
マンカラ合戦 10：00 ～ 15：00 どなたでも 30名時間内の総当たり戦。終了1時間前から
上位者によるトーナメントを行います。

まなびの広場刈
谷
2021 年 3月 13日 ( 土 ) 参加費無料

手が汚れない
パステル手形アート

吊り下げて寄せ植えを飾る

春に使える！己書（おのれしょ）
ワンポイントレッスン

10：00 ～ 12：00

①10：30 ～ 11：30
②13：00 ～ 14：00

ミニ点描体験
点描でかわいい

オリジナルグッズをつくろう

①10：00 ～ 11：15
②13：00 ～ 14：15

各 6組
（1組 2名まで）

カラーボールペンを使った
点描塗り絵の作品を作ります。

小学 3年生以上
※小学生は保護者同伴

各 10 組
（1組 2名まで）

8 名

各 8名

親子
※子どものみの参加可

講座名 時間 内容 定員

学習活動へのきっかけづくりを目的とした、子どもから大人まで楽しめる体験講座です。
まなびの楽しさを体験しに皆さんぜひお越しください ! ！※申込み方法の詳細は裏面をご覧ください。まなびの講座

どなたでも

吊り下げ形の器に季節の花を寄せ植えし、
自分好みのインテリアを作ります。

手形をかわいいアートにして、親子で
楽しく成長の記録を残しましょう。

己書でポチ袋やはがきにお祝いの言葉を
描いてみましょう。

どなたでも

育児と介護の
ダブルケア講座

tea living.中国茶体験

10：00 ～ 11：30

①10：00～ 11：30
②13：00～ 14：30 どなたでも

8名
（1名まで同伴可）

各 6 名

小学1～ 3年生の
子とその保護者

本格的な中国茶を
体験しましょう。

育児と介護の同時ケアについて、座学や
ゲームを通じ理解を深め、どう備えるか
一緒に考えていきます。

リボンアートフラワー体験
～ミニバラの蕾を作ろう～

どなたでも
※小学生以下は保護者同伴

各 12 名リボン布を使い、本物そっくりのミニバラ
の蕾を5本作ります。

親子で楽しい！ピザ作り①
（小学1～3年生対象） 10：30 ～ 12：30 各 8組

（1組 3名まで）

対象

食品サンプルを作ってみよう！
「パフェを作ろう」 10：00 ～ 11：30 小学生以上

※小学3年生以下は保護者同伴
15 名食品サンプルで自分だけのオリジナル

パフェを作りましょう。

刻字
彫刻刀でオリジナルの字を

刻んでみよう
10：00 ～ 12：00 どなたでも

※小学生以下は保護者同伴
20 名

はがき大のセラミック板に
刻字します。自分だけの
作品を作りましょう。

陶器色付け体験
ミニ植木鉢

①10：00 ～ 12：00
②13：00 ～ 15：00 各 12 名手のひらサイズ（直径6㎝程）のミニ植木鉢

にアクリル絵の具で模様を描きましょう。

どなたでも

大人の折り紙
折り紙で季節の室内飾りをつくろう 13：00 ～ 14：30 15 名どなたでも

※小学生以下は保護者同伴

日本文化のひとつである折り紙で素敵な
室内飾りを作ります。

①10：00～ 11：00
②11：00～ 12：00

どなたでも

①10：00 ～ 12：00
②13：00 ～ 15：00

小学 4～ 6年生の
子とその保護者

親子で楽しい！ピザ作り②
（小学4～6年生対象） 13：30 ～ 15：30 各 8組

（1組 3名まで）

トッピングにベーコン・コーン・玉ねぎを
使った、おいしいピザを作ります。

トッピングにベーコン・コーン・玉ねぎを
使った、おいしいピザを作ります。

主催：刈谷市・刈谷市教育委員会・刈谷市総合文化センター（指定管理者：KCSN 共同事業体）　協力：刈谷市生涯学習リーダー連絡協議会・文化工房かりや主催：刈谷市・刈谷市教育委員会・刈谷市総合文化センター（指定管理者：KCSN 共同事業体）　協力：刈谷市生涯学習リーダー連絡協議会・文化工房かりや



アイリスまなびの展覧会

まなびの広場刈
谷

季節を楽しむフラワーアレンジ作り
刺繍で彩る雑貨と小物
お仕事帰りの陶芸入門～冬を彩る焼き物～
己書（おのれしょ）～書がつなぐ心の絆～
バーニングデザインアート～いろんな木に描きましょう～
デジタル一眼カメラ講座～はじめて編～
はじめての水引工芸～和モダンアレンジを愉しむ～
やさしい織物教室～木枠で楽しむ手織りマット～
戦国時代の甲冑作り

まなびの講座  申込み方法

新型コロナ感染防止の
取り組みにご協力ください
マスクの着用 手指の消毒

入場時の検温 入場人数の制限

また、発熱（37.5度以上）や咳、咽頭痛などの症状がある場合、
新型コロナウイルス感染症陽性と診断された方との濃厚接触がある
場合は、入場をお断りいたします。

令和２年度後期市民講座を中心に講座で
制作した作品の展覧会です。

展示ギャラリー

3月11日（木）～14日（日） 10：00～17：00
●
●
●
●
●
●
●
●
●

■ハガキのあて先・お問い合わせ■
〒448-0858　刈谷市若松町 2-104　刈谷市総合文化センター
（指定管理者：KCSN 共同事業体）事業担当
TEL：0566-21-7464
ホームページ：https://kariya.hall-info.jp/

申込み方法

ハガキまたは右の用紙に、
①希望する講座名と時間
②参加者全員の氏名（フリガナ）、
　年齢（学年）
③郵便番号、住所
④電話番号
⑤勤務先 ( 市内在勤・在学の方 )
を記入して申込みをしてください。

★電話・メール・FAX での申込みはできません。
★申込み多数の場合は抽選とし、結果は全員に連絡します。
★新型コロナウイルス感染状況により中止の場合がございます。
※講座の内容は変更になる場合があります。予めご了承ください。

2 月 20 日 ( 土 )( 必着 ) までに、
ハガキ ( 1講座1枚 )、あいち電子申請・届出システム
または、総合文化センター 1階総合案内にて
お申込みください。

刈谷市在住・在勤・在学の方

対　象

歳

年

郵便番号 ―

電話番号

フリガナ

子どもの
氏名・学年

申込書の控えを希望される方は、受付にお申し出ください。
※郵送の場合はお取扱いできません。

住　所

　　　―　　　　　　　　　　―　　　　　

その他

希望する
講座名・時間

フリガナ

大人の方の
氏名・年齢

「刈谷まなびの広場」まなびの講座 受講申込書

センター名 中央生涯学習センター
（刈谷市総合文化センター内）

（市外在住で市内在勤・在学の方はこちらに勤務先をご記入ください）

QRコードはデンソーウェーブ
の登録商標です。


