
INFORMATION 

第２回牛渡まつり
盆踊り・カラオケ大会・抽選会・露店・ステー
ジイベント等

　　 ８月２４日㈯午後4時～８時
　　　旧牛渡地区公民館（荒天時は旧牛渡小学校体育館で開催）
盆踊り練習会にもご参加下さい！（会場：旧牛渡地区公民館）

・7月14日㈰午後４時～５時30分
・7月24日㈬午後７時～８時30分
・8月 7 日㈬午後７時～８時30分
・8月18日㈰午後４時～５時30分
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盆踊り練習会にもご参加ください！

　　 ８月２日㈮・９日㈮・１６日㈮
　　 午後７時～８時３０分
　　 勤労青少年ホーム（体育室）

日時

場所

第４回みんなの夏まつり
盆踊り・露店・ステージイベント等

　　 ８月１7日㈯　雨天時は１8日㈰に順延
　　 午後２時30分～８時
　　 下稲吉中学校

日時

場所

霞ヶ浦中地区公民館

「家庭にしかできない
教育」が持つ力

茨城キリスト教大学　教授　飛田　隆　先生

子どもと教育を取り巻く環境が大きく変わる中で、
お子さんに最も近い『家庭』の中でできること、やっ
ていきたいことを一緒に考えていきましょう。
　　 ８月６日㈫午後１時３０分～３時
　　 あじさい館　視聴覚室
　　 市内幼・保・小・中保護者（参加費無料）
場所
日時

対象

日時
場所

参加費

下稲吉中地区公民館

家庭教育講演会

社会教育担当

マナビィマナビィマナビィかすみがうらかすみがうらマナビィかすみがうら



富士見塚古墳フェスタ2019
はにわ職人になろう ３００円
ロウ石削って古墳ネックレスづくり ３００円
古墳紙ヒコーキ大会 無料
探検クイズラリー 無料
　　 富士見塚古墳公園

夏休み生涯学習全イベントカレンダー
月 火 水 木 金 土 日

7/8 9 10 11 12 13 14
▢：青少年育成を考えるつどい（あじさい館）
▢：子ども大学②（締切済）

15 16 17 18 19 20 21

市内小中学校終業式
22 23 24 25 26 27 28

▢：大人大学②（締切済） ▢：KWCS事業
▢：ジュニア和太鼓①（体育センター）

29 30 31 8/1 2 3 4
▢：子ども大学③（締切済） ▢：あじさい土曜名画座（あじさい館）

5 6 7 8 9 10 11
▢：家庭教
育講演会

▢：１日図書館員 ▢：１日図書館員 ▢：１日図書館員 ▢：富士見塚古墳フェスタ2019
▢：ジュニア和太鼓②（体育センター）

▢：宿題相談日（歴史博物館）

12 13 14 15 16 17 18
▢：第４回みんなの夏まつり
（下稲吉中学校）

▢：宿題相談日（歴史博物館）

19 20 21 22 23 24 25
▢：土器づくり ▢：勾玉づくり ▢：編布づくり ▢：第２回牛渡まつり（旧牛渡地区公民館）

▢：ジュニア和太鼓③（体育センター）
26 27 28 29 30 31 9/1

明日から元気に学校！
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ジュニア和太鼓教室
青少年育成かすみがうら市民会議≪７月１2日㈮締め切り≫

　　 市内小学3年生から中学3年生まで
　　 ７月２7日、８月１0日・２4日、９月１4日・２8日、
　　 １０月２6日いずれも土曜日（午後７時～９時）
　　 １０月６日ふれあい生涯学習フェア
　　 １１月３日かすみがうら祭
　　 体育センター　　　　  １，０００円
　　 あゆみ太鼓

博物館夏休み宿題相談日
歴史博物館の学芸員が夏休みの郷土学習の悩み相談に応じます。ぜ
ひ企画展と併せてご家族でご来場ください。（事前の申し込み不要）

　　 ８月１1日㈰・１8日㈰（午前９時～１２時）
　　 歴史博物館　　　　無料

ＫＷＣＳ事業
アロマグラデーションキャンドルをつくろう
≪7月19日㈮締め切り≫
　　 小学生　　　 7月27日㈯午前10時～11時30分
　　 あじさい館　　　 3０名

　　 　　　　 かすみがうら市生涯学習課
　　   ℡029-897-0511
　　   ℡029-897-0511
　　 　  ℡029-897-0647
　　 　   ℡029-896-0017
　　   ℡0299-59-5252
　　   ℡0299-56-3811

日時
対象

発表

場所 参加費
講師

読書感想文・標語作品募集
ふれあい生涯学習フェアで展示します！

≪読書週間作品募集（９月６日㈮締め切り）≫

　　 　　市内在住または在勤（一般の部）
　　 　　読書感想文（４００字詰め原稿用紙５枚以内）
　　 　　一人一編、標語（一人３句以内）
ふれあい生涯学習フェア絵画作品募集≪９月６日㈮締め切り≫

　　 　　市内在住または在勤（一般の部）
　　 　　４つ切り画用紙（縦書き・横書き不問）
　　 絵具、クレヨン、クレパスなど自由
　　　 『新たな出会い・創ろう！未来の歴史かすみがうら』

夏休み１日図書館員募集
図書館探検・書棚整理・実際の貸し出しなどを体験して図書
館ツウになろう！ ≪７月２０日㈯締め切り≫

　　 市内在住の小学４年生から６年生まで
　　 ８月７日㈬・８日㈭・９日㈮のうち
　　 午前の部（午前９時開始～１２時）　　　
　　 午後の部（午後１時開始～ 4 時）のいずれか
　　 市立図書館（あじさい館）　　　 ３０名程度

応募資格
応募作品

社会教育担当

社会教育担当
霞ヶ浦中地区公民館

千代田中地区公民館
下稲吉中地区公民館

社会教育担当

歴史博物館

歴史博物館

社会教育担当

お問い合わせ先

応募作品
応募資格

テーマ

図書館

図書館

図書館

画材

　　　　　没後100年新選組九番隊長三木 三郎のその後
　　 ８月3日㈯～10月20日㈰（月曜休館、祝日の場合は翌日休館）
　　 歴史博物館

定員場所
日時対象

定員場所

対象
日時

日時
場所 料金

期日
場所

歴史博物館企画展

□社
□霞
□図
□歴
□千
□下

参加費
500円

場所

8/10㈯
午前１０時～
午後３時まで

予約不要

歴史博物館

アロマグラデーションキャンドルをつくろう

500500

8 98 9 10 11 1

16 17 18

23 24 25

30 31 8/1 2

5 65 6 7 87 8

８月３日のあじさい
土曜名画座のご案内

『TOMORROW　明日』主演：桃井かおり
午後５時～　※30分前から受付・開場

黒木 和雄『戦争レクイエム三部作』の第１作
　　 あじさい館［視聴覚室］
　　 100円［上映時間105分］料金
場所

霞ヶ浦中地区公民館


