
文化・芸術

★おはなし会

絵本等の読み聞かせや簡単な遊び

予定時期：毎週土曜日

対象：幼児とその保護者

【担当】総合図書館

★読書記録ｶｰﾄﾞ「わくわく読書ﾏﾗｿﾝ」

夏休みに沢山読書すると認定証を交付

予定時期：7月下旬～8月

対象：小学生

【担当】総合図書館

★小学生のためのおはなし会

絵本の読み聞かせやﾌﾞｯｸﾄｰｸを行う

予定時期：8月

対象：小学生

【担当】総合図書館

おひざにだっこのおはなし会

絵本の読み聞かせやわらべうたを歌う

予定時期：月1回

対象：0～2歳とその保護者

【担当】総合図書館

★ジュニア絵画教室

ｼﾞｭﾆｱ絵画展に向けた絵の描き方を学ぶ

予定時期：8月

対象：小･中学生15人

【担当】町民センター

★図書館・文書館体験ツアー

図書館や文書館の裏側の見学等

予定時期：7･12月

対象：小学3年生～高校生5人

【担当】総合図書館

★夏休み昔の遊び教室

竹を使った玩具で昔の遊びを体験

予定時期：7月27日(木)

対象：小学生30人

【担当】教育総務課

★子ども書道教室

書道の基礎を学ぶ

予定時期：8月

対象：小学3～6年生15人

【担当】町民センター

浴衣着付け教室

浴衣着付けの基礎を学ぶ

予定時期：7月

対象：町内在住･在勤20人

【担当】町民センター

★北部公民館子ども茶会

和の空間で気軽に茶会体験

予定時期：8月23日(水)

対象：小学生15人

【担当】北部公民館

★和紙ちぎり絵教室

予定時期：8月4日(金)

対象：小･中学生20人

【担当】北部公民館

★布ぞうり作り教室

伝統文化を体験

予定時期：6月

対象：小学生以上15人

【担当】教育総務課

★七夕飾り作り教室

予定時期：7月1日(土)

対象：幼児･小学生20人(親子可)

【担当】北部公民館

★モザイクアート教室

予定時期：8月9日(水)

対象：小学生20人

【担当】北部公民館

講座･イベントスケジュール 
さむかわ町民大学･さむかわゆうゆう学園ガイド 

samukawa  course  and  event  schedule 

２０１７年６月－９月 

町･町関係機関が主催する講座･イベントスケジュールです。各メニュー

の詳細は担当へお問い合わせ頂くか、広報さむかわでご確認下さい。 

★印は幼児･青少年向けのさむかわゆうゆう学園事業です。 

事業に参加してスタンプを１０個集めると、３月に修了証と記念品を 

贈呈します。スタンプカードは各公民館や町役場で配布しています。 

Jun.2017- Sep.2017 

マークの見方 

   乳幼児期･青少年期… 

        成人期… 

        高齢期… 



文化・芸術

★おはなし広場

絵本の読み聞かせ

予定時期：①第2金曜日②第4土曜日

対象：①幼児②小学生

【担当】南部公民館

★ジュニア絵画展

予定時期：9月

対象：小･中学生

【担当】町民センター

★おはなし図書館

絵本等の読み聞かせ

予定時期：8月を除く毎月第1･第3土曜日

対象：幼児･小学生(親子可)

【担当】北部公民館

★夏休みおはなし図書館

絵本等の読み聞かせ

予定時期：7･8月

対象：幼児･小学生(親子可)

【担当】北部公民館

★囲碁・将棋教室

予定時期：毎月第1･第3土曜日

対象：小･中学生

【担当】北部公民館

★百人一首かるた教室

予定時期：8月を除く毎月第2土曜日

対象：小･中学生

【担当】北部公民館

★子どもお菓子作り教室

予定時期：8月18日(金)

対象：小学生15人

【担当】北部公民館

★水彩画教室

ジュニア絵画展出品作品の制作

予定時期：7月28日(金)、29日(土)

対象：小･中学生20人

【担当】北部公民館

歴史講座

寒川や周辺地域の歴史と文化を学ぶ

予定時期：8月

対象：町内在住･在勤50人

【担当】町民センター

さむかわ考古学講座

茅ヶ崎寒川の遺跡について学ぶ

予定時期：4～6月

対象：成人30人

【担当】教育総務課

町史講座

テーマは「1947年」

予定時期：8月頃

対象：どなたでも(100人)

【担当】文書館

さむかわ

ダンスフェスティバル

公民館のダンスサークルの発表会

予定時期：7月

対象：どなたでも

【担当】町民センター

古文書講座

江戸時代の社会や文化を学ぶ

予定時期：5～10月

対象：どなたでも(30人)

【担当】文書館

古典芸能講座

落語鑑賞

予定時期：6月25日(日)

対象：町内在住･在勤100人

【担当】北部公民館

文化講演会

著名人による講演会

予定時期：9月

対象：どなたでも

【担当】町民センター

ネコのマスコット作り講座

予定時期：9月

対象：町内在住･在勤20人

【担当】町民センター

資料修復

ワークショップ

資料を守る技術を習得

予定時期：9月頃

対象：どなたでも(20人)

【担当】文書館

★南部子どもクラフト教室

工作を中心としたものづくり体験

予定時期：未定

対象：小学生20人

【担当】南部公民館

★ジュニア絵画展に出展しよう

絵画展に出展する作品制作

予定時期：8月

対象：小学生20人

【担当】南部公民館

サークル入会体験フェスタ

各公民館サークルの入会体験

予定時期：9月

対象：町内在住･在勤

【担当】各公民館

盆踊り教室

日本の伝統文化である盆踊り体験

予定時期：7月

対象：町内在住･在勤30人

【担当】町民センター

★やってみようよ紙芝居

物語の面白さや日本の伝統文化を学ぶ

予定時期：8月

対象：小･中学生15人

【担当】町民センター



環境

環境講座

予定時期：6月

対象：町内在住･在勤20人

【担当】町民センター

★川の生き物調査隊

目久尻川の生物の捕獲･調査

予定時期：7月15日(土)

対象：町内在住･在勤･在学25人

【担当】環境課

健康・福祉

★小学生料理教室

少年期の栄養と食事について学ぶ

予定時期：8月

対象：小学生30人

【担当】健康・スポーツ課

離乳食講習会①ごっくん期

離乳食のはじめ方･進め方を学ぶ

予定時期：偶数月

対象：4～6ヵ月児の保護者

【担当】子育て支援課

離乳食講習会②かみかみ期

離乳食の3回食について学ぶ

予定時期：奇数月

対象：8～11ヵ月児の保護者

【担当】子育て支援課

親と子の食育教室

幼年期の栄養と食事について学ぶ

予定時期：7月

対象：3歳半～未就学児とその親12組

【担当】健康・スポーツ課

父親・母親教室

妊娠中の健康管理や育児について学ぶ

予定時期：5･7･9･11･2月

対象：妊婦とそのパートナー

【担当】子育て支援課

お父さんのための

アンチエイジング教室

ストレッチ等の介護予防教室

予定時期：通年

対象：町内在住65歳以上男性25人

【担当】高齢介護課

健康づくり体操の日

さむかわwakuwaku体操等を行う

予定時期：原則毎月第2水曜･第4木曜日

対象：町内在住で医師から運動制限

されていない人

【担当】健康・スポーツ課

健康普及講座①②

こころとからだの健康を応援する講座

予定時期：①6月②7月

対象：①②町内在住で医師から運動制限

されていない人(30人程度)

【担当】健康･スポーツ課

歯科講演会

歯や口内の健康について学ぶ

予定時期：6月

対象：どなたでも

【担当】健康・スポーツ課

元気はっけん広場

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ中心の介護予防教室

予定時期：通年

対象：町内在住65歳以上70人程度

【担当】高齢介護課

コツコツ教室①

骨密度を測定し栄養について学ぶ

予定時期：9月

対象：町内在住100人

【担当】健康･スポーツ課

スポーツ･レクリェーション

バドミントン初心者講習会

予定時期：9月～11月の土日(全6回)

対象：町内在住在勤20人

【担当】北部公民館

テニス教室①

初心者、初中級者向け

予定時期：５月～6月

対象：町内在住･在勤(高校生以上)25人

【担当】健康・スポーツ課

ヘルスライフアカデミー

姿勢矯正･ダイエット等

予定時期：毎月

対象：どなたでも15人

【担当】健康・スポーツ課

★小学生体験学習①

さつまいも作り

予定時期：5～10月

対象：小学生50人

【担当】保育・青少年課

★夏休み子どもフェスティバル

親子でふれあい、仲間を作る

予定時期：7月23日(日)

対象：自由参加

【担当】北部公民館

卓球教室

初心者向け

予定時期：9月

対象：町内在住･在勤25人

【担当】健康・スポーツ課



★小学生体験学習②

キャンプ

予定時期：8月

対象：小学5･6年生40人程度

【担当】保育・青少年課

★南部子どもクッキング教室

簡単な料理を体験します

予定時期：6月、9月

対象：小学生20人

【担当】南部公民館

和菓子作り教室

和菓子作りを体験します

予定時期：9月

対象：町内在住･在勤15人

【担当】北部公民館

★走り方教室

早く走る方法を学ぶ

予定時期：7月

対象：小学生とその保護者20組

【担当】南部公民館

★ヒップホップ教室

皆で楽しくヒップホップダンスを踊る

予定時期：8月

対象：小学生20人

【担当】南部公民館

スポーツ吹き矢教室

予定時期：未定

対象：町内在住･在勤15人

【担当】北部公民館

住民生活スポーツ･レクリェーション

南部料理教室

旬の食材を使って料理を作る

予定時期：6月

対象：町内在住･在勤15人

【担当】南部公民館

★親子パン教室

夏休みを利用して親子でﾊﾟﾝ作りを楽しむ

予定時期：①7月　②8月

対象：①幼児とその保護者12組

②小学生とその保護者12組

【担当】南部公民館

生涯学習ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ

自主企画講座

ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ人材登録者による講座

予定時期：通年

対象：講座内容による

【担当】協働文化推進課

国際

英会話講座

中級英会話を学ぶ

予定時期：7月

対象：町内在住･在勤20人

【担当】南部公民館

★英語であそぼう

予定時期：8月29日(火)

対象：小学1･2年生20人

【担当】北部公民館

★小学生英会話教室

国際感覚の基礎を養う

予定時期：7･8月

対象：小学3～6年生16人

【担当】町民センター

スポーツ･レクリェーション

★子どもサイエンスフェスティバル

工作や実験を通じて科学を学ぶ

予定時期：8月

対象：小･中学生

【担当】町民センター

★子どもまつり

レクレーションゲーム等

予定時期：6月

対象：小学生300人

【担当】保育・青少年課

★子ども科学教室

予定時期：8月5日(土)

対象：小学生30人

【担当】北部公民館

各担当問い合わせ先 

寒川町役場（協働文化推進課・高齢介護課・健康･ｽﾎﾟｰﾂ課・環境課・教育総務課・子育て支援課・保育･青少年課） 
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寒川町のイベントや講座情報は 

町ホームページでも公開中。 

大人も子どもも楽しめる情報満載♪ 


