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子育て診断士がおくる
「こどもの才能発見講座」

■各日10：00～12：00(受付9：30～9：50)
■対象／子育てパパ・ママ 
■定員／各回15名 ■会場／5階ギャラリー2 
■講師／いさお先生
   （子育て診断士兼ファイナンシャルプランナー）
※当日は託児もございます。
　詳しくは申込フォームよりお問合せください。

統計学から見るこどもの個性と才能発見講座第1部

8/1月 3水2火

8/27土

〈浜松クラリネット・クワイアー〉
わくわくコンサート
❶13:30～14:10 ❷15:00～15:40
■対象／どなたでも（未就学児は保護者同伴）
■定員／各回15組 ■参加費／無料
■会場／6階ホール

8/3 水

〈浜剣黄桜〉
フリースタイルけん玉教室
❶10：00～11：00 ❷11：30～12：30
❸13：30～14：30
■対象／小学生 ■定員／各回20名
■参加費／200円 
■会場／6階ホール

体幹トレーニング＆
基礎体力測定
❶10：00～10：45 ❷11：00～11：45 
❸13：00～13：45 ❹14：00～14：45 
■対象／小学生（保護者同伴）
■定員／各回10名 ■参加費／500円
■会場／5階ギャラリー1
■講師／体幹トレーニングコーチ：大庭宏之
　パフォーマンスアップコーチ：内藤雄斗
■持ち物／運動靴
※運動のできる服装でご参加ください。
※参加者欄に参加する子の生年月日を
　ご記入の上、お申込みください。

〈浜松まつり会館〉
浜松まつりの歴史と
ちょうちん作り
■10:00～11:30
■対象／年長以上（保護者同伴）
■定員／14組 ■参加費／700円
■会場／浜松まつり会館 ※現地集合
   (静岡県浜松市南区中田島町１３１３) 

サッカーやかけっこなど、どのスポーツにも応
用できる体幹トレーニング＆今の実力がわかる
瞬発力の測定をします。・

浜松クラリネット・クワイアーは、浜松市近郊
のクラリネット愛好者が集まり、クラリネットだ
けで編成された楽団です。今回も、小さなお子
さんからお父さんお母さんまで、楽しめる曲を
演奏します。

けん玉の基礎を丁寧に教えます。フリースタイル
のパフォーマンスも見れます。

会館の館内を巡りながら、館長がまつりの歴
史を分かりやすく楽しく解説します。ペットボト
ルで作るちょうちんも作れます。

要予
約

これからを考えるマネー講座第2部

みんなで考えてみよう！

お買い物ゲームをしながら「エシカル消費」について学ぶことがで
きます。日々の買い物の中でどうすれば身近な問題を解決できる
かを考えてみましょう！
（写真は市内小学校で実施時のものです。）

https://pro.form-mailer.jp/fms/212e6b53251954

スマートフォン・携帯から

パソコンから

６/２４（金）より予約開始参加無料

※一部対応していない機種・
　アプリがございます。

7/31日

8/8 月

〈浜松いわた信用金庫〉
SDGｓ入門講座
私もできる！エシカル消費！
❶10：30～11：30 ❷13：30～14：30
■対象／❶小学1年生～3年生（親子で参加）
❷小学4年生～6年生
■定員／各回20名 ■参加費／無料
■会場／5階ギャラリー1

抽選
WEB申込 8/10水

〈浜松調理菓子専門学校〉の生徒さん達と次世代の食材“昆虫食”
について考えてみよう。こおろぎの粉末入りのクッキーも作ります。

〈浜松調理菓子専門学校〉
食から学ぶSDGs＆
こおろぎクッキー作り

❶10：30～12：00 
❷13：30～15：00
■対象／小学生
■定員／各回8名 
■参加費／300円
■会場／7階おやつ工房
■持ち物／手ふきタオル

～演奏曲～
♪□□□□□　 ♪□□□
♪□□□　 ♪□□□□□ 他

「イライラしてつい怒鳴ってしまう」
「わが子の個性を伸ばしたい」と
いうパパ・ママ必見!これからの
お金のことも同時に学べる子育
てパパ・ママに人気の講座です。

食品サンプルを作ろう！
❶10：00～11：00 ❷11：30～12：30 
■対象／4歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定員／各回20名 
■参加費／1,650円
■会場／5階ギャラリー1
レストランの入口にある、あれ、どうやって作る
の？「スイーツストラップ」と「天ぷら」の2品を
作ります。

8/9 火

日本文化の茶道を体験して日本人のおもてなしの心を学んでみましょう！

日本文化茶道 
お抹茶をたててみよう!飲んでみよう!
❶13：00～14：00 ❷14：30～15：30 
■対象／❶5歳以上（保護者同伴）❷小学生 
■定員／各回8名 ■参加費／300円 ■会場／7階ワークショップ
■講師／裏千家 長坂都子 ■持ち物／くつ下

抽選
WEB申込 7/25月

浜松市で想定される災害は
何だろう？災害時に困ること
は？自分の身を守るにはどう
したらいい？ケガの応急手
当や搬送法などの実技を交
えて、家族で災害について
考えよう。

■10：00～12：00
■対象／小学3年生～6年生（保護者同伴）
■定員／15組 ■参加費／500円
■会場／5階ギャラリー1

抽選
WEB申込 7/27水

抽選
WEB申込 8/2火 4木

浜松で織っている
遠州綿紬の色や
風合いを楽しみな
がら絵手紙をつくり
ます。

〈ぬくもり工房〉
遠州綿紬で
布の絵手紙を作ろう
■13：00～15：00 ■対象／4歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定員／先着40名 ■参加費／300円 
■会場／7階ワークショップ

当日
受付 7/26火 8/23火

2022年夏の特別プログラム

浜松こども館は、持続可能な開発目標（SDGs）を
支援しています。

Sustainable Development Goals
「持続可能な開発目標」

SUMMER PROGRAM

今年の夏もSD
Gsについて

みんなで考えて
みよう！

日本の心を

学ぼう！

伝統織物に触れてみよう！

上手にできるかな？

まるで本
物

みたい！

ゲーム感覚で学べます！

昆虫食を作ってみよう！

〈命のバトン浜松・
かんがえる.Labo〉
家族で防災
～災害から命を守る・繋げる・備える～
災害発生時に
家族でできること

★2022 SUMMER★

※新型コロナウイルス感染症拡大防止、会場・講師等の都合によりプログラム内容を変更、または中止する場合がございます。予めご了承ください。
※浜松こども館館内にて行うイベントには、別途入館料がかかります。

今すぐ登録 ！

ライン公式
アカウント

【回数利用券】大人用、小人（小・中・高）用、託児用があります。
【団体】〈20名～79名〉2割引、〈80名以上〉4割引※団体の場合は、事前予約が必要です。

〒430-0933 静岡県浜松市中区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館5・6・7階（受付／6階）
tel.053-450-9111 fax.053-458-0300
https：//kodomokan.entetsuassist-dms.com/ 浜松こども館 検索

入 館 料
大人／200円  小・中・高校生／100円 未就学児／無料（保護者同伴）まちなかPクーポン契約駐車場ご利用の

お客様には、200円分のまちなかPクーポンを
発行します。駐車券を受付にご提示ください。

駐車料金割引サービス 開館時間 休 館 日
平　日／10：00～17：00
土日祝／10：00～18：00

年末年始（12月29日～1月1日）
※臨時休業あり
（詳しくはホームページをご覧ください。）

浜松市立青少年の家のご紹介

〒430-0906 静岡県浜松市中区住吉4丁目23-1 
【TEL】053-471-4725   【FAX】053-471-4723  【HP】https：//h-seisyounen-ie.entetsuassist-dms.com/

Facebook LINE

浜松市立青少年の家は、浜松市中区住吉の緑豊かな自然の
中にある都市型野外体験宿泊研修施設です。野外活動だけ
でなく、学校の部活動や子育てサークル・一般団体の合宿や
研修に利用できます。

※混雑時は、入館人数の制限を
　行う場合がございます。

インスタグラムも見てね。

体験イベント情報体験イベント情報

抽選
WEB申込

当日
受付

         のしるしのついた
イベントへの参加は全て
当日受付となります。

当日受付

       のしるしのついた
イベントへの参加は全て
抽選となります。（先着順ではありません）

抽選
https：//kodomokan.entetsuassist-dms.com/event/

浜松こども館ホームページ「イベント情報」の
申込みフォームよりお申込みください。

※当選者のみに7月19日（火）までにこども館より当選のメールをお送りいたしますので「こども館」からの返信メールを
受け取れるように設定をお願いします。※同じプログラムには時間違いでも１人1回しかお申込みできません。

7 9土
（10：00）

712火
（18：00）

抽選申込み期間

浜松こども館



スピーディ×クリエイティブ×アクロバティックなムー
ブを武器とし、国内外問わず多数地域で活動。

画用紙に星を貼って、夏に見える星座を覚えよう!また、写真を見ながら、
星と宇宙の不思議なお話も聞けます。

浜松まちなかダービー
〈浜松科学館〉VS〈浜松こども館〉
ペーパーサッカーボールで
ゴールを決めよう!

各会場で「自分用」と「対戦用」のサッカーボールを2個作れます。作ったサッカーボール
を相手の施設にあるゴールに入れよう！たくさんボールが入った施設が勝ちです!
※対戦結果は8月24日（水）に発表します。

こども館で星座さんぽ
❶10：30～11：30 ❷13：00～14：00
■対象／小学生（親子で参加も可）
■定員／各回18名 ■参加費／無料 
■会場／5階ギャラリー2
■講師／浜北少年科学クラブ指導員 町田謙吾さん

抽選
WEB申込 8/11木㊗

〈Tenkomori（天竜これからの森を考える会）〉
木こりと一緒にちょっと森林体験！
❶木こり紙芝居、ネイチャークラフト等
❷チェーンソーでの丸太伐り体験、天竜ヒノキのマイ箸作りワークショップ等
❶10：30～11：30 ❷13：30～14：30
■対象／❶4歳以上の未就学児（保護者同伴） ❷小学生
■定員／各回15名 ■参加費／無料 ■会場／6階ホール

抽選
WEB申込 7/23土 24日

「天竜これからの森を考える会」の
略称で、浜松市内の若手の林業関
係者で構成される団体です。林業
や木の魅力を多くの人に「見て、
知ってもらう」ことを目標に、学校等
での出前授業や木工体験・イベント
活動を実施しています。

Tenkomoriとは

「浜松科学館みらいーら」「浜松まちなかマネジメント（株）」「NPO法人オールしずおかベストコミュニティ 」「静岡県障害者スポーツ指導者協議会」「(一社)グラウンドラボラトリーズ」「浜松こども館」共同企画

「伊藤園健康ミネラル麦茶650㎖」をプレゼント！

サッカーゴール設置期間：8/18木～24水12:00まで

〈アルバFC〉
サッカーしようよ!
■11：00～12：00
■対象／年長以上（未就学児は保護者同伴）
■定員／各回15名 ■参加費／500円
■会場／6階ホール ■持ち物／上履き

中学生のお兄さん
お姉さんがボール
での遊び方を教え
てくれるよ!

抽選
WEB申込 8/19金

8/18木

22月

19金

〈（一社）グラボ〉
エコモルックづくり
■14：00～15：00
■対象／年長以上（親子で参加）
■定員／10組 ■参加費／500円
■会場／6階ホール ■持ち物／上履き
■協力／石牧建築

天竜杉の端材でモ
ルックを作って遊んで
みよう!
【モルックとは】木の棒
を倒し点数を競う誰で
も楽しめる遊びです。
サッカーウィークの今
回はボールを蹴って
棒を倒そう!お家でも
遊べます。

浜松市やらまいか
大使の天玲美音さん
と、浜松科学館の
「うえちゃん」による、
サッカーや球に関す
る実験ショー。

特設テニスコートで
足を使ってテニスを
してみよう!

サッカーボールを使ったパフォーマンスを
間近で見よう!

抽選
WEB申込 8/22月

〈浜松科学館みらいーら〉
天玲美音とうえちゃんの
コラボサイエンスショー
❶13：00～13：30 ❷14：00～14：30
❸15：00～15：30 
■対象／どなたでも
■参加費／常設展入場料のみ
■会場／みらいーらステージ 

8/21日

プログラミングで
サッカーのゲームを作ろう！
❶  9：30～10：30 ❷11：00～12：00 ❸13：30～14：30 
❹15：00～16：00 ❺16：30～17：30
■対象／年長～小学6年生（未就学児は保護者同伴）
■定員／各回10名 ■参加費／1,000円

PCでプログラミングしてサッカーのゲームを作ります。キー
パーに当たらずにシュートを決めることができるかな？作った作
品はご自宅でもご覧いただけます。プログラミングやPCが初
めてというお子様もお気軽にご参加ください。

8/24水
コミュニティースペース Any
(静岡県浜松市中区千歳町91-1)

ソラモで
サッカーテニス
■10：00～12：00 
■対象／どなたでも
■参加費／無料
■協力／浜松市テニス協会・
　アオヤマスポーツ・ヨネックス

浜松市ギャラリーモール ソラモ
(静岡県浜松市中区砂山町３２０-１) 

参加賞あり!10回達成から賞
品がもらえる!（数量限定）

ソラモ・
リフティング
チャレンジ
■14：00～15：00
■対象／どなたでも
■参加費／無料
■協力／アスレタ

フリースタイル
フットボールショー
■13：30～14：00
■対象／どなたでも ■参加費／無料
■協力／D-PROOT RECORDINGS

障害のある人や農業者が作った農
産物や加工品雑貨の販売会です。

「ブラインドサッカー」
や「ボッチャ」などパラ
スポーツを体験して
みよう！

〈静岡県障害者
スポーツ指導者協議会〉
パラスポーツ体験
❶10：00～12：00 ❷13：30～15：00
■対象／どなたでも
■参加費／無料

〈NPO法人オールしずおか
ベストコミュニティ〉
ノウフクマルシェ
「ふじのくに福産品」
販売会 ■11:00～15:00

https://reserva.be/terakinc

スマートフォン・携帯から

パソコンから

８/３（水）申込み締切り

※一部対応していない機種・
　アプリがございます。

浜松こども館は、
持続可能な開発目標
（SDGs）を支援しています。Sustainable Development Goals「持続可能な開発目標」

についてみんなで考えます。では今年の夏も、

〈浜松科学館〉ではみらいーらブルーのボールを作るよ！
〈浜松こ

ども館〉で
は

はぴたん
オレンジ

の

ボールを
作ろう！

リフティングに挑戦！■10：00～12：00 ■対象／どなたでも
■定員／各日先着200名 ■参加費／100円
■会場／浜松科学館（みらいーらテーブル）・浜松こども館（7階ワークショップ）

フリースタイル
フットボール
プレイヤー

Ko-suke

浜松科学館みらいーら
(静岡県浜松市中区北寺島町256-3) 

浜松こども館
(静岡県浜松市中区鍛治町100-1) 

2022夏休み“親子まちなかサッカーWeek” 2022年のまちなかはサッカーで熱い!! 暑さ日本一の記録（2020年8月17日41.1度）を持つ浜松市。今年は「アツいまち浜松」をサッカーを切り口に、楽しく熱く盛り上げます!!

浜松こども館 浜松科学館みらいーら

サッカー
の

ゲームが

作れちゃ
う！

同時開催

■略 歴
・Freestyle Football Okinawa Open 2019 優勝
・Red Bull Street Style 2016 準優勝
・4年連続日本ランキング1位獲得中
・ギネス世界記録達成

華麗な技を
見に行こう！

楽しい実験ショー！

当日
受付

当日
受付

当日
受付 8/21日

要予約

/

「ギャラリーモール ソラモ」で行われるイベント参加で/
プレゼント
参加

（お一人様1本／先着1,000名様） 協賛:株式会社伊藤園

現役の救命救急士から、心肺蘇生やAEDの操作方法などを教わ
り、主体的に行動することで「救える命」があることを学びます。

~子どもたちの好奇心を育む~
命を救う授業
■10：30～12：00 ■対象／小学生 ■定員／20名 
■参加費／300円 ■会場／5階ギャラリー1

抽選
WEB申込 7/29金

■参加費／500円
■会場／5階ギャラリー1

× プログラミングワークショップ
浜名湖の生き物を作ってプログラミングで動かそう

一般社団法人 イエロー  ピン  プロジェクト
日本財団 海と日本プロジェクト

●粘土工作の先生
フィギュア作家：
あかほり このみ

●館長のお話もあるよ
「身近な宝の湖(うみ)浜名湖のお話」
講師：浜松こども館館長  原田益見

このイベントは、海と日本PROJECTの一環で実施していますhttps://programming.or.jp/umip/
詳しくは公式サイトで

「ウォット（浜名湖体験学習施設）」
から魚たちもやってくる!

抽選
WEB申込 7/28木

■10：00～12：00
■対象／年長～小学2年生（保護者同伴）
■定員／親子10組

■13：30～15：30
■対象／小学3～6年生
■定員／15名

世界で人気のconomiさんに粘土
工作のコツを教えてもらおう！

浜名湖の自然を守るためにみんなが
できる事を一緒に考えてみよう。

天体写真を

プレゼント！


