
 ●申し込み方法・・・・・中央・地区公民館に参加費を添えて申し込み下さい。

　　　　　　　　　　 　　都井基幹集落センター　71-4011

写真

72-1846
NO 講座名 講師 日時 定員/参加費 内容

7/21.28  8/4.18　土 なし

10：00～12：00 無料

7/31　火曜日 20名

8時集合～11：00 124円（保険料含む）

8/3　金曜日 20名

10：00～12：00 500円

8/3　金曜日 30名

14：00～16：00 無料

8/4　土曜日 20名

10：00～12：00 無料

8/4　土曜日 20名

13：00～15：00 350円

8/5 　日曜日 30組

9：30～12：00 524円(保険料含む)

8/6 　月曜日 20名

14：00～16：00 無料

8/8　水曜日 １5名

13：30～15：00 500円

8/10　金曜日 10名

9：00～11：00 無料

8/10　金曜日 15名

13：00～15：00 100円

8/20　月曜日 40名

13：00～16：00 224円(保険料含む)

8/21.22　火・水 小学生20名

13：30～15：30 無料

8/24　金曜日 20名

10：00～15：00 無料

ふりがな 学年
小学

講座名 講座名

中学　　 　　　　年
参加費　　　　円 参加費　　　　円

講座名 講座名

参加費　　　　円 参加費　　　　円
講座名 講座名

参加費　　　　円 参加費　　　　円

 ●申込・問い合わせ先・・中央公民館　72-1846　　大束公民館　71-2011
                        　　　　 本城公民館　71-3011      市木公民館　71-5011

 ●申込期間・・・・・・・6月25日（月）～7月13日(金)
                                 　※定員になり次第締め切らせていただきます。

中央公民館

申込用紙

　毎年、小中学生を対象に、夏休み期間中に開催している「チャレンジ講座」を今年も開催
します。本年も楽しい講座がたくさんあります。また、宮崎大学に協力いただき、「宮崎大
学工学部科学祭りin串間2018」を開催します。一緒に学び楽しみましょう。

1 囲碁　チャレンジ講座 囲碁サークル
初心者でも参加OK！囲碁を知って楽し
もう。先をよむ力が育ちます。

2 お寺で座禅体験 志布志　大慈寺さん
お寺に行って、座禅(ざぜん)を体験しま
す。静かにできますか？

3 ピクニック・ランチ 水頭　典子
サンドイッチに飲み物、パンに何をはさ
もうかな？栄養バランスも考えて！！

4 プログラムを楽しもう
富士電機ＩＴ

ソリューション
パソコンの中のキャラクターが思いのま
まに動きます。色々聞いてね。

5
遺物・遺跡セレクション
土器パズル

宮崎県埋蔵文化セン
ター

宮崎県や串間市の昔の人が使っていたも
のから歴史を学び、土器パズル体験

6 陶　　　　　芸 古澤　幸弘
土遊びしながら、自分だけの作品を作っ
てみよう。

7 親　子　　木　工　教　室 建築業協会
串間の大工さんに教えてもらいながら
作ります。親子での参加です。

8 将棋の駒で遊ぼう 吉田　美代治
将棋の駒を使ったゲームで遊ぼう。
やま崩しや進級遊びほか

9 リーフペイント 冨永　可奈子
葉っぱや花、野菜を使って、柄を描きま
す。バックか巾着などを作ります。

10 土器をデザインしよう 生涯学習専門指導員
公民館に土器がやってきます。自分なり
の土器をデザインしよう！！

11 飛び出すメッセージカード 公民館職員
飛び出すメッセージカードを作ります。
大切な人に送ってね。

12
宮崎大学工学部
科学祭りｉｎ串間　2018

宮崎大学工学部
宮崎大学の先生・学生といっしょに遊び
ながら色んな実験・体験をしてみよう！

13 サマースクール 生涯学習専門指導員
夏休みの勉強、困ったところを、一緒に
解決しましょう。

14
はがき絵
夏のごあいさつ

谷口　智美
はがきに、書いてみよう。お弁当持
参！！午前・午後で仕上げます。

切 り 取 り 線

名前

保護
者名

電話

住所 串間市



71-2011 大束地区児童・生徒優先
NO 講座名 講師 日時 定員/参加費 内容

8/2　木曜日 (小学3年以上)15名

9：00～11：30 400円

8/8　水曜日 なし

9：30～11：30 無料

71-3011 本城地区児童・生徒優先
NO 講座名 講師 日時 定員/参加費 内容

7/26か8/9　木曜日 各回　15名

13：30～15：30 各回　50円

7/28　土曜日 親子　20組

13：30～15：30 500円

8/3　金曜日 なし

10：00～12：00 無料

71-5011（支所） 市木地区児童・生徒優先
NO 講座名 講師 日時 定員/参加費 内容

7/30　月曜日 なし

9：30～11：30 無料

7/30　月曜日 20名

14：00～15：30 24円（保険料）

8/1　水曜日 (小学3年以上)15名

9：00～11：30 400円

71-4011 都井地区児童・生徒優先
NO 講座名 講師 日時 定員/参加費 内容

8/6　月曜日 10名

9：30～11：30 150円

8/9　木曜日 なし

9：30～11：30 無料

北方地区児童・生徒優先
NO 講座名 講師 日時 定員/参加費 内容

7/30　月曜日 10名

9：30～11：30 150円

8/16　木曜日 なし

9：30～11：30 無料

8/17　金曜日 10名

9：30～11：30 150円

大束公民館

本城公民館

市木公民館

都井基幹集落センター

北方　農村環境改善センター　　72-1846（中央公民館）

宮崎大学工学部　科学祭りｉｎ串間　2017　　実験ってたのしいよ！！　今年も体験しよう。

1
さあ　描いてみよう
　　　　わたしのせかい

吉川　文 自分のこころを自由に書いてみよう。

2 映　画　を　観　よ　う
生涯学習課

生涯学習専門指導員
大きい画面で映画を観よう
笑って！泣いて！楽しもう！！

1 子   供   の   習   字 谷口　志保
課題の習字を仕上げましょう。書く字を
考えてきてね。2回来てもいいよ！！

2 親　子　で　大　工　さ　ん
宮崎ボーイスカウト

連盟
気をつけて、親子でトントン！！
マガジンラックと小物入れどちら？

3 映　画　を　観　よ　う
生涯学習課

生涯学習専門指導員
大きい画面で映画を観よう
笑って！泣いて！楽しもう！！

1 映　画　を　観　よ　う
生涯学習課

生涯学習専門指導員
大きい画面で映画を観よう
笑って！泣いて！楽しもう！！

2 ニュースポーツ
串間市スポーツ推進

委員
夏に負けないで、笑って！仲間と一
緒！！自分に挑戦！！

3
さあ　描いてみよう
　　　　わたしのせかい

吉川　文 自分のこころを自由に書いてみよう。

1 編んで作る手さげ 生涯学習専門指導員
ひもをあんで、むすんで、手さげ袋を作
ります。じょうぶだよ！！

2 映　画　を　観　よ　う
生涯学習課

生涯学習専門指導員
大きい画面で映画を観よう
笑って！泣いて！楽しもう！！

1 編んで作る手さげ 生涯学習専門指導員
ひもをあんで、むすんで、手さげ袋を作
ります。じょうぶだよ！！

2 映　画　を　観　よ　う
生涯学習課

生涯学習専門指導員
大きい画面で映画をみよう
笑って！泣いて！楽しもう！！

3 ストローで作る正八面体 生涯学習専門指導員
ストローを切って・つないで八面体の風
鈴？さげ物を作ります。


