
 

  

 

  

 

 

 
 

中学生の皆さんへ  

冬季ジブンチャレンジ 文化系講座のご案内 

学校の授業や部活動以外での様々な活動を提供します。 

自分自身の興味関心を広げ、他校の生徒の皆さんと仲間づくりをしませんか？ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【申し込み・問い合わせ先】 

・一覧を見て各機関等へ直接連絡をしてください。

氏名、学校名、学年、住所、連絡先（℡）を 

お知らせください。 

【募集期間】 

・それぞれの機関によって異なります。 

【その他】 

・当日は、体調を確認の上、マスクを着用して参加

してください。 

・持ち物は、それぞれにご確認ください。 

講座情報は随時更新します。 

最新情報は下記 HPをご確認下さ

い。 

https://www.city.iida.lg.jp

/site/chiikuryoku/04toukizi

bun.html 



開催回数 2 回

活動内容

募集人員　12人（各回　6人）

導者　おもしろ科学工房スタッフ４人

持ち物　上履き、飲み物

問い合わせ・申し込み先生涯学習・スポーツ課（22-4511内線3742）

【中学生向けPR】

開催回数　各日程全3回（全日程の受講が必要です）

活動内容

募集人員　各日程5人　全市の中学生が対象　※先着順

指導者　いいだクラフト株式会社　熊谷　高明　さん

持ち物　受講料は無料、持ち物は受講者に連絡します

問い合わせ・申し込み先　公益財団法人南信州・飯田産業センター　0265-52-1613

【中学生向けPR】

◆プログラミングでドローンを飛ばそう！◆

「メンバー３人で協⼒して、ドローンを思い通りに動かして、与えられたミッションをクリアーしよ

う。さらに 新しいミッション作りにも挑戦！！」

◆3Dプリンターでモノを作ろう！Fusion360講座入門コース◆

近年の工場・建設業などのものづくり産業では、3D CAD（スリーディー・キャド）を使って設計し、3Dプリンター

で試作品や製品が作られています。3D CADを扱えるようになると、ものづくりの幅が広がり、趣味や学習に活

用できます。ものづくりに興味・関心のある皆さんの参加をお待ちしています。

ipadを使い、3人で協⼒してドローンを飛ばします。iPadを使ったドローンの飛ばし方を学び、

自分達でどのように飛ばすか考えて、プログラミングして飛ばしてみましょう

3D CADアプリ「Fusion360」を使って3Dデータの作り方を学び、デジタルものづくり工房ファブスタの3Dプリンター

で出⼒してみましょう。

エス・バードまでは、保護者の送迎またはJR飯田線（行き元善光寺駅17：54着、帰り元善光寺駅20：16

発）で来てください。

日程 時間 場所

1/14（土）9時30分 2時間30分

1/21（土）9時30分 2時間30分

かざこし子どもの森公園内

おいで館

日程 時間 場所 備考

A日程

11/22（火）

11/29（火）

12/6  （火）

各日

18:00-20:00
申込期限11月11日（金）

B日程

1/17（火）

1/24（火）

1/31（火）

各日

18:00-20:00
申込期限1月6日（金）

エス・バード

デジタル

ものづくり工房

ファブスタ
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開催回数 3 回

活動内容

【図書館のお仕事体験】 （どれか1回だけ参加でもよし、3回とも参加も大歓迎です）

①図書館のお仕事体験　②「推し」の本や作家について語り合いましょう。

募集人員　定員なし（高校生も募集します）　※第３回目のみ定員10名程度

指導者　図書館職員

持ち物　第１・２回：紹介したい本、第3回；紹介したい本とブックコートをかける本

     （ブックコートをかける本は１冊）

問い合わせ・申し込み先　飯田市立中央図書館　22-0706　／　iida@nanshin-lib.jp

【中学生向けPR】

【開催回数】 毎週⼟曜日

【活動内容】

飯田少年少⼥合唱団のみなさんと合唱の練習を行います。

募集人員　10人

指導者　飯田少年少⼥合唱団 庄司裕江先生

持ち物　飲み物、参加費500円

問い合わせ・申し込み先　飯田⽂化会館（22-4511 内線4220）

【中学生向けPR】

◆Join us!いいだLib◆

本や図書館に興味がある人はもちろん、ふだんはあまり図書館には行かないなあという人も、この機会に図書

館をのぞいてみませんか。図書館の仕事を体験したり、好きな本や作家のことを話したり。きっと面白い本が見

つかるよ♪　図書館でやってみたいことも聞かせてください。

◆合唱体験スクール ◆

飯田少年少⼥合唱団と⼀緒にハーモニーを創ってみませんか？

地域や学年を越えた多くの仲間と楽しく歌いましょう。

勉強や部活動の合間の良い気分転換になりますよ♪

場所

飯⽥⽂化会館ほか

毎週土曜日 16：00〜17：30

※詳細は、飯⽥⽂化会館ホームページ内飯⽥少年少⼥合

唱団ページよりご確認ください。

期日時間

日程 時間 場所

① 12月４日（日） 10時〜11時30分
飯⽥駅前図書館

（ムトスぷらざ内）

② 12月16日(金) 17時〜19時
飯⽥駅前図書館

（ムトスぷらざ内）

③ 1月29日（日） 10時〜11時30分
飯⽥駅前図書館

（ムトスぷらざ内）

①図書館の「新春企画」を考えよう

②ブックカフェ：好きな本について紹介しあう

①自分の本や図書館の本にブックコートをかける

②ブックカフェ：好きな本について紹介しあう

①「新春企画」と雑誌付録プレゼントの準備

②ブックカフェ：好きな本について紹介しあう

備考
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開催回数 1 回

活動内容

切り絵とフェルトボールを組み合わせて、ゆらゆら&かわいいモビールをつくります。  

部屋に飾ると切り絵に照明の灯りや自然光があたって切り絵が「影絵」に早変わり。

募集人員　5人

指導者　吉澤亜由美（人形美術家）

持ち物　裁縫道具、筆記具

問い合わせ・申し込み先　NPO法人いいだ人形劇センター　℡050-3583-3594

【中学生向けPR】

◆切り絵とフェルトボールのモビールづくり◆

手芸が得意な人大募集！クリスマスや冬のモチーフなどの切り絵とフェルトボールを組み合わせてみましょう。

冬のおうち時間が楽しくなるはず。

日程 時間 場所 備考

12/3（土）10時 2時間
ほっこり（人形たちとつくるコミュニ

ティスポット）
材料費500円
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開催回数 1 回

活動内容

お正⽉飾りの生け花を作ります。 

募集人員　５名程度

指導者　社教団体「花のわ華道教室」

持ち物　はさみ

問い合わせ・申し込み先　羽場公民館（23-9749）

【中学生向けPR】

開催回数 1 回

活動内容

翌日の交流会で中学生自身が参加者（主に小学生）に作り方を指導する。

募集人員　５名程度

指導者　地域の指導者２名

持ち物　汚れてもいい服装

問い合わせ・申し込み先　羽場公民館（23-9749）

【中学生向けPR】

◆お正月のお花を生けましょう◆

【中学生向けPR】

松竹梅を使ってお正⽉のお花飾りを作りましょう。

◆おやす・しめ縄づくり交流会◆　

お正⽉飾りの作り方を覚えて、小学生に教えてあげよう。多くの方のご協⼒をお待ちしています。

日程 時間 場所 備考

12月25日 13：00〜16：00 羽場公民館 参加費５００円程度

日程 時間 場所 備考

12月10日 13：00〜16：00

12月11日 9：00〜11：30

羽場公民館 締め切り日等
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開催回数 1 回

活動内容

小中学生を対象とした書初め講座 

募集人員　５名程度

指導者　羽場地区の指導者３名

持ち物　習字セット、お手本

問い合わせ・申し込み先　羽場公民館（23-9749）

【中学生向けPR】

開催回数 1 回

活動内容

お餅つきやお正⽉の遊びを楽しむ育成事業。

募集人員　５名程度

指導者　羽場公民館育成委員

持ち物　持ち帰り用のタッパーなど

問い合わせ・申し込み先　羽場公民館（23-9749）

【中学生向けPR】

◆新春お楽しみ会◆

小学生が餅つきやお正⽉遊びを楽しめるようサポートをお願いします。

◆書初め大会◆

新年の書初めを地域の方から教わりながらやってみましょう。

日程 時間 場所 備考

12月25日 13：00〜16：00 羽場公民館 参加費５００円程度

日程 時間 場所 備考

1月14日 13：00〜16：00

1月15日 9：00〜13：00

羽場公民館 参加費無料
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開催回数 1 回

活動内容

第３回サイエンススクール　「サイエンスショー、科学工作（静電気・ヤジロベエ）」

主に小学生親子を対象とした科学体験講座を開催します。

講座の運営支援（会場準備、受付、ワークショップ補助等）をお願いします。

募集人員　未定

指導者　松尾サイエンス

持ち物　マスク

問い合わせ・申し込み先　松尾公民館

【中学生向けPR】

開催回数 1 回

講座内容　紫外線で発色するバルーンスライムとオリジナルストラップを作ろう！

小学生親子を対象とした環境講座を開催します。

講座の運営支援（会場準備、受付、ワークショップ補助等）をお願いします。

募集人員　　５名程度

指導者　　　湯澤眞理子さん（特定非営利活動法人 環境わくわく体験スクール）

持ち物　　　マスク、上履き

問い合わせ・申し込み先　伊賀良公民館

【中学生向けPR】

◆第３回サイエンススクール◆

松尾サイエンスの⼀員として、科学の不思議やものづくりのおもしろさをみんなで楽しみましょう！

◆親子環境わくわく講座◆

地元住民として、歴史を学び、現代に活かす知恵や経験を大人のみなさんと⼀緒に学びませんか。

日程 時間 場所 備考

12月10日（土） 10：00〜11：00 松尾公民館

※リハーサル・打ち合わせ

が11月25日（金）19：00〜

あります（１時間程度）。

日程 時間 場所 備考

11月27日（日）
10：00〜12：00

（集合9：00）
伊賀良公民館 11月17日（木）
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開催回数 応相談

活動内容

自分だけの紙を漉いてみよう！紙漉き体験講座

募集人員　特になし

指導者　羽場竜也さん

持ち物　特になし

問い合わせ・申し込み先　ひさかた和紙の会事務局（下久堅公民館内）

　　　　　　　　　　   TEL:0265-29-8001　FAX：0265-29-8034

【中学生向けPR】

開催回数 1 回

活動内容

【人形劇公演のお手伝い】

「三穂小学校３年生」と「わたちゃん」による人形劇公演を行います。

その会場準備や受付などのお手伝いをお願いします。

【クラフトペーパー獅子舞ワークショップ】

人形劇公演後にクラフトペーパーで獅子舞を作るワークショップを開催します。

ワークショップへの参加・お手伝いをお願いします。

募集人員　１０人（三穂地区の生徒が対象）

講師：わたちゃん　　発表劇団：みほっち劇団（三穂小学校３年生）、わたちゃん　

持ち物：上履き

問い合わせ・申し込み先　三穂公民館　ＴＥＬ：２７－２０３２

【中学生向けPR】

◆ひさかた和紙の紙漉き体験、紙を使⽤して○○を作ってみよう◆

◆【ボランティア募集！】みほ人形劇フェスタ◆

いいだ人形劇フェスタ2022三穂地区公演は中止となってしまいましたが、そのリベンジ発表会を開催します！

会場の準備や受付などのお手伝いだけでも、ワークショップへの参加だけでもＯＫです！

自分だけの和紙を自分の手で漉いてみませんか？紙漉きは下久堅地区で古くから行われている伝統⽂化で

す。特に冬場が紙漉きのシーズンのため、伝統⽂化に触れる良い機会となると思いますので、多くの方の参加

お待ちしております。

日程 時間 場所 備考

応相談 応相談
下久堅

ふれあい交流館
締め切り日等　無し

日程 時間 場所 備考

１１月１２日（土）

＊準備８時〜

＊公演９時〜

＊終了１２時

三穂小学校

体育館

ご協力いただける方は

11月９日（水）までにご連絡

ください。
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開催回数 1 回

活動内容

小学生を対象に、冬休みの宿題・書初めのお手伝い、レクなどを行います。

募集人員　5名程度

指導者　地区内の大人の方と⼀緒に子どもたちを見守ります

持ち物　マスク、上履き

問い合わせ・申し込み先　山本公民館

【中学生向けPR】

開催回数 3 回

活動内容

霜⽉祭をはじめとする豊かな民族⽂化や⽂化財、先人たちが歩んできた歴史に触れ、

もう⼀度「遠山」という地域を学び直し、現代の生活者の学びと実践の場とする機会。

募集人員　制限なし

指導者　住民有志

持ち物　　筆記用具、参加費500円

問い合わせ・申し込み先　南信濃公民館　宮田　0260-34-5111

【中学生向けPR】

◆遠山常民大学◆

地元住民として、歴史を学び、現代に活かす知恵や経験を大人のみなさんと⼀緒に学びませんか。

小学生を対象とした「冬休み子ども寺子屋」を手伝ってくれる中学生スタッフを募集します。半日でも構いませ

んので、少しでもお手伝いいただける方は山本公民館までご連絡ください。子どもたちと⼀緒に楽しみましょう！

◆冬休み子ども寺子屋◆

日程 時間 場所 備考

11月28日(月) 19：00〜21：00

12月19日(月) 19：00〜21：00

１月23日(月) 19：00〜21：00

締め切り日等
南信濃学習交流

センター

日程 時間 場所 備考

1月5日（木）
9：00〜15：30

（集合8：00）
山本公民館
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