令和 4 年 5 月 13 日発行

このチラシの裏面右下に、いつもロゴがあることに気がついていましたか。ここには、「We shall overcome someday」と書かれています。
このことばは、ピート・シーガーという歌手の歌った「We shall overcome」という歌のなかにあるものです。ピート・シーガーは、いわゆ
る「フォークソング」の草分け的存在です。この歌は、フォークソングではありますが、またプロテストソングとして、アメリカの公民権運
動にも一役買いました。もともとは、スピリチュアルで、それをシーガーが見出し作り直したものと考えられています。この歌が世に出てか
らおよそ 60 年、私たちには、新型コロナ以外にも、「overcome（打ち勝つ）」しなくてはならないことがたくさん残されているようです。
応募数が定員をこえた場合は抽選となります。下の表にあるしめきりは Web 申し込みの際のものです。
往復ハガキでの申し込みは、Web しめきり前日までに必ず着くようご投函ください。

プログラム 名

日 時

【全 4 回 連続講座】
ふしぎなキッチン
― おうちでできるかんたん化学 ―

太陽の光と 虹のはなし
ドローンを飛ばしてみよう
講師：千葉工業大学先進工学部
未来ロボティクス学科
どこでも 未来館

科学の 👁

葉脈標本づくり
※共育プラザ葛西 集合解散

対象学年 / 定員

※共育プラザ小岩 集合解散
子ども未来館 生きものがかり

トンボのヤゴの飼育教室

いろはぐみ

対象：小学 1～6 年生
水曜日（不定期開催） 時間：15:00～16:00

しめきり

私たちは朝起きてから夜寝るまで（寝
てるあいだも）化学製品にささえられ
ています。キッチンにある材料や道具
を使って身近な化学反応を実験して
みましょう。※日程をよく確認して応
募してください。

5/24

6 月 11 日（土） 小学 4 年生
13:30～15:30
/8 名

虹を見たことがありますか。いつ、ど
んなときに、どの方向に見えたでしょ
う。虹のほかにも、キレイな空の現象
を紹介します。

5/31

6 月 11 日（土） 小学 4～6 年生
13:00～16:00
/10 名

プログラミングをして、自分の思うよ
うにドローンを飛ばしてみよう。デリ
ケートなドローンは、思うように飛ば
すことが、案外むずかしいですよ。

5/31

6 月 15 日（水） 小学 1～6 年生
15:00～16:00
/8 名

植物の葉をよく見ると、きれいなすじ
があります。そのすじ ― 葉脈（よう
みゃく）― をとりだしてみましょう。
そして、葉脈のことを学びましょう。

6/7

6 月 18 日（土） 小学 3～6 年生
14:00～15:30
/8 名

本の観察をしたり、ビブリオバトルを
したりします。本のおもしろいとこ
ろ、もっと見つかるかも！（バトルの
やり方は子ども未来館の YouTube を観
てね）

6/7

小学 1～6 年生
6 月 25 日（土） /16 名
10:00～11:30
※1、2 年生は保護者と
いっしょに

はじめの一歩！

Web

容

①6 月 5 日（日）
②7 月 3 日（日）
小学 3 年生と 4 年生
③8 月 7 日（日）
/12 名
④9 月 4 日（日）
14:00～16:00

どこでも 未来館

本の扉の向こうには

内

トンボの幼虫ヤゴの飼育をとおし
て、その生態にくわしくなろう。
※飼育希望者はふたのできる容器を
ひとつもってきてください

午後 2 時 40 分から受付をはじめます。参加希望の人は、下の参加希望票を書いて、
それをもって 2 時 55 分までに集まってください。2 時 55 分の時点で定員をこえて
いた場合は、くじびきをします。

ひにち

プログラム名

6月1日

屋上で生きものマップ

子ども未来館屋上の農園をじっと見て、そこにいる
生きもののマップ（地図）をつくろう。

10 名

6月8日

てつがくねんど
～つくってみようよ～

みんなで、ねんどで作ってみます。何を作るかは当
日のお楽しみ。

8名

6 月 22 日

きのうは夏至（げし）だったけど

「夏至」は、あるとくべつな日です。どんなふうにとく
べつなのか、どうしてそうなるのか、見てみましょう。

8名

― みんなのなぜなぜ ―

水の中でも土の上でも平気なカエル。なにを食べて
るの？おたまじゃくしの足はどうなるの？カエルに
きいてみたいことがいっぱい。

12 名

6 月 29 日

6/14

内

元気なカエルがやってきた

（ ✂

定員

容

きりとり ）

いろはぐみに参加希望のとき、必要事項を記入ののち、きりとって持ってきてください

参加希望日

参加希望児童氏名

学年

体温

連絡先電話番号

℃

保護者サイン

【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】
・子どもアカデミーのすべてのプログラムは、小学生を対象にしています。
・筆記用具とハンカチを持って、運動靴で参加してください。
・天候その他の事情によって、予定されていた内容が変更、あるいは中止になることもあります。
・とくに記載のあるものをのぞき、保護者の参観はできません。
・講座や教室が開かれているあいだ、参加者以外の子どもは、その部屋へ入ることはできません。
・子ども未来館館内で食べものをとることはできません。※諸般の事情により、現在、冷水機は使えません。
・終了時刻は、講座の進行状況によりいくらか前後することもあります。
・参加に費用はかかりません。材料費や、集合場所への交通費などは、参加者が各自でご負担ください。

◆当日うけつけのプログラム
・体温を、前もってはかってきてください。保護者も参加する場合は、保護者の体温もはかってきてください。ふだん
の体温より高かったときは、参加しないでください。また、それぞれのプログラムで参加者名簿を作成します。ご協力
ください。

◆事前申し込みプログラムへの応募方法
・申し込みの方法は、Web から、あるいは、往復ハガキで、
のどちらかです。
・Web での申し込みは「東京共同電子申請・届出サービス」
を利用しておこないます。このサービスを利用するために
は、申請者は前もって登録をし、申請用の ID を取得してお
く必要があります。
・ID を取得するためには、「東京共同電子申請・届出サービ
ス」の Web サイトにアクセスし、「申請・手続情報」の「申
請者情報登録」に必要な情報を入力してください。
・保護者ではなく、講座や教室に参加を希望する本人の登録
をしてください。
・登録した際の ID とパスワードは大切にお持ちください。
・兄弟姉妹で、同じ ID を使うことはできません。かなら
ず、ひとりにつきひとつの ID をおつくりください。
・ID 登録後、プログラムへの応募ができるようになります。
・プログラムへ応募するときは、「東京共同電子申請・届出
サービス 江戸川区」にアクセスしてください。次に「分類
別検索」の「子ども・教育」から「子ども未来館」を選んで
ください。応募したいプログラムをクリックし、入力フォー
ムに沿って入力後、送信してください。募集しているプログ
ラムがない場合は、「子ども未来館」の表示がありません。
・1 つのプログラムに対しては、希望者ひとりにつき 1 回、
お申し込みください。同一プログラムに、同じ方から複数回

の応募はできません。
・Web での申し込みの場合は、申し込みが受理された段階で
その旨のメールが届きますが、それは参加許可のメールでは
ありません。ご注意ください。参加の可否の返信は、しめき
りの後、お送りいたします。
・メールソフトあるいはアプリの設定を、返信メールが受信
できるようにしておいてください。また、一通一通見られる
ようにしておいてください。くわしい設定のしかたは、使用
しているソフトの説明を見てください。
・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。
・往復ハガキでの応募も、ひきつづき受け付けています。応
募の方法の詳細は、子ども未来館 HP をご覧ください。
・往復ハガキで応募される場合、Web しめきりの前日必着で
す。ご注意ください。
・ひとつのプログラムに対して、Web での申し込みと往復ハ
ガキでのものと、重複した申し込みはできません。また、一
通の往復ハガキで、兄弟姉妹であっても二名以上同時に申し
込むことはできません。
・当選後キャンセルの場合は、わかり次第、子ども未来館子
どもアカデミー（03-5243-4011）にご連絡ください。

・参加の可否について、プログラム実施 2 日前までに返信がない場合は、お手数ですが、子ども未来館子どもアカデミー
（03-5243-4011）へご一報ください。
・ご不明な点などございましたら、子ども未来館子どもアカデミー（上記電話番号）へどうぞ。
新型コロナウイルスの感染状況次第で、プログラムが急遽変更になることもあります。プログラム参加のため来館する前に、
かならず最新の情報を子ども未来館 HP や SNS 等でご確認ください。新型コロナウイルス感染症によって休校や学級閉鎖にな
った場合、また、参加者ご本人が濃厚接触者となった場合、風邪の症状があったり、いつもより体温が高かったりした場合、
身近に感染者や濃厚接触者がいらっしゃる場合は、プログラムへの参加をおやめください。子ども未来館を利用する子どもた
ち、ならびに講師やボランティア、全員の安全と健康のため、ご理解ご協力ください。
◆個人情報の取り扱いについて
・申し込み時に記載いただいた個人情報は、子ど
もアカデミーの各プログラムの円滑で充実した
運営のために使用いたします。なお、記載され
た個人情報を、本人および保護者の事前の同意
なく第三者に提供することはありません。
・上記の個人情報の利用目的に照らし、その必要
性が失われたときは、個人情報をすみやかに消
去、または廃棄いたします。
・プログラム中、広報活動及び資料作成のため、
写真やビデオの撮影をすることがあります。ご
了解の上、ご応募ご参加ください。

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
開館時間：午前 9 時より午後 5 時まで。
お問い合わせ等は：電話 03-5243-4011
FAX 03-5243-6811
URL：https://www.city.edogawa.tokyo.jp/miraikan/index.html
◆休館日：毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）、年末年始
※令和 4 年 6 月のお休みは 6 日、13 日、20 日、27 日です。
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