平成２９年９月１６日発行

【子ども・親子向け】岡崎市生涯学習情報
番号

期

日

場

所

内
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①

１０月１日（日）
図書館交流プラザ３
ことばの教室（親子で英語を楽しもう！）を開催
申込：９月１５日（金）必着 階３０１会議室

②

パンフレット配布期間：
９月１日 (金)〜２月２８日(水)

③

１０月７日（土）
動物総合センター２階 東公園動物園 どうぶつと仲良くなろう「リスザル編」を
申込：９月１６日（土）９時から 研修室
開催

④

１０月２９日（日）
申込：１０月２０日（金）必着

⑤

10月８日（日）
岡崎市図書館交流プラ
応援講座「パパと一緒に給食を作ろう！食べよう！〜韓国料
申込：９月２５日（月）必着 ザ ２階 調理室
理に挑戦！〜」を開催

⑥

９月３０日（土）
〜１０月１０日（火）

平成２９年度「おかざき健康 まめ チャレンジ（こど
も版）」を開始

岡崎中央総合公園
アーチェリー場

1日アーチェリー無料体験会を開催
平成29年度 岡崎市男女共同参画協同事業 男性の家庭参画

図書館交流プラザり
ぶら ２階ギャラリー

平成２９年度「社会科研究作品展」を開催

発行 ： 岡崎市社会文化部市民協働推進課（図書館交流プラザ内） 電話２３−３１１０ ＦＡＸ２３−３１６５
《詳細情報》 報道発表された内容を原則としてそのまま転記しています。記事中、チラシ参照と書かれている場合がありますが、チラシ
については、岡崎市ホームページ（報道発表資料）をご覧になるか、チラシを入手できる場所を問合せ先等に確認してください。

①

②

ことばの教室（親子で英語を楽しもう！）を開催しま
す。

平成２９年度「おかざき健康 まめ チャレンジ（こども
版）」を開始します。

ＯＩＡ英会話講座イギリス人講師による３〜５歳児親子向け英語
講座です。外国人とのコミュニケーションに必要な英語を親子で
楽しく学びます。
１ 日時
平成２９年１０月1日 日曜日 １４時〜１５時３０分
２ 会場
図書館交流プラザ３階３０１会議室（康生通）
３ 定員
３〜５歳児親子１５組３０人（抽選）
４ 費用
無料
５ 申し込み
往復はがきに１．ことばの教室（親子で英語）、２．郵便番号・住
所・親子氏名（ふりがな）・親子年齢・電話番号を記入し、〒４４４
−００５９ 岡崎市康生通西４−７１図書館交流プラザ内 りぶら国
際交流センターへ。 ９月１５日 金曜日必着で送付。（１組に付
きはがき１枚）
６ 問い合わせ先
りぶら国際交流センター（ＬＩＣＣ）
岡崎市康生通西４丁目７１番地（図書館交流プラザ・りぶら３階）
９時１５分〜１７時受付 水曜日休館
電話 ０５６４−２３−３１４８・ファクス ０５６４−２３−３１２５

９月１日 金曜日から、平成２９年度おかざき健康 まめ
チャレンジ（こども版）が始まります。
おかざき健康 まめ チャレンジ（こども版）は、子どもが、早
寝早起き、歯みがきなどの生活習慣を整え、取り組んだ内
容をシートに記入していただくと、プレゼントがもらえる仕組
みです。プレゼントは、岡崎市健康・食育キャラクターまめ
吉のキーホルダーと県内の協力店でサービスが受けられ
る優待カード「まいか」です。また、条件をクリアすると子ど
も向け賞品抽選に応募することができます。

担当部署：社会文化部国際課
電話番号：0564-23-3148

１ おかざき健康 まめ チャレンジ対象者
満５歳以上１５歳未満の市内在住・在学・在園のかた
２ 参加方法
市内各幼稚園・保育園・小中学校で配布される「まめ吉
通信特別号」をご覧ください。保健所（岡崎げんき館２階）、
市政情報コーナー（西庁舎１階）、市民センター、地域交流
センターでも配布する他、市ホームページからもダウンロー
ドできます。
３ パンフレット配布期間
平成２９年９月１日 金曜日〜平成３０年２月２８日 水曜日
まで
担当部署 ： 保健部健康増進課
電話番号 ： 0564-23-6639

③
東公園動物園 どうぶつと仲良くなろう「リスザル編」
を開催します。

④
1日アーチェリー無料体験会を開催します。

東公園動物園の展示動物リスザルについて学びます。受
講後に餌やり体験を通じて、リスザルについての知識をさ
らに深めてもらいます。
１ 日時
平成２９年１０月７日 土曜日 １３時３０分から１５時
２ 場所
動物総合センター２階 研修室（欠町）
３ 内容
リスザルの生態について受講後、リスザル用餌を作り、餌
やりを体験します。
４ 対象
小学生親子 ５組（１組２名）
５ 参加料
無料
６ 申込方法
９月１６日 土曜日 ９時から電話または動物総合センター
受付へ直接申込み
７ 問い合わせ先
動物総合センター 電話０５６４−２７−０４５６
開所時間 ９時から１７時まで
月曜日休館（月曜が祝日の場合翌平日が休館）

アーチェリー未経験者及び初級者に向けて無料体験会を行います。弓
具について講習を行った後に、実際に的に向かって矢を射ることができま
す。アーチェリーに必要な道具は、全て準備していますのでお気軽にご参
加していただくことができます。
１ 開催日時
平成２９年１０月２９日 日曜日
１０時から１２時の部・１３時から１５時の部
２ 定員
各部ともに１０人（定員を超えた場合は抽選）
３ 開催場所
岡崎中央総合公園アーチェリー場（高隆寺町）
４ 講師
岡崎市アーチェリー協会 ５人程度
５ 実施内容
（１） 開講式
（２） アーチェリーと和弓の違いを説明
（３） ゴムを使用した弓の引き方練習
（４） 的当て体験
６ 対象
小学５年生以上のアーチェリー未経験者及び初級者
７ 参加料
無料
８ 申込方法
郵便番号・住所・氏名・学年・電話番号を記入し、ハガキかファクスで以下
の申し込み先にご応募いただくか、申込用紙を直接受付窓口へお持ちく
ださい。
〒４４４−０００２
岡崎市高隆寺町字峠１番地
岡崎中央総合公園総合体育館
ファクス ０５６４−２５−５８１５
１０月２０日 金曜日必着

担当部署 ： 動物総合センター
電話番号 ： 0564-27-0456

担当部署 ： 都市整備部公園緑地課（岡崎中央総合公園）
電話番号 ： 0564-25-7887

⑤
男性の家庭参画応援講座「パパと一緒に給食を作ろう！食べよ
う！〜韓国料理に挑戦！〜」を開催します。
学校給食を一緒に作って食べる時間を通して、日頃仕事で忙し
くしている子育て世代の男性と小学生の子どもの交流を図り子育
て参加を促す講座。

⑥
平成２９年度「社会科研究作品展」を開催します。

１ 日時 平成２９年１０月８日 日曜日 １０時〜１２時３０分
２ 場所 岡崎市図書館交流プラザ ２階 調理室
３ 講師 公益財団法人 岡崎市学校給食協会
４ 内容 学校給食を一緒に作って食べる時間を通して、お父さん
と子どもの交流を図ります。
メニュー：ごはん、わかめスープ、ビビンバ（肉・野菜）、りんご、牛
乳
５ 対象 市内在住または在勤のお父さんと子ども（小学生）
６ 定員 ２４人 ※定員を超えた場合は抽選となります。
７ 費用 １人３５０円
８ 申込方法
はがき、またはファクス（０５６４−２３−６６２６）に１郵便番号２
住所
３参加者全員の氏名（ふりがな）４電話番号５子どもの学年を記入
して、
〒４４４−８６０１ 岡崎市十王町２−９ 岡崎市役所 男女共同参
画課「給食作り」係へお申込みください。あいち電子申請届出シス
テムからも申込可。９月２５日（月曜日）必着。

市内小中学生の夏休み自由研究のうち、人々の暮らしや産業、
歴史など社会科をテーマに取り上げた作品の展示及び発表会を
開催します。
今年度で社会科研究作品展は９回目、研究作品発表会は６回目
になります。
１ 社会科研究作品展
（１）開催期間
平成２９年９月３０日 土曜日〜１０月１０日 火曜日 ９時〜２１時
（ただし、１０月４日 水曜日は施設休館日。最終日は１７時まで
の開催）
（２）開催場所
図書館交流プラザりぶら ２階ギャラリー （康生通）
（３）展示作品数
展示作品数 約１３０点（各学校で選抜し提出された作品）
２ 研究作品発表会
（１）開催日時
１０月７日 土曜日 １０時〜１１時３０分
（２）開催場所
図書館交流プラザりぶら １階会議室１０３ 入場自由
３ 備考
社会科研究作品展及び研究作品発表会は市現職研修委員会社
会科部と中央図書館（岡崎むかし館）により開催しています。

担当部署 ： 社会文化部男女共同参画課
電話番号 ： 0564-23-6222

担当部署 ： 社会文化部中央図書館
電話番号 ： 0564-23-3116

