
期　日：9/29(土)・30（日）
時　間：10:00～12:00
対　象：小学生　10名
参加費：無料
受　付：8/29(水)～9/13(木)

わくわく！たのしいパン作りわくわく！たのしいパン作り
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!

※申し込み人数が少ない場合は、取りやめになることがあります。

※詳しくは、「広報よねざわ」や児童会館発行の「ようざんくんだより」をご覧ください。

※お申し込みは、電話または事務室にて直接お受けいたします。

※受付時間：午前9時30分～午後5時
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期　日：6/30(土)・7/7(土)
時　間：13:30～15:30
対　象：小学生～中学生(保護者可)　10名
参加費：800円(材料代・保険料)
受　付：4/28(土)～5/25(金)　

親子で “春”、“夏”、“秋”の夜空を探検しよう！
おや こ はる なつ あき よ ぞら たんけん

期　日：【春】5/18(金)　　春の星座と三日月を見よう
【夏】8/3  (金)　  夏の星座と火星・木星・土星を見よう
【秋】10/5(金)　　秋の星座と星雲・星団を見よう

時　間：春・夏19:20～20:50　秋：19：00～20：30
対　象：小学生～中学生・保護者　15組
参加費：小学生100円・中学生以上150円
　　　 （いいで天文台入館料）
受　付：【春】4/18(水)～5/2(水)

【夏】6/29(金)～7/16(月・祝)
【秋】9/5(水)～9/20(木)

※会場はいいで天文台になります。

歌で気持ちを伝えよう
児童会館開館35周年記念コンサート 合唱作曲家 弓削田健介さんと共に

うた き　も つた

期　日：5/13(日)～2/10(日)までの全21回
時　間：10:00～12:00
対　象：小学生～中学生　30名
参加費：2,000円(保険料含む)
受　付：4/12(木)～ ※随時受け付けます。

自分だけのオリジナルの米沢焼を作ろう
じ ぶん よねざわやき つく

期　日：6/23・6/30・7/7・7/14(全土曜日)
時　間：10:00～12:00
対　象：小学5年生～6年生　15名
参加費：750円(材料代・保険料)
受　付：5/16(水)～6/1２(火)
※会場は山形県立米沢工業高等学校になります。

期　日：6/24(日)・7/29(日)
時　間：14:00～16:00
対　象：小学生～中学生
　　　（小学低学年は保護者同伴）　30名
参加費：500円(材料代)
受　付：6/1(金)～6/15(金)

藍染キャンバストートバックと米織ティーマットを作ろう！
あいぞめ よねおり つく
米織・藍染工房
よねよね おりおり あいあい ぞめぞめ こうこう ぼうぼう

卓球を通してスポーツの楽しさを学ぶ
たっきゅう とお たの まな

がっ 　しょうがっ 　しょう

卓球教室
たっ　きゅうたっ　きゅう きょうきょう しつしつ

期　日：5/13(日)～9/16(日)までの全15回
時　間：10:00～12:00
対　象：小学3年生～6年生までの初心者 28名
参加費：800円(保険料)
受　付：4/14(土)～4/30(月・祝)
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間違い探しや脱出ゲーム等を通して、
ひらめきや発想力を鍛えます

期　日：6/30(土)・7/1(日)
時　間：10:00～12:00
対　象：小学生　10名
参加費：無料
受　付：5/30(水)～6/14(木)

キッズパソコンＴシャツ作りキッズパソコンＴシャツ作り

期　日：7/26(木)・27（金）
時　間：10:00～12:00
対　象：小学生　10名
参加費：無料
受　付：6/27(水)～7/12(木)

ゲームなどを楽しみながら
パソコンの基本操作、文字入力の学習

も じにゅうりょく

たの

がくしゅうき ほんそうさ

はじめてのキッズパソコンはじめてのキッズパソコン

期　日：5/26(土)・27（日）
時　間：10:00～12:00
対　象：小学1年生～3年生　10名
参加費：無料
受　付：4/25(水)～5/10(木)

パン作りの基礎を学び、みんなで楽しくパンを作ります
つくづく き   そ まな たの

づく

づく

期　日：8/25(土)
時　間：13:30～15:30
対　象：小学生～中学生　16名
参加費：521円(材料代・保険料)
受　付：7/1(日)～7/29(日)
※会場は、米沢市中部コミュニティセンターになります。

おかし作りの基本を学び、
みんなで焼き菓子を作ろう

づく まな

や　　　が  し　　    つく

期　日：1/27(日)
時　間：13:30～15:30
対　象：小学生～中学生　20名
参加費：721円(材料代・保険料)
受　付：11/30(金)～12/27(木)
※会場は米沢市中部コミュニティセンターになります。

みんなで楽しく英語を学び、英語にふれながら遊びましょう
えい ご えい ご あそたの まな

英語でチャレンジ
共催：山形県立米沢女子短期大学公開講座
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期　日：8/1(水)・8/2(木)・8/3(金)
時　間：10:00～11:30
対　象：小学1年生～6年生　20名
参加費：無料
受　付：6/13(水)～7/16(月・祝)

火起こし体験と、ネイチャーゲーム
ひ お たいけん
ネイチャーゲームネイチャーゲーム

期　日：11/3(土)
時　間：14:00～16:00
対　象：小学生～中学生
　　　(小学低学年は保護者同伴)　15名
参加費：無料
受　付：10/3(水)～10/25(木)

棒針で編むマフラー
ぼうばり あ

期　日：10/28(日)・11/4(日)・11/17(土)
時　間：10/28(日)・11/17(土)14：00～16:00
　　　  11/4(日)10：00～12:00
対　象：小学4年生～中学生　12名
参加費：500円（材料代）
受　付：10/2(火)～10/16(火)

科学の不思議を探り、様々な実験をして遊んでみよう！
か がく ふ し ぎ さぐ さまざま じっけん あそ

期　日：1/12(土)・2/23（土）
時　間：10:00～12:00
対　象：小学生　20名
参加費：無料
受　付：1/12(土)：12/4（火）～1/5(土)

2/23（土）：1/16(水)～2/13(水)

パソコンの知的ゲームで頭の体操パソコンの知的ゲームで頭の体操
たい そうち  てき あたま

サイエンスラボ！IN 米工サイエンスラボ！IN 米工
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きょう しつ

みんなで作った絵をつなぎ合わせて、
巨大画を作ろう

つく え あ

きょだいが つく

パソコンで巨大画を作ろうパソコンで巨大画を作ろう
きょ　だい 　が つく

ふう  しゃ つく はつ  でん ちょう せん

風車を作って発電に挑戦してみよう

米沢焼に挑戦！米沢焼に挑戦！
よね ざわ やき ちょう せん

※会場は染織工房わくわく舘になります。※会場は染織工房わくわく舘になります。

ふしぎ？おどろき！科学の世界ふしぎ？おどろき！科学の世界
か   がく せ    かい

パソコンを使って、世界に一つだけのオリジナルＴシャツを作ろう
つくつか せかい ひと

親子星空探検
おや こ ほし　 ぞら たん　 けん

音楽で遊ぼう
おんがく あそ

期　日：5/23(水)・7/18（水）・9/19（水）
　　　 11/21（水）・1/19（土）・3/10（日）
時　間：10:30～12:00
対　象：乳幼児・保護者　20組
参加費：無料
受　付：各回当日

親子で楽しくリトミック親子で楽しくリトミック
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