平成 31 年１月 11 日発行

鬼は外、福は内！節分の次の日は「立春」。まだまだ寒い日は続いていますが、暦の上で、春となる日です。まも
なく、陽ざしのなかに「春」が感じられるようになるでしょう。

事前申し込みの教室

往復はがきまたは FAX で、しめきり日必着でお申し込みください。
応募数が定員をこえた場合は抽選となります。くわしくは裏面をご覧ください。

プログラム名

日時

海苔づくり体験と海藻の科学

①２月２日（土）
②２月９日（土）
10:00～11:30

２月 はじめてロボット教室
組み立てて動かしてみよう

２月９日（土）
12:30～14:00

２回連続講座

※材料費 2300 円を当日お持ちください

対象/定員
小学 3～6 年生

16 人
小学 1～6 年生
12 名
※1～２年生は保
護者と一緒に

内容

締切

区内で伝統的に行われてきた海苔づ
くりを体験。さらに、顕微鏡観察や、
光合成色素の抽出をします。
１/25
※２回連続講座です。２回とも参加
してください。

車型のロボットを組み立てたあ
と、プログラムを書いて思ったと
おりに動かしてみよう。

２/１

※対応 OS は Windows です。

２月 11 日（月/祝） 小学４～６年生
14:00～16:00
12 名

３D モデル作成ソフトをつかって、
自分のネームプレートづくりに挑戦
します。デザインし終わったら、3Ｄ
プリンターで出力してみるよ。
（できた作品は後日お渡しします。
）

２/１

すてきな山の幸染め
葉っぱで染める めがねふき

２月 11 日（月/祝） 小学１～６年生
14:00～15:30
16 名

アイロンを使って染める「山の幸
染め」。自由にデザインしてオリ
ジナル作品を作ります。

２/１

Scratch で学ぶプログラミング
～ゲームをつくってみよう～

２月 17 日（日）
10:00～11:30

小学４～６年生
12 名

Scratch をつかったゲームづくりを
とおして、プログラミングの基礎を
学びます。プログラミング学習では、
論理的思考能力などをはぐくむこと
ができます。

２/８

２月 23 日（土）
「軟膏（なんこう）をつくってみよう」 12:00～16:45

小学 4～6 年生
と保護者 20 組

チャレンジ！３D
講師：（株）アルファコックス
※材料費 100 円を当日お持ちください

バスで行く
東邦大学薬学部 理科実験教室

※バスは子ども未来館発着です。

びっくり仰天！科学で解決！

東邦大学薬学部で軟膏（いわゆる
ぬりぐすり）をつくります。また、
２/15
同大学の施設を見学します。
※エプロンを持ってきてください。

２月 24 日（日）

「黒い点がカラフルに !?
10:00～12:00
色がかわる謎を解明しよう」

当日うけつけの教室
★対象：小学１～６年生★
日時

２月 10 日（日）10:00～11:00

小学３～６年生
16 名

紙に水性のサインペンで点を描
き、その紙に水を吸わせたらどう
なるだろう。観察してみよう。

２/15

うけつけ時間：プログラムがはじまる 20 分前から
うけつけ場所：子ども未来館２階受付
プログラム名

パソコンでバレンタインカードをつくろう
※小学１～３年生は保護者と一緒に参加してください。

定員

12 名

はじめの一歩！いろはぐみ

実施時間：15 時から 16 時ごろまで
うけつけ：子ども未来館２階受付。14 時 40 分から。

☆対象：小学１～６年生☆

※プログラムをはじめるときに定員をこえていた場合は抽選をします。

ひにち

プログラム名

内容

定員

２月 6 日（水）

ペットボトル ★ 空にむかって
飛んでいけ！

ペットボトルでカラフルなロケットを作ろ
う。どこまで飛べるかな。エネルギーはなん
だろう。

※保護者とともに未就
学児も参加できます。

２月 13 日（水） 本はこうしてできるのです

16 名

みなさん、本は好きですか。どのくらい読ん
でいますか。本のこと、いろいろお話します。

12 名

≪子どもアカデミーのプログラムへの参加および申し込みのときに≫
・すべてのプログラムは小学生を対象にしています。
・筆記用具を持って、運動靴で参加してください。
・天候等の事情によって、プログラムが変更あるいは中止になることがあります。
・とくに記載のあるプログラムをのぞき、原則として、保護者の入室はご遠慮ください。
・子ども未来館館内で飲食はできません。

★プログラム参加申し込みは、「当日うけつけ」または「事前申し込み」のいずれかです。
◆当日うけつけのプログラム
・各プログラムの開始 20 分前からうけつけをします。
・参加者本人がうけつけをしてください。
・「当日うけつけの教室」は先着順です。「はじめの一歩！いろはぐみ」は、プログラムをはじめるときに定員をこえ
ていたら、抽選をします。

◆事前申し込みのプログラム
・1 プログラムにつき、1 通の往復はがき または FAX で、各しめきり日必着で子ども未来館あてにお送りください。
・記載内容に不備があった場合は、申し込みを受けることができません。
・FAX で申し込まれたかたには、記載されている番号あてに返信いたします。FAX での返信ができない場合は、申し
込みそのものが無効となります。
・申し込み数が定員をこえた場合は抽選で参加者を決定し、結果をお知らせいたします。
プログラム実施２日前までに当落の通知がないときは、お手数をおかけいたしますが、お問い合わせください。
・連名でのお申し込みは、兄弟姉妹にかぎりお受けいたします。
なお、その場合、抽選の当落は、申し込みの際の連名単位となります。ご了解ください。
・プログラムへは、返信はがきや返信 FAX に書かれていることをよく読んで参加してください。
・当選後キャンセルの場合は、お早目に子どもアカデミー（03-5243-4011）までご連絡をお願いします。

事前申し込み

～往復はがきや FAX の書きかた～

＜往復はがき おもて面＞
133-0061
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１希望プログラム
２実施日時
３参加者氏名
（フリガナ）

４性別
５住所
６電話番号
(日中に連絡できる番号)

７学校名・学年
８保護者氏名

＜FAX＞
子ども未来館
プログラム申込み係
１希望プログラム
２実施日時
３参加者氏名（フリガナ）
４性別
５住所
６電話番号
※日中に連絡できる番号
７FAX 番号
８学校名・学年
９保護者氏名

熱消去インクのボールペンは使用しないでください。
＜個人情報の取り扱いについて＞
※申し込み時に記載された個人情報は、子ども未来館子どもアカデミーのプログラム運営に関わることにのみ使用いたします。なお、個人情報
削除のご希望をいただいた場合には、プログラムの実施に支障がないことを前提に削除いたします。
※プログラム中、広報活動及び資料作成のため、写真やビデオ等の撮影をおこなう場合があります。参加者を含む教室の実施風景などをホーム
ページやプログラム案内等に掲載、または館内での掲示などに使用することがあります。ご了解の上、ご応募ご参加ください。

お問い合わせ：江戸川区子ども未来館

子どもアカデミー

〒133-0061 江戸川区篠崎町 3-12-10
電話：03-5243-4011（ 9:00～17:00 月曜日・年末年始を除く）
FAX：03-5243-6811
◆ご来館の際は、公共の交通機関をご利用ください。

