
 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【工作教室は時間制限・人数制限があります】 
 

９：１５ ～１０：５５ 
１１：１５ ～１２：５５   入替制 
１３：１５ ～１４：５５  
１５：１５ ～１６：５５  ※各区分７組（１組６人まで） 

 
    ※電話予約 はできません 

★自宅製作用キットもありますので、ご利用ください★ 

自宅製作用キットは開館時間内（16：50まで）受付します 
 

 

 

今後の感染症の状況によって変更になる場合があります。 

最新の情報は、ホームページをご覧ください。 

または、電話でお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♪ふれあいミニミニコンサート♪ 
４月２７日（水）  

１１時３０分～１２時 

「ジーセブンス」 のみなさんによる 

～楽しいウクレレ演奏～                 

★げんきランド★ 
＜１階ふれあいコーナー＞  ※自由参加（無料） 
 
～楽しいおもちゃが いっぱいやってくるよ♪～ 

毎週 火・水・木・金 

１３時３０分～１４時３０分 

※先着５組 

*祝日はお休みです 

★キッズひろば★ 
０・１・２・３歳を対象にした親子ふれあい遊びの場です 

＜２階きっずルーム＞    ※自由参加（無料） 

～親子でわくわく ふれあいあそび～ 

今月のテーマ 「はじめまして よろしくね♪」 

１０時３０分～１１時３０分 
※先着５組 

 

 ６日（水） 「はじめまして♪」 
みんなでなかよく遊びましょう！ 

１３日（水） 「色いろ あそび♪」 
どんな色が好き？ 

２０日（水） 「大きいね♪小さいね♪」 
大きいのはどっち？ 

２７日（水） 「もうすぐ こどもの日♪」 
こいのぼりを作って、こども未来館に飾りましょう！ 

 

知多市 

こども未来館だより 
令和４年・４月号 

今月の休館日 

４月４日（月）・１１日（月）・１８日（月）・２５日（月） 
 

開館時間 午前９時～午後５時 
                         知多市こども未来館 検索  

知多市旭南１－１                

ＴＥＬ  ０５６９－４２－１１０１ 

ＦＡＸ  ０５６９－４２－１１０２         

★４月１日（金）～６月３０日（木）       ★４月１５日（金）～６月３０日（木） 

「木のカレンダー」                    「おしゃれグッズ①」 
 
木の板にバーニングを使って絵を描き                          ＜タイルのアクセサリー＞ 
日替わりカレンダーを作ります      

                                                                                      ・ブローチ 

１個 ２５０円                                                                                ・ヘアピン 

（限定数あり）                                                           ・ヘアゴム 

                                                             各１個 １２０円 

★４月１日（金）～５月３１日（火） 

「おもさくらべ」                                  
                                                               ＜コルクのペンダント＞ 
木の板に支柱を設けて 

木製の天秤を作ります                                    ワインコルクに 

                                                  布やフエルトを貼り 

                                                  ペンダントを作ります 

１個 １００円                                   
（限定数あり）                                  各１個 １２０円  

 

 

＜今月からのおすすめ工作＞ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講座名 申込期間 申し込み・問い合わせ先 

キ
ッ
ズ
講
座 

さくらんぼ 

４月１日（金）～４月１０日（日） 
知多市こども未来館  

午前９時～午後５時 

     原則月曜日休館日 

電話 0569-42-1101  

            （電話でも可） 

親子スキンシップ 

あひるの親子 

キッズ・イングリッシュ・クラブ 

自然観察会 ４月１日（金）～４月１７日（日） 

星の観察会 
４月１日（金）～４月３０日（土） 

知多っ子体験クラブ 

 

自然体験クラブ 

「自然観察会」年会員 
①  ４月２３日（土）  春の野草と虫さんに会いに行こう 

②  ５月２８日（土）  海辺の生き物を観察しよう 

③  ９月１７日（土）  水田や水路の生き物を観察しよう 

④ １０月 １日（土）  身近にあるキノコを観察しよう 

⑤ 令和５年 

２月 ４日（土）  冬に長旅してきた身近な野鳥の観察 

 

＜時  間＞ ①～⑤  午前９時３０分～１１時３０分 

＜対象者＞ どなたでも （ただし小学生以下は保護者同伴） 

＜定  員＞ ３０人 （申込み多数の場合は抽選）    

＜参加費＞ 1人 ８００円 （５回分）  

【小学生未満は無料】  

自然体験クラブ 

「星の観察会」年会員 
① ５月１４日（土） 春の二重星を見よう&２０２２年の天文現象 

② ８月 ６日（土） 夏の二重星を見よう 

③１１月 ５日（土） 夏～秋の二重星と土星、木星、天王星、海王星を見よう 

        11月 8日の皆既月食と 12月 1日の火星最接近について 

④１２月 ３日（土） 秋の二重星と接近中の火星、土星、木星、天王星、海王星を見よう 

⑤令和５年 

２月 ４日（土） 冬の二重星と火星、木星、天王星を見よう&2023 年の天文現象 

＜時  間＞  ①②   午後７時～８時３０分 

③④⑤  午後６時３０分～８時 

＜対象者＞  どなたでも (ただし小学生以下は保護者同伴) 

＜定  員＞  ２５人 （申込み多数の場合は抽選） 

＜参加費＞  1人 ８００円 （５回分）  

【小学生未満は無料】  

キッズ講座４ 第１期 

「キッズ・イングリッシュ・クラブ」 
～親子で遊びやゲームを通して英語にふれあってみよう～ 

 

日  程  ５月１１日～７月１３日  

全１０回コース （全て水曜日） 

時 間  午前１０時３０分～１１時３０分 

対 象  令和４年度に満３歳以上になる子と保護者   

定 員  ８組程度 （多数の場合は抽選）  ＊託児なし 

参加費  親子１組 ４,８００円 （きょうだいが１人増すごとに２,４００円） 

キッズ講座３ 第１期 

「あひるの親子」 
「元気な子（親）・病気しない子（親）・ケガしない子（親）」 

～リズムに合わせて楽しく身体を動かそう～ 

日  程  ５月１３日～７月１５日 の期間中 

全１０回コース （全て金曜日） 

時  間  午前１０時３０分～１１時３０分 

対  象  令和４年度に満３歳以上になる子と保護者   

定  員  ２０組程度 ＊託児あり （多数の場合は抽選） 

参加費  親子１組 ２,８００円 （きょうだいが１人増すごとに１,４００円） 

託 児    １人   ３,０００円 

 

 

「知多っ子体験クラブ」年会員 
①  ５月２１日（土）  陶芸にチャレンジしよう！（こども未来館） 

②  ６月１８日（土）  フライトオブドリームズで遊ぼう！（セントレア） 

③  ８月２７日（土）  夏休みの思い出、寺子屋を体験しよう！（大智院） 

④ １０月２９日（土）  岡田の街並見学・機織り体験とお抹茶を楽しもう！ 

⑤ １２月１０日（土）  凧を作って、揚げよう！（新舞子マリンパーク） 

⑥  令和５年 

３月１１日（土）  木の工作を体験しよう！（こども未来館） 

 

＜時 間＞  ①～⑥ 午前９時～１２時頃 

＜対象者＞ 小学３年～６年生 

＜定 員＞  ２０人 （申込み多数の場合は抽選） 

＜参加費＞ ①〜⑥を通して１人 ３，８００円 

キッズ講座２ 第１期 

「親子スキンシップ」 
「親子でアイデア体創」～身体を使った楽しい遊び～ 

 

日  程  ５月１２日～７月２８日 の期間中   

全１０回コース （全て木曜日） 

時  間  午前１０時３０分～１１時３０分 

対  象  概ね２歳以上の子と保護者   

定  員  ２０組程度 ＊託児あり （多数の場合は抽選） 

参加費  親子１組 ２,８００円 （きょうだいが１人増すごとに１,４００円） 

託 児    １人   ３,０００円 

 

キッズ講座１ 第１期 

「さくらんぼ」 
「ふれあい遊び」～リズムに合わせて親子で身体を動かそう～ 

 

日  程  ５月１０日～７月１２日 の期間中 

全１０回コース （全て火曜日） 

時  間  午前１０時３０分～１１時３０分 

対  象  概ね２歳以上の子と保護者   

定  員  ２０組程度 ＊託児あり （多数の場合は抽選） 

参加費  親子１組 ２,８００円 （きょうだいが１人増すごとに１,４００円） 

託 児    １人   ３,０００円 


