
気軽にアーティスト気分トライ！スポーツ 夢かなえるけん

図書館プログラム
じぶん こうぶつずかん

7/26（火）～ 8/30（火）
雲南市立図書館（木次・加茂・大東）

夏休み、図書館や博物館に行っていろいろな鉱物を
見て、感じて、自分だけの鉱物図鑑をつくろう！ 持ってくるもの マスク●持ってくるもの：マスク

2
スタンプ

自分だけの鉱物図鑑をつくろう！
奥出雲多根自然博物館×雲南市立図書館コラボ企画

8/8（月）14：00～14：40
木次図書館 視聴覚室

ろうそくがともるとおはなしがはじまります…。
語られるいろいろな国のおはなしを耳できいて楽
しみましょう。当面の間、予約制にして開催します。

●申込先：木次図書館
持ってくるもの
マスク、おはなしかいてちょう

●申込先：木次図書館
●持ってくるもの：
マスク、おはなしかいてちょう

2
スタンプ

はじめの一歩の会のおはなし会
要申込 定員10組・先着順

※４歳以上

8/20（土）第１部 ０・１・２レストラン 　10：15～10：45
　　　　 第２部 おおきい子レストラン 11：00～11：45
木次図書館

小田川シェフの「おはなしレストラン」が、この夏も開店しま
す！第１部は 0.1.2歳向け、第２部は幼児・小学生向けです。
くわしくはチラシをご覧になるか、木次図書館までお問合せ
ください。（チラシ・整理券は市内図書館で配布しています）
●申込先：木次図書館
持ってくるもの マスク

●申込先：木次図書館
●持ってくるもの：マスク

おはなしレストラン
※４歳
　以上要申込 定員10組・先着順

7/22、8/5、19（金）※受付中
18：30～20：00
大東体育館

レッツ！ピンポン 卓球教室
要申込 各教室前日締切

中学生向け卓球教室がリニューアル！小学
生も参加できるようになりました！友達と
一緒に卓球を楽しもう♪基礎的な技術を
身につけて楽しく活動しましょう。
●申込先：大東体育館
●持ってくるもの：
ラケット（貸し出しもあります）

●申込先：大東体育館
●持ってくるもの：
ラケット（貸し出しもあります）

1
スタンプ

7/25（月）※受付中
14：00～15：00
加茂B&G海洋センター
プール

プールでレスキュー１１９&ウォーターロール体験
要申込 定員15名・先着順

ペットボトル浮きやライフジャケット
着泳を体験してみよう！君は何分間
浮けるかな！？ ウォーターロールの
体験もできるよ！
●申込先：加茂B＆G海洋センター
●持ってくるもの：水着、キャップ、タオル
●申込先：加茂B＆G海洋センター
●持ってくるもの：水着、キャップ、タオル

8/3（水）
10：00～11：00
アスパル

軽スポーツに挑戦！！「TeeBoll」

いろいろなスポーツに挑戦しよう！
軽スポーツは誰でもかんたんに楽
しくできるよ！
●申込先：アスパル
●持ってくるもの：上履き
●申込先：アスパル
●持ってくるもの：上履き

1
スタンプ

8/７（日）
9：30～12：00
掛合中学校武道場

わくわく柔道教室 柔道で楽しく体を動かそう
要申込 定員15名・先着順

いろんな技を習って大きな相手を投げて
みよう!！礼儀作法や体を守る受身も習え
るよ!!初心者の人、女の子も大歓迎!!

1
スタンプ

●参加費：800円（年間保険料として）
　※初回参加の方のみ保険料800円が必要
●申込先：加茂B＆G海洋センター

8/28（日）
① 9：00～ 9：35　ナルクラス　対象：幼児～小学２年生（親子可）
② 9：40～10：10　カイクラス　対象：小学３年生～中学生（親子可）

加茂B&G海洋センター

キッズフラダンス教室

ハワイアンミュージックに合
わせながらゆらゆら楽しく
フラダンスに挑戦しよう！！
●申込先：
加茂B＆G海洋センター
●持ってくるもの：
飲み物、マスク

●申込先：
加茂B＆G海洋センター
●持ってくるもの：
飲み物、マスク

1
スタンプ

要申込 各教室の前日まで

8/27（土）10：00～11：30 雲南市勤労青少年ホーム

日本・外国のあそびで外国出身の人たちと交流しよう！
～雲南市国際文化交流協会と共催～
要申込 定員15名（電話のみ）定員になり次第締切

外国出身の人たちと一緒にゲームやあそびを楽しもう！
(もちろん、英語でね♪)
●申込先：雲南市勤労青少年ホーム
●持ってくるもの：水筒、タオル、上履き（動きやすい服装できてね♪）
●申込先：雲南市勤労青少年ホーム
●持ってくるもの：水筒、タオル、上履き（動きやすい服装できてね♪）

2
スタンプ

※小学生1～6、
中学生

8/6（土） ラメール

わくわくドラム教室 募集は締切ました

Aクラス 9：45～10：15
Bクラス10：20～10：50
Cクラス11：05～11：35
Dクラス11：45～12：15

申込先 ラメール
持ってくるもの マスク、練習台、スティック

●申込先：ラメール
●持ってくるもの：マスク、練習台、スティック

8/22（月）10：00～11：30
アスパル

演劇にチャレンジ！

雲南市民演劇でも活躍した、まれすけ先生と一緒に
演劇を体験してみよう！誰でも楽しく参加できます！
申込先 アスパル　 持ってくるもの マスク●申込先：アスパル　 ●持ってくるもの：マスク

要申込 定員10名 1
スタンプ

●申込先：チェリヴァホール ●持ってくるもの：マスク、飲み物

7/24（日）14：00～15：00
チェリヴァホール ロビー

みおさんの夢かなえるけん「気象予報士になりたい」
～お天気博士・堀江さんと一緒に天気について学ぼう♪～
要申込 定員10名

去年の朝ドラでも注目された「気象予報士」ってどんなお仕事だろう？気象予報の大ベテラ
ン「堀江さん」と一緒に実際の空や写真を見ながら、みんなの身近にあるお天気のことを知
ろう！

伝統文化をたのしもう！

8/21（日）16：00～18：00 古代鉄歌謡館
わくわく神楽教室

●申込先：古代鉄歌謡館 ●持ってくるもの：マスク
神楽の舞や奏楽（たいこ、笛など）を気軽に習える教室だよ！

1
スタンプ

●申込先：古代鉄歌謡館 ●持ってくるもの：マスク

1
スタンプ

ゼロからはじめる民謡教室
～伝統芸能にチャレンジ！～

民謡っておもしろい！声の出
し方や尺八、三味線の音の出
し方が優しく一から分かる教
室！親子参加も大歓迎♪※楽
器も無料で貸し出しますの
で、お気軽にご参加ください。

古代鉄歌謡館

要申込 各教室の3日前締切

　唄　…8/7、21（日）10：00～11：00
尺　八…8/11（木・祝）10：00～11：00
　　　　　20（土） 13：30～14：30
三味線…8/11（木・祝）11：00～12：00
　　　　　20（土） 13：30～14：30

要申込 前日締切

８/21（日）
10：00～12：00
アスパル

わくわく将棋名人！
要申込 定員10名・先着順・教室の前日締切

●参加費：無料
●申込先：チェリヴァホール
●持ってくるもの：マスク、水筒

「しょうぎ」のルールから対戦まででき
るようになる教室だよ♪初めて人でも
大丈夫！家族での参加も大歓迎です。

1
スタンプ

1
スタンプ

2
スタンプ

松江地方気象台など各地の気象台で
40年以上にわたって、予報官や広域
防災管理官などを務め、今年からは
雲南市「気象防災アドバイザー」を委
嘱されたよ。

堀江さんプロフィール

8/24（水）
10：00～11：00
アスパル

室内雪合戦に挑戦！！

スポンジボールを使った室内で
行う雪合戦です！雪がなくても
「雪合戦」が楽しめるよ。
●申込先：アスパル
●持ってくるもの：上履き
●申込先：アスパル
●持ってくるもの：上履き

1
スタンプ

※申込み時に｢①に参加」「②に参加」どちらかをお選びください。※申込み時に｢①に参加」「②に参加」どちらかをお選びください。

コロナ禍の今だから、親子で、家族
で、楽器に挑戦しませんか？※おじ
いさん、おばあさんと、兄弟でも可。

8/21（日）
15：00～16：00

わくわくサックス教室

申込先 ラメール
持ってくるもの
マスク、ハンドタオル

●申込先：ラメール
●持ってくるもの：
マスク、ハンドタオル

ラメール

要申込 定員2家族・先着順 ※小4
　以上

2
スタンプ

7/23（土）10：00～11：00（うちわ）※受付中
8/28（日）10：00～11：00（習字）

わくわく習字教室！～自由に楽しく字を書こう～

筆と墨を使って自分の作品を書こう。消
しゴムハンコもつくるよ。筆の使い方は
説明しますので、初めての人も、ご家族
での参加も大歓迎です！
申込先 大東体育館
持ってくるもの 汚れてもいい服装

●申込先：大東体育館
●持ってくるもの：汚れてもいい服装

要申込 定員各回10名・教室3日前締切

1
スタンプ

※汚れてもいい服で来てください。
※未就学児は保護者同伴でお願いします。

大東体育館

※受付中※受付中※受付中

8/5（金）13：00～14：00
アスパル

ギターを触ってみよう！

はじめての人でも大丈夫！
たのしくギターをさわってみませんか？
申込先 アスパル
持ってくるもの マスク

●申込先：アスパル
●持ってくるもの：マスク

要申込 定員3名 ※対象：小学
　5年生以上 1

スタンプ

8/6（土）
10：00～12：00
大東体育館

8/20（土）
10：00～12：00
古代鉄歌謡館

みんなでたのしく絵を描こう！

クレヨンや絵の具を使っていろんな絵を書くよ！自由にいろんなものを描いて
みよう♪天気が良ければ野外写生します。

1

七夕祭りに
関わるものを
書いてみよう

要申込 前日17：30締切

1
スタンプ

夏休みスペシャル教室夏休みスペシャル教室

夏休みスペシャル教室夏休みスペシャル教室
2022 わくわく教室

●夏休みスペシャル教室の申し込み先行予約（WEB限定）は　　　　　　　　　 、一般予約は　　　　　　　　　　　　 から!!
●熱中症予防の為、当日の気温・湿度によっては中止とする場合がございます。予めご了承ください。
●掲載している教室は、新型コロナウイルス感染症の影響で中止・延期となる可能性があります。開催等の詳細は開催館にご確認ください。

7月16日(土) 7月21日(木) 9：00～
※裏表紙の申込み方法をよくお読みください。


