夏休み企画・とわだこのむし展
夏休み米粉料理教室
夏休みに親子でクッキングしてみま
せんか。個人での参加も歓迎です。
とき ８月９日㈮
午前 10 時〜正午
ところ 沢田悠学館
内容 米粉アイス など
ど
定員 20 人（先着順）
費用（材料費）
個人１人 2,000 円
親子１組 2,000 円
持ち物 エプロン、三角巾、手拭きタオル
申込期限 ８月７日㈬
とわだ米粉普及協議会（熊谷クッ
キングスタジオ・豊川）☎ 0393
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十和田市現代美術館
ワークショップ
現代美術館の常設作品をモチーフに
ワークショップを行います。
とき ８月４日㈰ 午前 10 時 30 分〜
ところ 現代美術館
対象 ３歳〜小学４年生
定員 15 人（先着順）
費用 500 円（材料費）
現代美術館☎⑳ 1127

第４回十和田市

「図書館を使った調べる学習コンクール」
作品募集
疑問や知りたいことを、学校図書館・
公立図書館の資料などを使って調べた
作品（１人１点）を応募しませんか。
対象 市内の小学生
申込期間 ９月１日㈰〜 25 日㈬必着
申し込み方法 応募用紙に必要事項を
記入の上、郵送か持参で申し込みく
ださい。
※テーマは自由です。サイズは Ｂ４ サ
イズまで、ページ数は１ページ以上
50 ページ以内です。
※参加者全員に参加賞を差し上げます。
※後日、審査を行い、表彰します。
市民図書館（〒 034-0081 西十三番町 2-18）
☎㉓ 7808
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十和田湖や周りの森に
すむトンボ、チョウ、ク
ワガタなどの虫を写真や
標本で紹介します。
とき 開催中〜９月１日㈰
午前９時〜午後４時 30 分
ところ 十和田ビジターセンター
十和田ビジターセンター運営協議会
☎ 1016

牧場の朝を体験しよう
馬の餌やりや手入れなどの体験をし
て馬と触れ合います。
とき ８月 10 日㈯〜 12 日㈪
午前８時〜 10 時
ところ 駒っこ牧場
対象 小学生以上（※ ５ 〜６歳は要相談）
定員 各日６人（先着順）
※応募者多数の場合、初めての人優先
費用 2,000 円
申し込み受付 ８月１日㈭ 午前９時〜
申し込み方法 電話で申し込みください。
馬事公苑駒っこ牧場☎⑳ 6022

夏休み体験教室
馬事公苑でいろいろな体験をしてみ
ませんか？

■ レジンのペンダントを作ろう
シリコンシートの型でレジンを使っ
てペンダントを作ります。
とき ８月 10 日㈯
①午前 10 時 30 分〜
②午後 １ 時 30 分〜
定員 ８人（先着順）
費用 500 円（材料費）

■ 保冷剤で涼しげなインテリア雑
貨を作ろう
消臭効果もある保冷剤にビーズなど
を混ぜて涼しげなインテリア雑貨を作
ります。
とき ８月 12 日㈪
①午前 10 時 30 分〜
②午後 １ 時 30 分〜
定員 10 人（先着順）
費用 300 円（材料費）

■ 世界に一つだけのクレヨン作り
短くなったクレヨンを型に溶かし、
オリジナルのクレヨンを作ります。
とき ８月 18 日㈰
①午前 10 時 30 分〜
②午後 １ 時 30 分〜
定員 10 人（先着順）
費用 300 円（材料費）

◆ いずれも
ところ 馬事公苑 交流館
館
申し込み受付 ８月１日㈭ 午前９時〜
申し込み方法 電話で申し込みください。
馬事公苑称徳館☎㉖ 2100

美術館でアーティストになろう！

夏休み手づくりワークショップ 2019
夏休みの思い出づくりに手づくり体
験！美術館でアーティストになってみ
ませんか。親子での参加もお待ちして
います。
とき ８月１日㈭〜 16 日㈮
午前 10 時〜午後３時
※４日㈰は休み
ところ 現代美術館 市民活動スペース
内容 ▶デコフレーム作り
▶ビーズアクセサリー作り
▶アイロンビーズでアートを作ろう
▶こけしブローチ作り
▶ロックモンスターを作ろう
※日によって内容が異なります。
費用 500 円（材料費）
※申し込みは不要です。
現代美術館☎⑳ 1127

「水の中をのぞいてみたらⅡ」
参加者募集
とき ８月 17 日㈯ 午前９時〜 11 時 30 分
定員 30 人（先着順）
持ち物 バケツや虫かご、網、飲み物、
帽子、長靴
※汚れても良い服装でお越しください。

「トンボ博士になろう」参加者募集
とき ９月７日㈯
午前９時〜 11 時 30 分
定員 20 人（先着順）
持ち物 虫とり網、虫かご、
ご、
飲み物、帽子
◆いずれも
集合場所 東コミュニティセンター
申込期限 ８月９日㈮
※雨天時は屋内で学習会を行います。
一本木沢ビオトープ協議会事務局
（スポーツ・生涯学習課内）☎ 2318

「十和田市児童生徒発明くふう展」
作品募集
第 55 回十和田市児童生徒発明くふう
展の作品を募集します。アイデアあふ
れる独創的な作品をお待ちしています。
対象 市内小・中学生
募集作品 発明くふう作品（工作物）
未来の科学の夢の絵（絵画）
申し込み方法 各小・中学校へ作品を
提出ください。
申込期間 ８月 23 日㈮〜 30 日㈮
★展示期間 ９月６日㈮〜８日㈰
★展示場所 市民交流プラザ「トワーレ」
南コミュニティセンター☎㉒ 4416

