2017年6月23日現在

2017年7月 公共施設利用状況 及び イベントスケジュール

※日程や内容が変更なる場合がございます。詳しくは各施設にお問い合わせください。

イ
コ
ー
ル
ふ
く
や
ま

実施日

タイトル

開催場所

開催時間

7/1(土)

男女共同参画週間記念講演会
白河 桃子講演会
「めざせ！自活男女～仕事×自分×未来～」

9F
スカイホールA

14：00～15：30

イコール講座（詳しくは福山市ＨＰ男女共同参画センター内に掲載）

7/3(月)

アサーション
～スマートな表現方法を身につけよう～

B2F
イコールふくやま

18：20～19：50

イコール講座（詳しくは福山市ＨＰ男女共同参画センター内に掲載）

7/6(木)

タイムマネジメン
ト～自己資源の管理術～

B2F
イコールふくやま

18：20～19：50

イコール講座（詳しくは福山市ＨＰ男女共同参画センター内に掲載）

7/25(火)

ストレス･チェエクがやって来た！
～ストレス時代を生き抜く為の方策～

B2F
イコールふくやま

18：20～19：50

イコール講座（詳しくは福山市ＨＰ男女共同参画センター内に掲載）

若者世代の恋愛事情

B2F
イコールふくやま

14：00～15：30

イコール講座（詳しくは福山市ＨＰ男女共同参画センター内に掲載）

7/28(金)

キ
ッ
ズ
コ
ム

え
ほ
ん
の
国

～デートＤＶの被害者にも加害者にもしないために～

内容

7/5（水）

０歳ひろば

6F
多目的ルーム

10：15～11：30

子育て交流

7/6（木）

１歳ひろば

6F
多目的ルーム

10：15～11：30

子育て交流

7/7(金)

さくらんぼひろば

6F
多目的ルーム

10：30～11：30

大勢の人の中が苦手な子どもがゆったり遊べる親子の会

7/8(土)

ピーナッツひろば

6F
多目的ルーム

10：15～11：30

双子，三つ子などの同じ思いをもつ保護者同士の交流の場

7/11(火)

子育て講座

6F
多目的ルーム

10：30～11：00

図書館司書による絵本の読み聞かせ・講話

7/12(水)

０歳ひろば

6F
多目的ルーム

10：15～11：30

子育て交流

7/13(木)

１歳ひろば

6F
多目的ルーム

10：15～11：30

子育て交流

7/14(金)

ファミリーサポート講習会

7F
セミナールームC

10：15～12：15

発達の気になる子どもへのかかわり方 講師：ことばの相談室担当者 ※会員対象

7/14(金)

夢みるパパとママの会

B2F
イコールふくやま

13：30～15：00

母乳育児のすすめ方 講師：福山市民病院 助産師 ※要予約

7/19(水)

０歳ひろば

6F
多目的ルーム

10：15～11：30

子育て交流

7/20(木)

キッズランドＲｉＭ

9F
スカイホールA

11：00～12：00

「おはなしなあに」子育て交流と育児相談(保育士・栄養士)

7/21(金)

さくらんぼひろば

6F
多目的ルーム

10：30～11：30

大勢の人の中が苦手な子どもがゆったり遊べる親子の会

7/25(火)

ピーナッツひろば

6F
多目的ルーム

10：15～11：30

双子，三つ子などの同じ思いをもつ保護者同士の交流の場

7/28(金)

夢みるパパとママの会

B2F
イコールふくやま

10：15～11：45

かわいいベビーヘ～お口からのおくりもの～
講師：福山市保健所 栄養士・歯科衛生士 ※要予約

7/1（土）
～7/2（日）

七夕かざりをつくろう

6F
えほんの国館内

11:00～12:00

七夕かざりをたくさん作ってミニ笹にかざろう。できあがった笹かざりは、
おうちに持って帰ってかざってね。 参加費50円 各日限定10・当日10時より受付

7/1(土)

むかしばなしのよみきかせSP

6F
えほんの国館内

14:00～14:30

昔ばなしを、影絵や音、仕掛け等を使ったえほんの国ならではの面白くって
楽しい読み聞かせでお届けします。第1土曜はスペシャルバージョンの昔ばなしです！

7/2(日)

えほんの国のおはなしかい

6F
えほんの国館内

14:00～14:30

えほんアドバイザーの先生をお迎えしての楽しいよみきかせ。 講師：吉津みどり先生

7/4(火)

えほんの国のおたのしみ
～うたって！おどって！リトミック！～

6F
イベント広場

10:30～11:00

生演奏に合わせて親子でリズムに乗って体を動かしましょう。
毎回、講師の先生をお招きしての本格リトミックです。

7/4(火)

ミクシーせんせいとリズムであそぼ

6F えほんの国
かげぇーの間

①11:00～11:30
②14:00～14:30

リズムを通して親子でスキンシップ！リズムあそびの達人ミクシーせんせいと
親子でたくさん歌って、たくさん笑って楽しい時間をすごしましょう

7/5(水)

ミクシーせんせいとリズムであそぼ

6F えほんの国
かげぇーの間

①11:00～11:30
②14:00～14:30

リズムを通して親子でスキンシップ！リズムあそびの達人ミクシーせんせいと
親子でたくさん歌って、たくさん笑って楽しい時間をすごしましょう

7/6(木)

えほんの国のおたのしみ
～うたって！おどって！リトミック！～

6F
イベント広場

14:00～14:30

7/6(木)

むかしばなしのよみきかせ

6F えほんの国
かげぇーの間

①11:00～11:20
②14:30～14:50

7/7(金)

えほんの国のおたのしみ
～うたって！おどって！リトミック！～

6F
イベント広場

14:00～14:30

生演奏に合わせて親子でリズムに乗って体を動かしましょう。
毎回、講師の先生をお招きしての本格リトミックです。

7/7(金)

えほんの国のおたのしみ
～あそびば！～

6F
えほんの国館内

11:00～11:30

身近な材料とちょっとのアイデアで子供達の創造力を引き出す、そんな遊びをスタッフが
ご提案します。親子で一緒に遊びましょ！7月は「手形足型であそぼ」です。

7/8(土)

えいごでよみきかせ

6F えほんの国
かげぇーの間

14:30～15:15

ネイティブの外国人の先生をお迎えして、英語で読み聞かせやおうたあそびにゲーム等、
一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

7/9(日)

えほんの国のおはなしかい

6F
えほんの国館内

14:00～14:30

えほんアドバイザーの先生をお迎えしての楽しいよみきかせ。 講師：吉津みどり先生

生演奏に合わせて親子でリズムに乗って体を動かしましょう。
毎回、講師の先生をお招きしての本格リトミックです。
昔ばなしを、影絵や音、仕掛け等を使ったえほんの国ならではの面白くって楽しい読み聞
かせでお届けします。

え
ほ
ん
の
国

も
の
づ
く
り
交
流
館

実施日

タイトル

開催場所

開催時間

内容

7/11(火)

ミクシーせんせいとリズムであそぼ

6F えほんの国
かげぇーの間

①11:00～11:30
②14:00～14:30

7/12(水)

えほんの国のおたのしみ
～うたって！おどって！リトミック！～

6F
イベント広場

10:30～11:00

7/12(水)

ミクシーせんせいとリズムであそぼ

6F えほんの国
かげぇーの間

①11:00～11:30
②14:00～14:30

7/13(木)

えほんの国のおたのしみ
～うたって！おどって！リトミック！～

6F
イベント広場

14:00～14:30

7/13(木)

むかしばなしのよみきかせ

6F えほんの国
かげぇーの間

①11:00～11:20
②14:30～14:50

7/14(金)

えほんの国のおたのしみ
～うたって！おどって！リトミック！～

6F
イベント広場

14:00～14:30

生演奏に合わせて親子でリズムに乗って体を動かしましょう。
毎回、講師の先生をお招きしての本格リトミックです。

7/14(金)

えほんの国のおたのしみ
～あそびば！～

6F
えほんの国館内

11:00～11:30

身近な材料とちょっとのアイデアで子供達の創造力を引き出す、そんな遊びをスタッフが
ご提案します。親子で一緒に遊びましょ！7月は「手形足型であそぼ」です。

7/15（土）～
8/31(木)

巨大すごろくでえほんの国の大冒険

6F
えほんの国館内

10:00～18:00
(入場は17:30まで）

えほんの国が巨大なすごろくにへんしん！海の世界に宇宙空間、恐竜ワールドも？！え
ほんの国のすごろくを冒険しよう！

7/15(土)

えほんの国のおはなしかい

6F
えほんの国館内

14:00～14:30

えほんアドバイザーの先生をお迎えしての楽しいよみきかせ。
講師：吉津みどり先生

7/16(日)

まいにちのよみきかせSP

6F えほんの国
かげぇーの間

14:00～14:30

読み聞かせや、絵本をテーマにした手遊び・工作も楽しめる会です。

7/17(月)

ミクシーせんせいとリズムであそぼSP

6F えほんの国
かげぇーの間

①11:00～11:30
②14:00～14:30

7/19(水)

えほんの国のおたのしみ
～うたって！おどって！リトミック！～

6F
イベント広場

10:30～11:00

7/19(水)

ミクシーせんせいとリズムであそぼ

6F えほんの国
かげぇーの間

①11:00～11:30
②14:00～14:30

7/20(木)

えほんの国のおたのしみ
～うたって！おどって！リトミック！～

6F
イベント広場

14:00～14:30

7/20(木)

ミクシーせんせいとリズムであそぼ

6F えほんの国
かげぇーの間

①11:00～11:30
②14:30～15:00

7/21(金)

宿題キッズ応援隊
～おいしそう？なフラッペ貯金箱づくり～

6F
えほんの国館内

13:00～14:30

涼しい場所で、みんなで宿題しよう。えほんの国が応援するよ！おいしそうなフラッペの貯
金箱を粘土で作ります。参加費200円 限定10・当日10時より受付

7/21(金)

エコ工作のひろば

6F
えほんの国館内

13:00～14:30

えほんの国で用意した材料を自由に使ってリサイクル工作にチャレンジしよう！参加費
100円 限定10・当日10時より受付

7/22(土)

えいごでよみきかせ

6F えほんの国
かげぇーの間

14:30～15:15

ネイティブの外国人の先生をお迎えして、英語で読み聞かせやおうたあそびにゲーム等、
一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

7/23(日)

えほんの国のおはなしかい

6F
えほんの国館内

14:00～14:30

えほんアドバイザーの先生をお迎えしての楽しいよみきかせ。
講師：吉津みどり先生

7/25(火)

宿題キッズ応援隊
～絵本新聞をつくろう～

6F
えほんの国館内

13:00～16:00

涼しい場所で，みんなで宿題しよう。えほんの国が応援するよ！絵本をテーマにした新聞
作りにチャレンジしよう。対象：小学生と保護者・限定5・持参物：宿題提出用用紙・当日10
時より受付

7/25(火)

ミクシーせんせいとリズムであそぼ

6F えほんの国
かげぇーの間

11:00～11:30

リズムを通して親子でスキンシップ！リズムあそびの達人ミクシーせんせいと
親子でたくさん歌って、たくさん笑って楽しい時間をすごしましょう

7/26(水)

えほんの国のおたのしみ
～うたって！おどって！リトミック！～

6F
イベント広場

10:30～11:00

生演奏に合わせて親子でリズムに乗って体を動かしましょう。
毎回、講師の先生をお招きしての本格リトミックです。

7/26(水)

ミクシーせんせいとリズムであそぼ

6F えほんの国
かげぇーの間

①11:00～11:30
②14:00～14:30

7/27(木)

えほんの国のおたのしみ
～うたって！おどって！リトミック！～

イベント広場

14:00～14:30

7/27(木)

むかしばなしのよみきかせ

6F えほんの国
かげぇーの間

①11:00～11:20
②14:30～14:50

7/28(金)

えほんの国のおたのしみ
～うたって！おどって！リトミック！～

6F
イベント広場

14:00～14:30

7/29（土）
～7/30（日）

夏休みのおはなしスペシャル

6F
えほんの国館内

毎日

えほんの国からワールドトーク

6F
えほんの国館内

15:00～15:20

毎日

まいにちのよみきかせ

6F えほんの国
かげぇーの間

①11:00～11:15
②14:00～14:15

7/8(土)

ひねろー陶芸
ウサギと葡萄のミニ鉢

7F
ものづくり工房

10:30～12:30

講師：三島博 ※講座内容：陶芸。 ※定員：20名 ※参加費：1,000円(2個)
※持参品：なし ※7/2(日)10時より受付 084-923-1191

7/9(日)

備後絣のつまみ細工とビーズで
お花の髪飾りを作ろう！

7F
ものづくり工房

14:00～16:00

講師：髙橋美佳 ※講座内容：備後絣などを使って髪飾りを作る。 ※定員：10名 ※参加
費：1,500円 ※持参品：筆記用具・はさみ・カッターナイフ・定規 ※7/2(日)10時より受付
084-923-1191

7/10(月)

色彩を学んであなたに似合う
オリジナルブレスレット作り

7F
ものづくり工房 講義室

10:30～12:30

講師：林内亜実 ※講座内容：色彩に関する講義を聞いた後、ブレスレット作り。
※定員：10名 ※参加費：1,000円 ※持参品：なし ※7/2(日)10時より受付 084-923-1191

7/10(月)
～18(火)

海の図画展

7Ｆ
市民ギャラリーA

リズムを通して親子でスキンシップ！リズムあそびの達人ミクシーせんせいと
親子でたくさん歌って、たくさん笑って楽しい時間をすごしましょう
生演奏に合わせて親子でリズムに乗って体を動かしましょう。毎回、講師の先生をお招き
しての本格リトミックです。
リズムを通して親子でスキンシップ！リズムあそびの達人ミクシーせんせいと
親子でたくさん歌って、たくさん笑って楽しい時間をすごしましょう
生演奏に合わせて親子でリズムに乗って体を動かしましょう。
毎回、講師の先生をお招きしての本格リトミックです。
昔ばなしを、影絵や音、仕掛け等を使ったえほんの国ならではの面白くって楽しい読み聞
かせでお届けします。

大人気なミクシーせんせいとのリズムあそびを夏休み特別バージョンで！リズムあそびの
達人ミクシーせんせいと親子でたくさん歌って、たくさん笑って楽しい時間をすごしましょ
う。
生演奏に合わせて親子でリズムに乗って体を動かしましょう。
毎回、講師の先生をお招きしての本格リトミックです。
リズムを通して親子でスキンシップ！リズムあそびの達人ミクシーせんせいと
親子でたくさん歌って、たくさん笑って楽しい時間をすごしましょう
生演奏に合わせて親子でリズムに乗って体を動かしましょう。
毎回、講師の先生をお招きしての本格リトミックです。
リズムを通して親子でスキンシップ！リズムあそびの達人ミクシーせんせいと
親子でたくさん歌って、たくさん笑って楽しい時間をすごしましょう

リズムを通して親子でスキンシップ！リズムあそびの達人ミクシーせんせいと
親子でたくさん歌って、たくさん笑って楽しい時間をすごしましょう
生演奏に合わせて親子でリズムに乗って体を動かしましょう。
毎回、講師の先生をお招きしての本格リトミックです。
昔ばなしを、影絵や音、仕掛け等を使ったえほんの国ならではの面白くって
楽しい読み聞かせでお届けします。
生演奏に合わせて親子でリズムに乗って体を動かしましょう。
毎回、講師の先生をお招きしての本格リトミックです。
絵本の読み聞かせの他、影絵シアター等様々なお話や夏にちなんだ工作、

11:00～16:00の間で随時 遊びなど、楽しい時間をみんなで一緒に♪

スカイプで海外と繋がりましょう。ネイティブの外国人の先生とおはなしできます。
(但し7/8,17,21,22,25,29,30日は休み）

スタッフによる絵本の読み聞かせ

10:00～20:00 （初日12:00から 海の図画展入賞作品展示及び表彰式(7/16のみ)。 ※主催：福山市港湾河川課
/最終日15:00まで
/16日は表彰式含む）

※お問い合わせ：084-928-1141(担当：長尾)

も
の
づ
く
り
交
流
館

書
道
美
術
館

実施日

タイトル

開催場所

開催時間

7/11(火)

小黒三郎デザイン
わんわんにゃんにゃん大集合＆銘木木工教
室

内容

7F
ものづくり工房

①10:30～12:30
②13:30～15:30

7/11(火)

福山市障がい者総合支援協議会
第１回研修会 第１回ネットワーク会議

9F
スタジオA

13:30～16:00

協議会・研修会・会議。 ※主催：福山市障がい福祉課
※お問い合わせ：084-928-1208（担当：佐藤）

7/12(水)

眠っているネクタイで
ネックレス作りに挑戦しよう！

7F
ものづくり工房

10:30～12:30

講師：掛谷キクエ ※講座内容：布手芸。 ※定員：10名 ※参加費：1,000円
※持参品：洋裁セット・目打ち ※7/2(日)10時より受付 084-923-1191

7/14(金)

アロマでひんやりぷるぷるジェル
ローション＆虫よけスプレー作り

7F
ものづくり工房 講義室

10:30～12:30

講師：黛三枝子 ※講座内容：ジェルローションと虫よけスプレーを作る。 ※定員：5名
※参加費：1,150円 ※持参品：なし ※7/2(日)10時より受付 084-923-1191

7/15(土)

グラスアートで切手型のかわいい
オーナメントを作ろう！

7F
ものづくり工房

10:30～12:30

講師：藤原潤子 ※講座内容：グラスアート。 ※参加費：10名 ※参加費：1,600円
※持参品：なし ※7/2(日)10時より受付 084-923-1191

7/15(土)

楽しくパッチワーク！夏到来！
スイカのタペストリー＆パターン

7F
ものづくり工房 講義室

14:00～16:00

講師：三宅慶子 ※講座内容：パッチワーク。 ※定員：33名 ※参加費：1,400円
※持参品：お手持ちの糸・針・はさみ・筆記用具 ※7/2(日)10時より受付 084-923-1191

7/15(土)

福山大学人文フェスタ2017

7F
セミナルームA

13:30～16:00

学生による街づくり企画の研究発表会。 ※主催：福山大学人間文化学部
※お問い合わせ：084-944-5517(担当：佐藤)

7/16(日)

こどもコマ大戦
「オリジナルコマを対戦しよう」

7Ｆ
市民交流広場

①10:30～12:00
②13:30～15:00

7/19(水)

はきごこちの良い布ぞうり

7F
ものづくり工房

13:30～16:30

講師：エコローズ企画 ※講座内容：布で草履を作る。 ※定員：15名 ※参加費：1,000円
※持参品：裁縫道具(はさみ・針・糸) ※7/2(日)10時より受付 084-923-1191

7/20(木)

ほのぼの陶芸教室
涼を誘う金魚のうちわ

7F
ものづくり工房

10:30～12:30

講師：やましたあきこ ※講座内容：陶芸。 ※定員：20名 ※参加費：2,000円
※持参品：エプロン・タオル・雑巾・ビニール袋 ※7/2(日)10時より受付 084-923-1191

7/21(金)

自然の木を使ったカトラリー
（スプーンやフォークなど）作り

7F
ものづくり工房

14:00～16:00

講師：山脇隆 ※講座内容：自然の素材を使ってカトラリーを作る。 ※定員：10名
※参加費：1,000円 ※持参品：なし ※7/2(日)10時より受付 084-923-1191

7/22(土)

禅語「和顔愛語」を長半紙に筆
で書写して表装しよう！

7F
ものづくり工房

10:30～12:30

講師：吉岡恭子 ※講座内容：「和顔愛語」を書写して表装する。 ※定員：10名 ※参加費：
1,200円 ※持参品：書道道具・大筆・新聞紙・持ち帰り用の袋・下敷き（任意） ※7/2(日)10
時より受付 084-923-1191

7/22(土)

小学生からおとなまで
「みんなで３Ｄプリント」

7F
ものづくり工房 講義室

14:00～16:00

講師：NPO法人BSB・3Dビジネス研究会 ※講座内容：3Dプリンタを使って、ものづくりを学
ぶ。※定員：10組 ※参加費：無料 ※持参品：ノートパソコン(持込自由) ※7/2(日)10時よ
り受付 084-923-1191

7/22(土)

福山市子ども議会認定書交付式
及び高校生議会認定書交付式

7F
セミナールームB・C

13:30～16:00

子ども議会認定書交付式及び高校生議会認定書交付式。 ※主催：福山市青少年課 ※
お問い合わせ：084-928-1046(担当：内田)

7/23(日)

タイルクラフト 夏休みの工作
にもなる「かわいいタイルの壁掛け」

7F
ものづくり工房

10:30～12:30

講師：佐藤智美 ※講座内容：タイルクラフト。 ※定員：10名 ※参加費：1,000円 ※持参
品：木工ボンド・ウェットティッシュ・ティッシュ・ピンセット ※7/2(日)10時より受付 084-9231191

7/23(日)

親子で作ろう楽しい陶芸

7F
ものづくり工房

14:00～16:00

講師：花﨑薪伍 ※講座内容：陶芸。※定員：30名 ※参加費：1,500円 ※持参品：エプロ
ン・タオル ※7/2(日)10時より受付 084-923-1191

7/23(日)

ワザワングランプリ in リム

7F
市民ギャラリーA・B

13:00～16:00

ベーゴマやめんこなど昔から伝わる遊びで競う。 ※主催：ワザワングランプリ実行委員
会・(一財)備後地域地場産業振興センター ※入場無料（競技に参加する場合：1競技100
円/全競技セット300円）※お問い合わせ：084-923-1191

7/24(月)

陶器の風鈴に墨や顔彩で描く
筆遊び体験をしよう！

7F
ものづくり工房

10:30～12:30

講師：坂井朋美 ※講座内容：風鈴に墨や顔彩で描く。※定員：25名 ※参加費：1,500円
※持参品：風鈴に描きたいモチーフ ※7/2(日)10時より受付 084-923-1191

7/25(火)

ポーセリンアートのプチプレート
月と星のセットを作りましょう

7F
ものづくり工房

10:30～12:30

講師：浦邊加代子 ※講座内容：ポーセラーツ。 ※定員：7名 ※参加費：1,500円 ※持参
品：なし ※7/2(日)10時より受付 084-923-1191

7/25(火)

籐でペンギンの小物入れを作りましょう

7F
ものづくり工房

14:00～16:00

講師：桑田眞江 ※講座内容：籐手芸。 ※定員：13名 ※参加費：600円 ※持参品：エプロン・はさみ・
ものさし又はメジャー・木工ボンド ※7/2(日)10時より受付 084-923-1191

7/26(水)

親子でマイ箸作り

7F
ものづくり工房

14:00～16:00

講師：槇原正憲 ※講座内容：マイ箸作り。 ※定員：15名 ※参加費：400～1,000円 ※持参
品：エプロン ※7/2(日)10時より受付 084-923-1191

7/27(木)

SCP全体保護者会(進路)

9F
スタジオA

13:30～16:30

進路説明会。 ※主催：福山市教育委員会学校教育部指導課 ※お問い合わせ：084-9281183(担当：延近)

7/28(金)

ミニチュアドーナツマグネット（3種）
を作りましょう

7F
ものづくり工房

14:00～16:00

講師：出原芳恵 ※講座内容：樹脂粘土細工。 ※定員：10名 ※参加費：1,000円 ※持参
品：エプロン ※7/2(日)10時より受付 084-923-1191

7/29(土)

福山ばらグッズ大学
気軽に体験！
「黒トート」にばらペイントをしよう！

7F
ものづくり工房

10:30～12:30

講師：正田洋子（ばらグッズふくやまフレンズ） ※講座内容：黒トートにばらペイントをす
る。 ※定員：10名 ※参加費：1,500円 ※持参品：えんぴつ・はさみ ※7/2(日)10時より受
付 084-923-1191

7/29(土)

親子で紙すき体験！
牛乳パックからハガキを作ろう！

7F
ものづくり工房

14:00～16:00

講師：エコローズ企画 ※講座内容：牛乳パックを漉いてハガキを作る。 定員：10組 ※参
加費：100円 ※持参品：タオル ※7/2(日)10時より受付 084-923-1191

7/31(月)

SCP交流会

9F
スタジオB

13:30～16:00

児童生徒・保護者・学校相談員の交流。 ※主催：福山市教育委員会学校教育部指導課
※お問い合わせ：084-928-1183(担当：延近)

7/21（金）
～9/10（日）

夏の所蔵品展Ⅱ
「書を楽しむ－楷・行・草・隷・篆」

特別展示室

10：00～19：00

「親子でかく古代文字展」に合わせ、篆書・隷書・楷書・行書・草書の作品を展示し、漢字
の成立と書体の特徴を紹介します。

8/2（水）
～
8/13（日）

第12回親子でかく古代文字展

市民ギャラリー

10：00～19：00
最終日は16：00まで

漢字の基となった古代文字を、親と子で書くワークショップを実施し、その作品を表装して
展示します。

8/18（金）
～8/27（日）

ぼくの絵わたしの絵展
～第76回全国教育美術展～
[NHK広島放送局]

市民ギャラリーＡ

10：00～19：00
最終日は16：00まで

絵画展

講師：木楽会 ※講座内容：木工。 ※定員：各15名 ※参加費：2,000円～
※持参品：エプロン ※7/2(日)10時より受付 084-923-1191

3Dプリンターで作った部品でコマを作り、トーナメント形式で対戦する。優勝者には賞品が
あります。 講師：(株)キャステム ※参加対象：幼児・小中学生 ※参加費：お1人様100円
※募集人数：午前午後とも各20名 当日参加可能 ※7/2(日)10時より受付 084-923-1191

