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科 学実験 のた の しさ

もの作りのたのしさを伝え続けた I

2016年1月14曰 艤2,

手作りおもちゃ体験J科

から ここから あなたの一歩が未来です !

■やる気より、その気 !明るい方へ 明るい方へ…まず一歩
12日子ども事業推進部 実行委員会が開催されました 主な内容は く法円

燿子どもフラザ>1月 講座と 8月 7日実施予定の 「子どものた0の く群争●彙

霙>第 1回大限 ・科学フェスティ′ヽルJの 原案討議です。新年早々からイベン
ト討議 「2016年もやることが一杯あるなぁ…」と嬉しくなりました.

実験日もの作 り 体験型教室Jで す.28年 度で ,年 目となります。この教室も

講llだけでは実施できません。 嗅 験講師+ア シスタン ト (もの作 り講師)+

事務局=法 円坂子どもプラザ」となっています

そこで皆様にお願いです :28年 度く法円友子 どもプラザ>の アンスタン ト

…

.後 口登録用紙をお配 りします。是非 一人でも多くの皆様
に記名をお願いしたいと思います。

☆ 27年 度のく法円坂子どもプラザ>ア シスタン トは″ 名です.
(本日午後 3時 から最終の準備会。その後 慰労会を行います)

② SA子 ども教菫OBグ ループ会 (代ヨ 諄BI_l

`ご
～い0こ がで0そ う,2010年 に手ャレンツ′

現在55名の方がOBグ ルーブ会に登

録されています 主な活動は ☆長

居パークセンター子ども教室の運営
(年4回前後の企画)☆ 長居パニク

センターオータムフェアヘの参加

☆高大事業部 夏休み科学実験教室

への協力…などです 皆様 lSA子

ども教菫OBグ ループ会で たのし

く活動してゆきましょう。

*後 日 登録用紙をお配 りします.

に入会してください。

***

OBグ ループ会簿銀者のメール管理は佐藤和茨機にお願しヽしてぃます。



③ 月7日 r子どものためのく科学●筆典>第 1回大F 科学フェスティパルJ

栞tr姜劇になつてください 7月 24日 (日)は  「第6回 法円坂子ども教室

フェスティパルJ。その2週間後にく‖学の彙奥>を ●
~い

ます.他 団体がやっ

ているようなイベントではなく 高大らしい li子どものための■学0筆 典 :」

をキャッチ フレーズに わくわくイベントを企画します.規 模は1000名前後

を予定。(会場は交渉中)ぜ ひ皆様にも く科学の祭奥 彙行晏員>に なって

いただき ブース担当やアシスタント 全体運営…など 多様な活動にご協力

いただきたいと思います。 *登 録用紙に記名ください.

0 く子とも科学奥験薔師 (アシスタント)ス キルアツプロ嘔>

おもしろ 「子ども科学・手作りおもちゃ体験J鮮

銀 称)を 4月

から開講します。「毎月 第 3人 曜日の年 10回講座Jで 企画中です。「科学実

験の講師かアシスタントリーダーかそれとも企画者」になるための講座です.

ぜひ受講してください.

0先 日認知症予防の勉強会に行ってきました !一番効果があるのは、「わくわ

く行事 捜菫 ,イベントに関わることJだ そうです.「脳内ネットワークが瞬

時に動き始める IJと 笑顔で語る講師の話にニッコリでした.
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仕藤 fl次

こ●クラス ("称 i子ども数室
`)|, 

今年で,

くも5,日 とな,ました

大瞑府■船

`大

学■ シニア

“

を,黎 としてカ

ルチャヽ メクール+“の蝠ヵを持つ 仝Jでも

と日の学技ですが その中でも 1子どて,燕のた

めの活動jを しようと,う人たちが lヽ・lし,

iわしてくれている共しいクラスです.

元小サ性教めのY日川ブⅢ 生をメイン:`帥

“

〔

捩凝χ鋏授ス0■会●仲間の人たらが たくさ

ルホ撥に来ていたださ その授業はく楽しさ>

の一言

"迪

の授業内黎, クラスイのごとく

午椰1■は く,な を,て 案曖しながら 将学

の内なにチャレンシ> 午後
"|は

 くもめづ

くり「おもちや、おやっ、グーム・  など]

を実朧>lo中 から、 15峙 まで ,理 あゥξ

いうい1にl●l●って、け間が足,ません   の

コ々 です、

23年 度も、「毎理の換業]は ■らろル、

"西

を

It^の 睡 業J(小学七 大学生 シニア

リ

"気

で人

“

中の子どもななど 実ヽ践)恒 例のμ

体み 嘲 辣子ども教富フェネティパルj さら

に 今■llめて企画 チャレンジ,る 1子ども

のための料学,獲奥 "1回 くス阪 料警フエ

スティパル>Jな ど、いずれも W i 孫が

いつしょに爽レめるrl 11メ議・Ik事です.

■来を担う子どもさのために 今11も0移■と

もいっしょに 1子ども数量」のみんなモ、チヤ

レンジし樅けてまい0ます。


