
受講申込書に必要事項を記入の上、封書またはFAXにてお申し込みください

＊記入必須項目

お問い合わせ先・お申込先 公益社団法人相模原・町田大学地域コンソーシアム 

さがまちコンソーシアム事務局 さがまちカレッジ担当 
住所：〒252-0307 相模原市南区文京2-1-1 相模女子大学内 

TEL：042-747-9038  FAX：042-703-8536  E‐ｍａｉｌ：info@sagamachi.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://sagamachi.jp/

８５

お申込期限 

2016年7月9日(土)〈必着〉

さがまちコンソーシアムでは、学びの楽しさを伝えて

いきたいとの願いから、夏休みに小学生を中心とした

こどもを対象に、さまざまなテーマの講座をみなさま

にお届けします。 

今年の夏は、さがまちカレッジ「こども体験講座」で

たのしく学んでみませんか！ 

2016年夏休み 

さがまちカレッジ
HPへのアクセスは
こちら！ 



№ A1620513 № A1620514 

「まんが」っておもしろい！！ 

作ってみよう！自分なりのキャラクター！！（全４回） 

7月30日・8月6日・20日・27日（土） 
14：00～16：00 

夏のバッグをつくろう 

－ビニールバックを手織りワッペンで楽しくデコレーション－ 

7月27日 (水)  10：00～11：30 

夏に向けて、トート型ビニールバックを作ります。 
ビニールのトート型バッグに、カラフルなフェルトひもで、手織りし
たワッペンやスパンコールなどの飾りをデコレーションして、個性
豊かな作品を作ります。夏のお出かけや、夏休みの課題に役立
ちます。 

  講師：池田 節子先生（元相模女子大学 准教授） 

☆対象：年中～小学４年生（保護者同伴可）

☆定員：15名

☆参加費：1人2,500円（バッグ代・材料費含む）

☆会場：町田市生涯学習センター

（小田急線町田駅から徒歩約５分・ 

 JR横浜線町田駅から徒歩約３分） 

キラキラ・金箔とモコフワ・フロッキーのおしゃれバッグ作り

7月22日(金)  13：30～16：30 

わたしだけのバッグ おけいこやお弁当入れに大かつやく！ 
こちらで用意したトートバッグに、花や星などのいろいろな模様の 
きらきらシートやモコモコ・ふわふわのフロッキーシートをアイロン 
でつけます。 
模様や色を自分で選んで、楽しいバッグを作りましょう！ 

講師：女子美術大学短期大学部 非常勤講師 眞田 玲子先生 

☆対象：小学１～６年生（１年生は保護者同伴のこと）

☆定員：20名

☆参加費：1人3,000円（バッグ代・材料費含む）

☆会場：町田市生涯学習センター

（小田急線町田駅から徒歩約５分・ 
 JR横浜線町田駅から徒歩約３分） 

キッズ イングリッシュ イン サレジオ

草木染めを体験してみよう

動物の頭の骨を観察してみよう

小学生のための親子で楽しむ点字の基礎

水族館の仕事 

－北里大学海洋生命科学部 夏の体験講座－ 

8月24日 (水) ①10：00～11：30・②13：00～14：30 
①と②は、同じ内容です。

水族館の裏側では、どんな仕事をしているのでしょう。 
この講座では、水族館のいろいろな仕事について話を聞き、大
学生と一緒に北里大学のミニ水族館「北里アクアリウムラボ」で、

えさやりなどを体験します。 

  講師：北里大学 海洋生命科学部 
 講師 三宅 裕志先生 

☆対象：小学１～６年生（保護者の見学も可）

☆定員：各30名

☆参加費：1人1,000円

☆会場：北里大学
（小田急線相模大野駅からバス約25分 
 JR横浜線相模原駅からバス約25分） 

小学生のためのはじめてのAndroidアプリ作り体験 

（全3回） 

8月24日(水)・25日(木）・26日(金） 

13：00～14：30 

プログラミングの基礎からAndroidアプリ作りを体験します。自分
で作ったアプリでみんな一緒に遊びましょう。 

  講師：サレジオ工業高等専門学校 

  講師 清水 哲也先生 

☆対象：小学５・６年生

☆定員：20名

☆参加費：1人2,000円

☆会場：サレジオ工業高等専門学校

（京王線多摩境駅 徒歩10分、 

JR横浜線・京王線橋本駅からバス約７分） 

『まんが』が好きなみなさん、自分の考えたキャラクターで『まん
が』を描いてみませんか？キャラクターの動きや顔の表情の描
き方までプロの漫画家が教えます。 

  講師：町田・デザイン専門学校 講師 
  漫画家 長尾 朋寿先生 

☆対象：小学３年生以上（中・高生の参加も歓迎します！）

☆定員：15名

☆参加費：1人3,500円（教材費含む）

☆会場：町田市生涯学習センター
（小田急線町田駅から徒歩約５分・ 
 JR横浜線町田駅から徒歩約３分） 

№ A1620517 № A1620518 

№ A1620522・A1620523 № A1620524 

きんぱく 

Kids English in SALESIO (全４回）

8月4日(木)・5日（金）・6日（土）・７日（日） 

9：30～12：00 

外国人の先生と英語であそびましょう！ 
ネイティブティーチャーによるKidsのための英語入門講座です。

講師：サレジオ工業高等専門学校
講師 Paul McCann先生

☆対象：小学校１・２年生（保護者同伴）

☆定員：20名

☆参加費：1人4,000円

☆会場：サレジオ工業高等専門学校
（京王線多摩境駅 徒歩10分、 

JR横浜線・京王線橋本駅からバス約７分） 

この他にも、大学生による「北里大学夏休み子ども実験教室」を、８月２２日（月）から８月２６日（金）に行います。 

くわしくは、近日中にホームページにてご案内します。 

てお 



「点字」は、視覚に不自由がある方たちの貴重な情報収集と情
報発信の手段です。点字を理解し、使える人がもっともっと増え
れば、目の不自由な方たちとたくさんコミュニケーションをとるこ
とができます。家族で「点字」のはじめの一歩を体験してみませ
んか。 

  講師：相模女子大学 非常勤講師 堀越 喜晴先生 

相模女子大学 教授 久保田 力先生 

☆対象：小学３～６年生とその保護者

☆定員：各25組50名

☆参加費：各1組700円

☆会場：相模女子大学

（小田急線相模大野駅から徒歩約10分） 

－ビニールバックを手織りワッペンで楽しくデコレーショ

草木染めを体験してみよう 

－玉ねぎの皮でＴシャツを染める－（全２回） 

8月25日(木）・26日(金）  10：30～12：00 

シカは草を食べますが、タヌキは木の実やこん虫などいろいろ
食べます。そのためにシカとタヌキは歯も胃や腸も違います。博
物館にはシカやタヌキの頭の骨がたくさんあるので、それを見な
がら、頭の形や歯のつくりをじっくり観察します。

  講師：麻布大学いのちの博物館 
上席学芸員 高槻 成紀先生 

☆対象：小学４～６年生

☆定員：30名

☆参加費：1人700円

☆会場：麻布大学いのちの博物館

（JR横浜線矢部駅北口 徒歩約４分） 

動物の頭の骨を観察してみよう! 

－シカとタヌキの骨くらべ－ 

7月29日 (金)  10：00～11：３０ 

小学生のための親子で楽しむ点字の基礎 

①8月8日 (月)  10：30～12：00

②8月10日(水)  10：30～12：00
①と②は、同じ内容です。

いつも食べている玉ねぎの皮を使ってTシャツを染めます。どん
な色に染まるのか実際に見て確かめてみましょう。とても簡単で
世界に一つしかないオリジナルTシャツをつくりましょう。 

  講師：池田 節子先生（元相模女子大学 准教授） 

☆対象：５歳児（年中）～小学３年生とその保護者

☆定員：15組30名

☆参加費：1組3,500円（Tシャツ１枚・材料費含む）

☆会場：町田市生涯学習センター

（小田急線町田駅から徒歩約５分・ 
 JR横浜線町田駅から徒歩約３分） 

葵まつり ～プログラミングを体験してみよう～ 

7月30日(土) 9：30～12：00 

親子で協力して、小麦粉からこねてうどんを打ちます。打ったう
どんで、津久井地域の伝統料理「にごみ」を作って試食します。
地元の伝統料理「にごみ」を通して食文化について考えてみま
せんか。 

  講師：東京家政学院大学 

  助教 櫻井 美代子先生 

☆対象：５歳児（年中）～小学６年生とその保護者

☆定員：16組32名

☆参加費：1組2,200円（材料費含む）

☆会場：東京家政学院大学 町田キャンパス
（JR横浜線・京王線橋本駅からバス約７分、駐車場あり）

あおい 

親子でチャレンジ！はじめての羊毛フェルト 

－羊毛フェルトで自由な形をつくろう－ 

8月19日 (金)  14：00～16：00 

羊毛フェルトは好きな形が作れるのが魅力的な素材です。 
羊毛フェルトのもつ、やらわかい質感を活かした作品を作ってみ
ましょう。動物やキャラクター、植物など、、まずはシンプルな形
からチャレンジして、慣れてきたら自由な制作を楽しみましょう。 

  講師：女子美術大学 非常勤講師 前原 愛美先生 

☆対象：小学１～６生とその保護者

☆定員：12組24名

☆参加費：1組3,000円（材料費含む）

☆会場：町田市生涯学習センター
（小田急線町田駅から徒歩約５分・ 
 JR横浜線町田駅から徒歩約３分） 

親子で作るうどん教室 

9月3日（土） 10：30～13：30 

親子で一緒にプログラミング体験をしてみませんか？ 
ブロックプログラミング環境Scratchを利用して，自分だけのオリジナ 
ルゲームやアニメーションを作ってみよう！

  講師：青山学院大学 社会情報学部 
客員教授 阿部 和広先生 准教授 伊藤 一成先生

助教 吉田 葵先生 

☆対象：小学４～６年生とその保護者

☆定員：60組120名（３教室に別れて行います。）

☆参加費：1組1,000円

☆会場：青山学院大学相模原キャンパス

（JR横浜線淵野辺駅北口 徒歩約７分） 

№ A1620516 № A1620515 

№ A1620526 № A1620525 

№ A1620519・A1620520 № A1620521 

くさきぞ たいけん 



受講までの流れ

◆受講申し込み 受講申込書に必要事項を記入の上、封書またはFAXにてお申し込みください。（当日必着）
さがまちコンソーシアムのホームページから、ウェブ申し込みもできます。
※なお、申込期限以降も、定員に余裕のある場合は、お申込みいただけます。
※詳しくは、お電話にてお問い合わせください。

申込者が定員を超えた場合は抽選を行います。申し込みをされた方全員に、結果を通知
します。受講決定となった方には、受講証、振込用紙を送付します。

送付された振込用紙で、ゆうちょ銀行（振込手数料はかかりません）にて指定の期日ま
でにお振り込みください。

◆受講 受講時に、受講証と講座に必要な持ち物（後日お知らせします）をご持参ください。

※ 詳しくは、さがまちコンソーシアム事務局　〈TEL042-747-9038〉　にお問い合わせください。

歳

＊記入必須項目

保護者名記入欄

歳

（注１） 行事保険の加入手続を行う都合上、年齢をご記入ください。（注２） 原則として、お一人様につき一枚、受講申込書をご提出ください。
（注３） 個人情報については、さがまちカレッジの運営以外の目的には使用しません。

＊　フリガナ ＊　性　別 男　 ・ 女

＊　氏　名 ＊　年　齢

携帯電話

E-Mail

＊　所　属 □未就学児 □児童 （ 　年生　）　 □その他（ 　）

＊　住　所 〒

＊   ＴＥＬ ＦＡＸ

* フリガナ ＊　性　別 男　 ・ 女

＊　氏　名 ＊　年　齢

◆受講者の決定

◆参加費の振り込み

申込日 　　月　　 　　日

＊受講講座名 ＊講座ＮＯ．

受講申込書 さがまちカレッジ

申込期限 ２０１６年７月９日（土） 
ＦＡＸ申込先 ０４２−７０３−８５３６ 

A 1 6 2 0 

（HP)




