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(スケジュール = 発吉  意欲に たくさんのありがとうに)

5年度 ・夏休み子 ども教室イベン トは、

大成功でした

■どの会場 も 「子 ども達の笑藤が一杯」で した ,

たのしかったく夏休み子ども教童イベント>を 報告します.★ 7 8月 を振り返ると '

年も1000名 の子ども達と交流したことになります.昨 年に続いて 15か 所での活動 (科

学実験 もの■り)で した とでも!疲れましたが [今 年0や ったそ :路 ん弱った !aぁ

た●しかった ′Jと …今はやり遂げた充実感で一杯です

☆収穫は色々ありましたがが なんと言つても iく

'こ

t薫 澤>の 性さんと手―●こt・

t■ ■彙壼に取

"颯

●tCこ だ」思っています.昨 年度もたくさんの方にご協力いただき

ましたが 今年は [その授業運営の精度が格

'に

良くなったJこ とは間違いありません

★夏の一番人気:くトライアイスで遊ぼう>の 実験を 私一人でやっていたら きっと
'月

で心身ともにフラフラなり 8月 イベントの実施が困難になっていたことでしよう。くトライ

アイスで遊ぼう>の 投業には実験アシスタントがどうしても必要でした ☆忙しい中 くS

A子 こ●鷲壼■髯‖ >● 彗さん モ●て03● 雪●ん ′には実験アシスタントと そしてく

ものllり>置 師としてご協力いただきました.こ の7の 大成功は 皆さス,のお蔭です 心

置さん1ありがと,ビユ 、まレと,_報告。その①

からお礼を申し上げます ありがとうございました.

~7/22 
高大白熱萩菫 : 大人の道苺 く靖国

*▼ オ

実饉に感動 ′く科学実験 ・もの作ιl練窒>け た0し い ′

7/21 和泉市  : 「わくわく,学 枚菫フェスティパルJ (200名 )

午前 科学実験教室 2ク ラス 午後 科学工作 おもちゃ作 り

☆ SA連 協主催 く SA 子ども教童研究科>共 催のイベン ト.午 前■の,学 実験萩

室の■し込みは 一日で定員になるほどの人気イベントです.来 年度の実施は不llqt

すが 地元 SAの 皆さんを中心にして ぜひ企画してほしいと思います

神・l■>を たのしくヽ学する |

☆ 「知っているようで 知 らないをテーマ して

く知るなら葵 しく !>を 基本にした学びのシリ

ーズJで す 今回は ほぼ定期的に護逆になる

く靖国神社>を テーマに予想をたてなが らの授

業 しましたが 7・想以上にたのしい学びになつ

たと思います



7/25 交野市文イヒセンター :'わ くわくヽ学教範  トライアイスで遊l■
~う

 (30名 )

★申し込み状況をお聞きすると 「すぐに定員になった]と のこと どの地域でも

夏休みの科学実験数室は人気です。他の地域でも科学教堂を…とも思いますが 今の

活動量で限界 ?こ れ以上の企画はかなり厳しいかもしれません

7/27 法Pl坂 :『子どもフェスティバルJ前 日準備 午前10時～最終午後7時

★現く子ども量室研籍 l>の 皆さんとOBそ して講師縦名とで前日の準備活動です

準臓活動も今年で3回日.予 想以上に 効率良くできました。

7/28 法円坂 :「子どもフェスティバル」 (子ども200名 保饉者100名)

午前 科学実験教奎 7ク ラス 年後 科学工作 おもちゃ作り (1罐 類)

お絵かきパソコン デンタルカメラ入門など

☆今回は昨年度と違いく大阪府高齢者大学校>の 主催イベン ト 子ども事業部■の
"端さんを代表に

'高
大イベントJと して取り紅むことができました また アクティ

ブニシア協会の将鞍様には 周辺の小学校への宣伝活動などにご協力いただき 「6月

末にはほぼ定員 (2oo名)に なるほどの人気イベント」になりました。★当日は [子

ども達 保護者…たくさんの笑顔に日会えてF・t動 IJで した スタッフ80名を加える

と 会場には400名ほといたィベント.黎年にも ,日21●(0)にr●回饉 臓n環子ど

も彙壼 ワπスティ71′IJt,=し てい0● 皆さん126年度も ご協力下さい.ど うぞ

よろしくお願いします.     <去 円坂子ども,■スティバル>↓

/29 高大 f腋 体菫素の世界をたのしもうJの 実験

☆一学期最後の授業 く液体空素>も 残っているので f森 田さん西田さんJに ご協

力いただき 「く液体笙素で遊ぼう>の 体験講座Jを しました

8′4 東大阪弥刀小学校 :「わくわく子とも萩室J(30名 )

く トライアイスで遊ぼう>と 3種類のくもの作 り>

☆定勲 0名でしたが 当日は10名のキャンセル 返信通知を出していなかったので

キャンセルも■方がないかもしれません ☆来年度は 私が事務局的な活動をするイ

ベントは く法円坂子とも教室 フェスティバル>だ けにして 他の科学実験教営は

鯨 則 く
`燿

イベントのみ>と し 実験準備に集中する lJよ うにしたいと思いま

す 「授業内容の精度をより高めるように努力する 1」 これが今後の日標です。

ご理解下さい。どうぞよろしくお願いします

よろしくお願いします.


