
Hello!

I am from
 Yonezaw

a.

We have h
eavy snow

 

in winter.

？
？
？

？ ？

？

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

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：5/12(日)～9/22(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(日)～4/29(月・祝)

色々な実験を体験しながら理科工作物を作る
いろいろ じっけん たいけん り か  こうさくぶつ つく

やまがた  だいがく こうにんやまがた  だいがく こうにん

よねざわよねざわセンターセンターサ イ タサ イ タ

期　日：4/20(土)・6/15(土)・11/16（土）
時　間：14:00～15:30
対　象：幼児・中学生　約50人
参加費：無料
受　付：各回当日

がっ　しょうがっ　しょう

合唱クラブ
「パプリカ」を楽しく歌おう

たの うた

みんなのエネルギーを歌にのせて
うた

≪サイタプレゼンツ サイエンスワールド≫

　山形大学公認 サークル 
SCITA center  ＠米沢　

≪サイタプレゼンツ サイエンスワールド≫

　山形大学公認 サークル 
SCITA center  ＠米沢　

期　日：6/30(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：5/9(木)～6/2(日)

※会場は米沢市中部コミュニティセンターになります。
※電話のみの受付となります。

期　日：10/27(日)・11/10(日)
時　間：13：00～15:00
対　象：小学4年生～中学生　
　　　 12名
参加費：500円（材料代）
受　付：10/1(火)～10/14(月・祝)

期　日：5/22(水)・7/17（水）・9/18（水）
　　　 11/16（土）・1/18（土）・3/8（日）
時　間：10:30～12:00
対　象：乳児・幼児・保護者　
　　　  20組
参加費：無料
受　付：各回当日

期　日：6/22(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：5/18(土)～6/9(日)　

※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。

※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。

※講座により、電話のみの受付となります。

※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

もう

くわ

うけつけ じ かん ご じ ぷんぜん ご じご

こうほう じ どうかいかんはっこう らん

こ

もう

こう ざ

こ でん わ

でん わ うけつけ

じ  む  しつ ちょくせつ う

にんずう すく ば あい と

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】5/24 (金)　春の星座と火星を見よう
【夏】8/2  (金)　夏の星座と木星・土星を見よう
【秋】10/11(金)　秋の星座と月のクレーターを見よう

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】4/24 (水)～5/6  (月・祝)

【夏】7/3  (水)～7/15 (月・祝)
【秋】9/11 (水)～9/23 (月・祝)

※会場はいいで天文台になります。

期　日：5/26(日)～2/16(日)までの
　　　  全22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・館外活動や視察準備料を含む)
受　付：4/13(土)～
※初心者大歓迎！
※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(日)・7/28(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(土)～6/15(土)

手機織りでコースターを織ろう
て ばた お お

米織・手機織り工房
よねよね おりおり てて ばた　おばた　お こうこう ぼうぼう

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：6/29(土)・30（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：5/29(水)～6/12(水)

猫の舌クッキー⁉ 
サクサク ラング・ド・シャを作ろう

ねこ した

つく

英語にふれながら、みんなで楽しく英語を学びましょう
えい ごえい ご 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(木)・8/2(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(木)～7/15(月・祝)

ボアと毛糸の
コンビネーションマフラーを編もう

けいと

あ

おかし作りおかし作り
づく

あみもの教室あみもの教室
きょう しつ

米沢焼に挑戦！米沢焼に挑戦！
よね ざわ やき ちょう せん

期　日：7/6(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(染料代・保険料)
受　付：6/1(土)～6/23(日)　

藍染めでオリジナルＴシャツを作ろう
あい  ぞ 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

※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。

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

親子で楽しくリトミック親子で楽しくリトミック
おや たのこ

じ ぎょう

平成
へい せい

年度
ねん　ど31 事業メニュー事業メニュー

じ ぎょう

平成
へい せい

年度
ねん　ど31 事業メニュー事業メニュー

あつまれ！元気たのしさいっぱい！合唱クラブ！


