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対象　小学3年生以下は保護者同伴
日時　7/2㈯・17㈰　9:45～12:00
場所　あくあぴあ芥川集合
料金　無料
問合　℡692-5041

対象　未就学児は保護者同伴
日時　7/9㈯・10㈰　11:00～15:20（20分／回、6回）
場所　あくあぴあ芥川
料金　無料
問合　℡692-5041

対象　小学生以上
　　　（小学生は保護者同伴）
日時　7/18㈷　10:00～12:00
場所　あくあぴあ芥川　　料金　無料
問合　℡692-5041、〒569-1042南平台5-59-1
申込　7/10㈰までに 往 で
　　　（参加者全員の基本事項と子どもの年齢記入）

対象　市内在住の子どもと保護者
日時　7/17㈰　10:15～、13:45～ 

（各約80分）
場所　高槻現代劇場大ホール　　料金　無料
問合　市社会福祉協議会／℡674-7497
申込　7/8㈮から地域福祉会館（城西町）で入場

券を配布

日時　7/23㈯　10:00～11:40
場所　富田ふれあい文化センター
料金　無料　※吹替・字幕あり
問合　市人権まちづくり協会
　　　℡694-5451、FAX694-5453
申込　7/4㈪～12㈫に 窓 F で
　　　（参加者全員の基本事項記入）

対象　小学生
日時　7/24㈰　9:30～11:30
場所　五領公民館
料金　900円
問合　℡669-6169
申込　7/4㈪～8㈮に HP 窓 で

夏にぴったりのイベントがいっぱい！
たくさん遊んで、たくさん学ぼう。
※申込手段の略などは本誌22ページ参照

ハグロトンボしらべ隊調査会

子どもワークショップ　
むしのはね

切って削って
竹のおはしとコップ作り

夏休み子ども映画会
「おさるのジョージ2」

人権こども映画まつり
「トロールズ」

こども陶芸
世界にひとつだけの小物入れ

ID  063727

ID  063497 ID  063728

ID  064368

ID  059658

当日先着各40人

当日先着各8人 抽選20人

申込順各415人

申込順70人

抽選30人

対象　小学生
日時　7/16㈯　10:00～、11:30～（各90分）
場所　阿武山公民館
料金　無料
問合　℡693-0188
申込　7/5㈫～12㈫に HP 窓 で

対象　小学生
日時　7/16㈯　10:00～12:00
場所　阿武山公民館
料金　無料
問合　℡693-0188
申込　7/4㈪～12㈫に HP 窓 で

公民館キッズチャレンジ
竹の水てっぽう作って遊ぼう

あぶやま　こどもまつり

ID  063589

ID  063368

抽選各9人

抽選24人

©2020 DreamWorks Animation 
LLC. All Rights Reserved.

  子ども向け 
  イベントナビ

竹のお話を聞いた後、竹を切ったり
削ったりしておはしとコップを作ります

おさるのジョージがゾウさんをゆうかい!?
カリフォルニアへのゆかいな旅がはじまる

妖精トロールたちがそれぞれの個性やルールを
学び、成長していく物語

好きな色や模様で、スマホやペンなどを
入れる小物入れを作ろう

トンボ、チョウ、バッタのはねの標本や
写真を観察し、色紙で貼り絵を作ります

芥川に生息するハグロトンボを調査。
網で捕まえてハネに印をつけます

里山と竹について学び、高槻の竹で
水てっぽうを作って遊びます

頭脳ボードゲーム、工作・的あて、
ペーパークラフトで遊ぼう

対象　小学生と保護者
日時　①7/16・23②8/6・13の土曜日 

10:15～、12:30～、14:45～
場所　今城塚古代歴史館
料金　300円、400円
問合　℡682-0820
申込　①7/7㈭②7/21㈭までに HP で

好きな型紙を選び、ロウ石を削って勾玉を
作ります

今城塚古代歴史館
親子勾玉づくり教室

ID  064083 抽選各5組
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対象　小学生
日時　7/26㈫　9:30～11:30
場所　如是公民館
料金　900円
問合　℡693-1866
申込　7/4㈪～14㈭に HP 窓 で

対象　小学4年生以上
　　　（小学生は保護者同伴）
日時　7/30㈯　10:00～、13:30～（各120分）
場所　あくあぴあ芥川　　料金　無料
問合　℡692-5041
申込　7/3㈰9:00から で

対象　小学生以上
　　　（小学生は保護者同伴）
日時　7/31㈰　10:00～12:00
場所　芥川緑地周辺
料金　無料
問合　℡692-5041、〒569-1042南平台5-59-1
申込　7/10㈰までに 往 で（基本事項と子どもの年齢記入）

公民館キッズチャレンジ
楽しいマグカップ作り

工作教室
ペットボトル地震計づくり

自然観察会
夏の昆虫・セミ探し

ID  060125

ID  063947

ID  063536

抽選20人

申込順各20人

抽選20人

対象　小学生
日時　7/30㈯　13:00～15:00
場所　南大冠公民館
料金　無料
問合　℡673-1477
申込　7/4㈪～11㈪に HP 窓 で

対象　小学生
日時　7/30㈯　10:00～12:00
場所　五領公民館
料金　無料
問合　℡669-6169
申込　7/4㈪～13㈬に HP 窓 で

対象　小学生と保護者
日時　7/30㈯　10:00～11:30
場所　クロスパル高槻
料金　300円
問合　男女共同参画センター／℡685-3725
申込　7/3㈰から HP 窓 で　 

※保育あり

なつやすみこどもまつり

五領公民館こどもまつり

親子で科学あそび

ID  063355

ID  060265

ID  064636

抽選24人

抽選40人

申込順20組

粘土を使って、紐づくりでマグカップを
作ってみよう

地震について学び、本物と同じ仕組みの
地震計をペットボトルを使って作ろう

山ちゃんとゆかいな仲間・山本志津江さん
と一緒に実験を楽しもう

クマゼミやアブラゼミなどを捕まえて
観察しよう

大冠高校のみなさんと一緒に折り紙で
ミニ水槽を作ろう。人形劇・防災体験も

アスレチックや工作など4エリアを順に
回って遊びつくそう

対象　小学①1～3年生②4～6年生
日時　7/31㈰　①10:00～②13:30～（各150分）
場所　クロスパル高槻
料金　500円
問合　青少年センター／℡685-3724
申込　7/3㈰～9㈯に HP 窓 で

対象　小学4～6年生
日時　8/6㈯　10:00～11:30
場所　クロスパル高槻
料金　500円
問合　青少年センター／℡685-3724
申込　7/3㈰～9㈯に HP 窓 で

対象　小学生以上
　　　（小学生は保護者同伴）
日時　8/5㈮　13:30～15:30
場所　あくあぴあ芥川
料金　300円
問合　℡692-5041
申込　7/3㈰9:00から で

対象　小学生
場所　富田青少年交流センター
問合　℡694-5454
申込　7/1㈮～8㈮に HP 窓で

対象　市内在住の小学生　☆は保護者同伴
料金　各500円
問合　みらい創生室／℡674-7392
申込　7/5㈫までに HP で

対象　小学5年生～高校生
日時　8/3㈬　14:00～15:30
場所　しろあと歴史館
料金　無料
問合　℡673-3987、〒569-0075城内町1-7
申込　7/14㈭までに HP 窓 往 で（基本事項と学年記入）

魚や海藻を描こう。講師はアトリエ・ヴィオ
レ・栗林美智子さん

子どもトールペイント教室
海の生き物を描こう

ID  059833 抽選各25人

昆虫の話を聞いた後、標本を観察しながら
カラフルなひっかき絵を作ります

昆虫の魅力発見
ひっかき絵で表現

ID  063679 申込順20人

夏休み中の小学生を対象に、各大学の教授などが講師となって大学の特色を
いかした講座を開催します。新しい発見、学ぶ楽しみに出会いましょう。

抽選抽選

普段は見ることのできない歴史館の裏側を
見学しよう。文化財の取り扱い体験も

夏休み歴史館体験ツアー
ID  064616 抽選10人

水に入れると泡が出るバスボムを作りなが
ら、化学反応について学ぼう

子ども科学教室
バスボムを作ろう

ID  063753 抽選20人

ID 064026
木のおもちゃづくりバスケットゲーム 1～3年生 8/3㈬　10:00～12:00 24人 1,000円

ID 064032
木のおもちゃづくりミニサッカーゲーム 4～6年生 8/3㈬　13:00～15:00 24人 1,000円

ID 063530
布でつくる小さな観葉植物モンステラ

①1～3年生
②4～6年生

8/10㈬①10:00～12:00
 ②13:30～15:30 各20人 各1,000円

ID 063863
科学実験体験　太陽のチカラ
ソーラーカーづくり

4～6年生 8/5㈮　10:00～12:00 20人 800円

ID 064405
科学実験体験　振り子のフシギ
カチカチ玉をつくろう！

3～4年生 8/5㈮　14:00～16:00 20人 500円

大阪医科薬科大学
薬剤師さんに変身！こども薬剤師体験 5・6年生☆ 7/23㈯　9:00～12:00 20組 阿武山キャンパス

（奈佐原4）
関西大学
錯視立体の世界を体験しよう
光の直進と反射

4～6年生 7/30㈯　10:30～12:30、
14:00～16:00 各20人 高槻ミューズキャンパス

（白梅町）

関西大学
生活を豊かにするプラスチック
その機能とリサイクルの最前線

①1～3年生
②4～6年生

7/30㈯
①10:30～12:30
②14:00～16:00

各20人 高槻ミューズキャンパス
（白梅町）

京都大学
ペットボトル地震計をつくろう！ 4～6年生☆ 7/31㈰　10:15～12:00、

14:00～15:45 各15組 クロスパル高槻
大阪医科薬科大学
ウイルスの模型をつくろう 3～6年生☆ 8/6㈯　9:30～12:00 20組 歴史資料館（大学町）
平安女学院大学
絵の具を作って、絵の具で描こう 1～3年生 8/21㈰　10:00～11:30 10人 同（南平台5）

富田青少年交流センター
夏休み子ども体験教室

夏休み子ども大学
ID  064689

対象　小学生以上
　　　（小学生は保護者同伴）
日時　7/24㈰　10:00～12:00
場所　芥川緑地・西之川原周辺　　料金　無料
問合　あくあぴあ芥川／℡692-5041 

〒569-1042南平台5-59-1
申込　7/10㈰までに 往 で
　　　（参加者全員の基本事項と子どもの年齢記入）

自然観察会
田んぼのカエル探し

ID  064014 抽選20人

田んぼに生息するヌマガエル、アマガエル
などを観察します

対象　小学生
　　　（1～3年生は保護者同伴）
日時　7/24㈰　10:00～12:30
場所　日吉台公民館ほか
料金　無料
問合　℡688-6636
申込　7/4㈪～8㈮に HP 窓 で

公民館キッズチャレンジ
水圧ロケット作って飛ばそう

ID  059841 抽選20人

どこまで飛ぶか挑戦！自分で作った
ロケットをグラウンドで飛ばしてみよう
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対象　小学生以下と保護者
日時　8/20㈯　9:30～11:30
場所　古曽部防災公園体育館
料金　無料
問合　文化スポーツ振興課／℡674-7649、FAX674-8836
申込　7/4㈪～8/12㈮に HP F は で
　　　（参加者全員の基本事項と年齢記入）

対象　小学3～6年生
日時　8/20㈯　10:00～12:00
場所　芥川公民館
料金　無料
問合　℡683-1423
申込　7/4㈪～8/5㈮に HP 窓 で

対象　小学生
日時　8/21㈰　10:00～12:00
場所　安満遺跡公園歴史体験館ほか
料金　無料
問合　青少年センター／℡685-3724
申込　7/3㈰～9㈯に HP 窓 で

対象　小・中学生
日時　8/27㈯
会場　古曽部防災公園体育館
料金　無料
問合　J:COMカスタマーセンター／℡0120-999-000
申込　7/26㈫までに HP で

日時　7/16㈯～10/16㈰
　　　10:00～17:00
　　　（原則月曜は休館）
場所　あくあぴあ芥川
料金　無料
問合　℡692-5041

対象　小学生
日時　8/18㈭　10:00～12:00
場所　富田公民館
料金　300円
問合　℡693-1671
申込　7/15㈮～22㈮に HP 窓 で

対象　小学4～6年生
日時　8/20㈯　10:00～、14:00～（各150分）
場所　クロスパル高槻
料金　1,000円
問合　青少年センター／℡685-3724
申込　7/3㈰～9㈯に HP 窓 で

対象　小学生と保護者
日時　8/10㈬　13:30～15:30
場所　しろあと歴史館
料金　無料
問合　℡673-3987、〒569-0075城内町1-7
申込　7/20㈬までに HP 窓 往 で（基本事項と学年記入）

ゴム動力のプロペラとんぼを作って、
動力と揚力を学びます

公民館キッズチャレンジ
長く飛べプロペラとんぼ

ID  063531 抽選30人

マイクロビットを使い、プログラムの仕組み
を学びます

マイクロビットコンピュータ
ーを楽しもう

ID  063782 抽選各10人

鬼の正体は？てんぐの仲間って？
学芸員のお話とお面の絵付けを楽しもう

鬼・天狗ものしりトークと
お面の絵付け

ID  063430 抽選10組

ふうせんバレーなどニュースポーツを
楽しみましょう

水てっぽうをを持って集合。
ずぶぬれになって夏を楽しもう

竹で水鉄砲を作って、公園で水を飛ばして
遊ぼう

漫画「3月のライオン」とコラボした
全国規模の将棋大会を開催

外来生物はどうして来たの？どう接すれば
いいの？一緒に考えてみませんか

ニュースポーツの集い

あくたがわこうみんかん
みずかけまつり

ネイチャークラフト教室
竹で水鉄砲を作ろう

J:COM杯 3月のライオン
子ども将棋大会関西大会

企画展　あら！こんな
トコロに外来生物

ID  064328

ID  063822

ID  063797

ID  066562

ID  064156

申込順150人

抽選40人

抽選20人

抽選120人

対象　小学生
日時　8/9㈫　10:00～12:00
場所　富田公民館
料金　700円
問合　℡693-1671
申込　7/4㈪～11㈪に HP 窓 で

色と光の関係や色の錯覚について、
工作し実験します

公民館キッズチャレンジ
いろ・イロ・色のいろいろ

ID  063525 抽選20人

対象　小学生以下と保護者
日時　8/6㈯　10:00～13:00
場所　芥川公民館　　料金　入場無料
問合　℡683-1423
女性消防団の人形劇　抽選20組。7/4㈪～25㈪に HP 窓 で

手作りおもちゃ工作やおはなし会、クッキー
の販売など

いっしょにあそぼう
芥川公民館こどもまつり

ID  063864 当日先着80人

32 | たかつきDAYS　2022.7


