜 赤毛のカミナリ
・子ども番組(40 分)(土･日･祝) 11:00〜
たなばたものがたり
いなかのねずみと町のねずみ
★ＪＡＸＡプログラム
コズミックカレッジ「ペンシルロケットづくり」
【日時】8/9(日)10:00〜11:30 小学 4〜6 年生
ペンシルロケットの模型を作って仕組みについて学ぼう
定員 規模を縮小して開催予定 参加無料
★プラネタリウム特別投影
「謎ときプラネ IN 一宮 2020」
【日時】8/10(祝)14:00〜14:50
ある日、銀河クンに届いた『宇宙の民』からの挑戦状…
みんなのなぞ解きパワーでプラネタリウムの星空を救え！
定員 規模を縮小して開催予定 参加料 500 円
★夕涼み観望会 2020〜惑星を訪ねて〜
【日時】8/23(日)18:30〜20:00 どなたでも
定員 規模を縮小して開催予定 参加料 500 円
か せ ん かんきょうらくえん

河川 環 境 楽 園

各務原市川島笠田町

せかいたんすいぎょえんすいぞくかん

世界 淡 水 魚 園 水 族 館 アクア・トト ぎふ
（問）0586-89-8200
◆企画展
｢もっと知りたいウーパールーパー｣
【期間】12/13(日)まで
ウーパールーパーの仲間や不思議な生態、野生の現状、
さまざまな研究分野で活躍している様子など、知っている
ようで知らないウーパールーパーについて紹介
※応募方法や詳細はウェブページ等をご覧ください
編集

大洞多津子 金森登美

高林三智子 玉井昭美 鶴田宮子

ボランティア： 野田久恵 前田旬子 藤田浩子 武藤年代

森数佳代子

