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7/10 都島医療センター l  i院内学級J ころりん (25名 先生を含む)

☆点滴しながら実験に,llし ている子とも違を思い出すだけで 泣けてきます これか

らも院内学級での実験は経続したいです AS佐 藤さん 澤層さん 小日さんが実験ス

タッフとして参加

7/21 大東市民会館  : 「わくわ く科学教室」 波体空素他  6種 類  (150名 )

☆14回日の科学教菫 実行委員長を交野市の生井さん (中学 理ヽ)に  来年度の実施は

下明.く 子とも教室研究■>か らたくさんの方が参加.交 流会が楽しかった

7′22 東大度会館  : 「わくわ く科学欧菫J トライアイス スライム  (30名 )

☆同窓会主催が難しい。これからも同窓会組織でも 子ども向けイベント企画してほしい

7/29 法円坂  : 「フェスティバル」 液体菫秦他  10種 類 (2∞名スタッフを含り

★くSA子 ども枚宣研究科>で 進めたイベント たくさんの実疎に出会えて最高でした。

くイオンと食べもの>を 授案しました.2年 生の女の子 「この実験をして良かったJに

ニソコリでした (笑 )

?/30 大東tF道北小  :  i校 内研修会J〈20名)

☆午前中はくSA子 ども教彗研究科>で 授業.そ して住道it小べ く程度のF.I燿>を 実験

先生逮も討籠してたのしい授業になりました

νl 中町波輸小学校 : 「子ともヽ 学軟鋤   トライアイス (802と スタッフ)

★午後からの実験 場所はクーラーのない理科宣.暑 くて参りました 現験を思い出しま

した 楠根さん 百々さん 北坂さん 西日さん 山條さん (一期〉 両ASさ んがスタ

ッフとして参加 N'0岬 の渡辺代表と事務局の新野さんはフル回転の活動.阿 都さん

のマジックショーに 子ども撻もビックリ (笑 〉

874 枚方薇島  : 「わくわくヽ学教菫」 トライアイス (30名)

★森田さんからの依頼イベント.枚 方小学校の畑中哀―さんに実躾してもらい 音回は

を藤さん 西本さん 中西さん 平田さんと同じく実験スタッフで,力,

8/6 大阪発達総合凛育センター :「院内学級J電気を通すもの 通きないもの (20名)

☆ASの を藤さんと二人で実験 45分程度の授業でしたが 感動的な実験になりました

これからも ぜひここでの実験は終続したいですね.は 蠣する予定)

8/9 松原市公民鶴 : 「わくわくヽ 学載蜘  もしも原子が見えたなら く30名)

3/10 松原市公民館 : 「わくわく科学教詢  見えない気体をつかまえよう (30名)



☆両口とも 杉口さん 竹ノ内さんがアシスタント 9日 は■藤さんと授業 10日は森

田さんと授業 両日ともたのしい実験になりました 来年度も是非 :|

8/21 大東● :  f文 庫 科学あそびJ 磁石 (大人も含めて15名)

★今回で3回日になります 小さな学びですが 来年度は ?で すね

ν 22 四條暉市公民館  : 「崚キッズ ラン トJ トライアイス (304)

☆公民腱イベント.す ぐに定員になる人気イベントだそうです ありヵ,たいです

8/23 大阪● :  唾 野区合利寺自治会科学教鋤  イオンと食べ勁 (30名)

★実験準備に集中できるのが嬉 しい 渡辺先生 と光川さんご

`力

いただきました

ν2 吹田市 : 「わくわく科攀 J トライアイス おもちゃ (150名)

☆保護者の参燒を含めると200名.350名の方にお断りした人気のイベント 小
"[さ

ん

を代贅に活動するく吹田エコ市民螢>は まい |く SA子 ども教董研究,>か らもた

くさんの方がスタッフとして参加されました 10月 14日に2回目を予定.

V25 大阪市 :第6回くたのしい授業塾>た のしいr確 会 リズム音楽とおりそめ

☆たのしい会でした 若いときにこのスキルを知つておけぼ…と後催 40名 の鬱加著

者い人が多くて日標通り 来年からは 畑中真―さんが企画する予定 音回は く高

大 SA子 ども教宣研究科>か らの学びを提案します

8ノ26 法円坂子ども教菫  : 「木っ媚錮工教童J未 つ綺錮工 おもちゃ (20名)

☆スタッフを含めて20名 小さなイベントでしたが ゆったりと たのしい教室になり

ました 松川委員長を中心に くSA子 ども教室研究科>の 皆さんが多数多加 参加し

た子とも達は大綺足でした

8月16日 17日 は 刈谷授秦フェスティパ

ルくもの作り>で 協力 今回もたのしかつ

た !★先生 .800名の参加者は凄い !
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