ゆう

場 所：中央地区公民館
開所日：月 1～2 回土曜日（10 時～12 時）
◆今月の開所日は 16 日です。

1６日

いきものとあそぼう！

対象：小学生 定員：先着 10 名 参加費：100 円

ゆう

場 所：三川地区公民館
開所日：主に月 2 回土曜日（10 時～12 時）
◆今月の開所日は２日です

２日 ゼリー教室＆七夕おはなし会
対象：小学生 定員：１２名 参加費：１００円
※申込みは終了しています。

申込み：あり 7 月 1５日（金）まで
問い合わせ：三川地区公民館（52-5957)

問い合わせ：中央地区公民館（53-1502）

場 所：中央地区公民館
開所日：第 2 土曜日（10 時～12 時

９日

場 所：有明キリスト教会
開所日：毎週火・木・金曜日（15 時～17 時）
◆今月の開所日は,5､7､8,12,14,15,19 日です

ふれあい映画

「消え去らぬ傷あと・火の海･大阪」
「カラスのパン屋さん」
「
『やさしく』の意味～おばあちゃんは認知症だった～」
「小学生の生活安全シリーズ 水の事故と安全」ほか
対象：小学生、一般 定員：20 名 参加費、申込み：なし
問い合わせ：中央地区公民館（53-1502）

宿題会と自由遊び
対象：地域の小学生から高校生まで
申込み：なし 定員：なし 参加費：なし
問合せ：田中（54-4185）

場 所：大正小学校体育館
開所日：毎月第 2 土曜日（10 時～11 時 30 分）
◆今月の開所日は 31 日です
３１日

大正こども花火＆七夕（１９時～２０時）
消防団のポンプ車が来るよ！！

場 所：あけぼの苑職員研修センタ
開所日：第 4 土曜日（13 時半～15 時

２３日 どんぐりで動物を作ろう♪
対象：天の原小学校児童

対象：大正小学校児童・保護者 定員：なし
申込み：７月１５日（金）までに学校へ 参加費：なし
集合場所：大正校区コミュニティセンター

定員：なし 申込み：あり
問い合わせ：坂本（090-7292-0375）

問い合わせ：豊福（080－1703-5767）

場 所：勝立地区公民館
開所日：月 1 回土曜日（9 時～11 時）
◆今月の開所日は 1６日です

場 所：平原小学校
開所日：第 2 土曜日（10 時～12 時）

１６日
今月はお休みです

竹細工でおもちゃ作り（９時半～1０時半）

対象：小・中学生 定員：なし 申込み：なし

問い合わせ：平原小学校（53-6019）

問い合わせ：勝立地区公民館（51-0393）

場 所：白川小学校
開所日：第 1 土曜日（9 時～10 時 30 分）
場 所：駛馬地区公民館
開所日：毎週土曜日（13 時～15 時半）
◆今月の開所日は 2､9､16､23､30 日です

今月はお休みです
問い合わせ：白川小学校（53－6018）

２日

親子ラジオ工作教室（13 時～15 時）」

対象：原則小学校 4 年生から 6 年生 定員：20 組
参加費：無料 ※申込みは終了しています。

９日 夢ふうせん（おはなし会）（13 時～14 時）
場 所：主に延命公園お花見広場

対象：どなたでも 定員：なし 参加費：無料

開所日：主に第 4 土曜日（10 時～12 時）
問い合わせ：北川（090-4582-2131）

問い合わせ：齊木（090-2856-6395）

発

行：生涯学習課次世代育成担当
（延命庁舎内）
連絡先：４１－２８６４

場 所：グリーンコープ上官店２階
開所日：毎週水曜日(15 時半～18 時半)土曜日（11 時～15 時）
◆今月の開所日は 2.6.9.13.16.20.23.27.30 日です

場 所：吉野地区公民館
開所日：第 4 土曜日（10 時～12 時）

２３日

紙ヒコーキ大会

対象：吉野小学校児童 定員：１５人
申込み期間：７月１３日（水）～２0 日（水）
参加費：なし
問い合わせ：吉野地区公民館（58-3479）

子ども達が気軽に立ち寄り自由に過ごせる場所です
対象：小学生～地域のみなさん 定員：２０人
申込み：なし（参加時連絡先記入要）
参加費：なし （土曜日：昼食あり）※大人昼食利用の場合（200 円）
（水曜日：おやつあり）※大人おやつ利用の場合（100 円）

問合せ：子育てサポートセンター愛・あい（080-1768-9355）
場 所：地域交流プラザゆいまーる
開所日：毎週水曜日（15 時～17 時）
場 所：三池カルタ・歴史資料館プレイングルーム
開所日：毎日（10 時～17 時）（1～4,11,19,25,28 日はお休みです）

今月はお休みです
問い合わせ：グループホーム蒼（58-3608）

※プレイングルーム利用前に受付へ申込みあり（利用時間 30 分）

展示案内： 平和展２０２２「大牟田空襲と戦争」
７月５日（火）～９月２５日（
問い合わせ：三池カルタ・歴史資料館（53-8780）
場 所：三池地区公民館
開所日：毎月第 2 土曜日（10 時～11 時半

９日

タペストリーづくり♪～おりがみの金魚をかざろう～

対象：小学生 参加費；100 円
定員：２０名 申込：7 月 1 日（金）9 時～（先着順）
持ってくるもの：水とう
問い合わせ：三池地区公民館（53-8343）

場 所：手鎌地区公民館
開所日：主に毎月 1～2 回土曜日（10 時
◆今月の開所日は 2.16 日です

２日

体育館で読み聞かせ＆自由遊び
場所：手鎌小学校体育館
対象：手鎌小学校児童

場 所：草木八幡宮
開所日：主に毎月第２日曜日（10 時～12 時）
◆今月の開所日は 17 日です

１７日（日） ～おばけやしき～

１６日

自由に遊ぼう
場所：手鎌地区公民館
定員：なし 申込み：なし
対象：手鎌小学校・明治小学校児童
持ってくるもの：タオル・水とう

場所：草木上公民館 参加費：なし
対象：羽山台小児童 定員：なし
申込み：不要

問い合わせ：手鎌地区公民館（56-6008）
問い合わせ：中道（54-4399）
場所：駛馬地区公民館
開所日：毎週土曜日（14 時半～16 時半）
◆今月の開所日は 2､9､16､23､30 日です

場 所：高取小学校
開所日：第 4 土曜日（10 時～11 時 30 分）
◆今月の開所日は 16 日です

１６日

魚釣り＆万華鏡作り

スポーツチャンバラ＆ボールで遊ぼう！
対象：小学生を中心に幼児から大人まで
申込み：なし 定員：20 人
問い合わせ：荒木（090－8351-6964）

対象：高取小学校児童 参加費：なし 定員：なし
申込み：７月８日（金）まで
持ってくるもの：水筒、タオル、体育館シューズ

場 所：えるる
開所日：金曜日（17 時～19 時）
◆今月の開所日は 1.8.15.22.29 日です

問い合わせ・申込み 高取小学校（53-6020）

★毎週金曜の夕方５時からです。小学生の参加は送迎をお願いします。

予定は変更になる場合があります。
各子どもの居場所に問合わせてから
参加してください。

マスクによる熱中症に
気をつけよう！
水分ほきゅうを
忘れずに！

自由に遊ぼう！宿題を持ってきてもいいよ～♪
対象：小・中学生

申込み：なし
問い合わせ：西島（090-2582-9013）

