
●夏休みこどもフェスティバル 　
■日時　7月 22 日（土）
　AM 10:00 ～ PM 3:00 
■内容　スポーツゲーム、カレー販売、　
　映画会など  
■対象　幼児～小学生 
 
●ネームプレートを作ろう。 
■日時　7月 27 日（木）
　AM 9:30 ～ AM 11:00
■対象　小学校 1～ 3年生　
■定員　15 人 ( 先着順 ) 
■持ち物　絵の具かクレヨン・筆記用具
　はさみ・のり・定規・ 作品を入れる袋
■申込み　7月 13 日（木）
　AM 9:00 から同館へ電話か直接 
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水の広場・水道記念館 さむかわ中央公園

総合体育館に隣接するさむか
わ中央公園。その南側に水路
があります。歩道と水路の間
に段差のない場所が設けられ
ているので、小さいお子さん
でも自力で水路に出入りでき
ます。木陰のベンチや、水路
沿いの大きな岩に腰をかけ
て、水の涼しさを楽しむのも
風流ですね。

今号でご紹介するのは、夏の暑い日にお子さんが遊ぶ
場所として最適な水遊びスポット。「さむかわ中央公園」
「水の広場」の水遊びスポットは、水の流れが緩やかで、
深さも子どもの膝くらいまでです。お天気の良い日に
はご家族で遊びに行ってはいかがでしょうか。

相模川を模した「せせらぎ」が流れる水
の広場。それを囲むように和風庭園が広
がっています。水辺の小路は夏でも涼し
いので、散歩にオススメです。水の広場
の前にある水道記念館（入場無料）には、
水を使った科学体験装置が常設展示され
ています。遊びに行けば、自由研究のヒ
ントになるかも？

寒川コールニュー “えれがんつぁ” は、平成17年1月に生涯学習として発足し、
現在32名の団員が在籍しています。今回行われる演奏会では、日本の小学唱
歌メドレーや抒情歌、懐かしい世界の愛唱歌などを演奏します。また、会場の
みなさんと一緒に「みかんの花咲く丘」なども歌う予定です。寒川コールニュー
“えれがんつぁ “の記念すべき第1回演奏会。是非お越し下さい。
■日時　7月30日（日）PM1:30会場　PM2:00開演
■場所　寒川町民センターホール（入場無料）
■問合せ　TEL75-4736　湯山

女声合唱団
寒川コールニュー“えれがんつぁ”

第1回　演奏会

女声合唱団
寒川コールニュー“えれがんつぁ”

第1回　演奏会

ASA寒川のWEBサイトが始動!!

http://www.asahi-kc.com/samukawa/

水遊びは、

大人と一緒に

しようね！

みずあそ

おとな いっしょ

問合せ　TEL 74-1515　
●夏休み水彩画教室
■日時　7月 28 日（金）・29 日（土）
　（全 2回）AM 9:30 ～正午
■内容　ジュニア絵画展に出展する
　作品の作成  
■対象　小学生・中学生　
■定員　各 30 人 ( 先着順 ) 
■持ち物　クレヨン・絵の具・筆記用具 
■申込み　7月 13 日（木）
　AM 9:00 から同館へ電話か直接

●こども工作教室（モビール作り）
■日時　8月 3日（木）
　AM 9:30 ～ AM11:00　
■内容　小さいうちわや金魚を作り、
　夏のモビールを作る  
■定員　小学生低学年　15 人 ( 先着順 ) 
■持ち物　はさみ・接着剤・定規・
　作品を入れる袋
■申込み　7月 20 日（木）AM 9:00 から
同館へ電話か直接

●花火の打ち上げ
（模川・神川橋上流）
■時間　PM 7:30 ～ PM 8:30

●イベント･祭りばやし
■時間　PM3:30 ～ PM7:00

●鮎の掴み取り
■時間　PM2:00
■場所　寒川町　川とのふれあい公園
■対象　小学生以下 

■問合せ　TEL 75-9051　
　寒川町観光協会

第16回  寒川納涼花火大会 平成18年 8月10日（木）　※荒天等順延

南部文化福祉会館
問合せ　TEL 75-0281

「名作文学を映画で見よう」以外の教室は 7月 22 日（土）
AM9:00 から南部文化福祉会館へ電話か直接（先着順・
費用を要する事業は前納）

●ちびっこ手芸教室
■日時　8月 1日（火）～ 6日（日）
　AM 10:00 ～ PM3:00
■内容　ブローチや袋物をつくります  
■定員　小学生　20 人

●ちびっこ新体力測定
■日時　8月 5日（土）
　AM 10:00 ～ PM 1:00
■内容　新体力測定。測定終了後、
　「すいとん・ポップコーン」を作ります
■定員　小学生 30 人
■費用　100 円（材料費）

●名作文学を映画で見よう
■日時　8月 5日（土）PM 2:00 から　 
■上映　銀河鉄道の夜（107 分）

●ちびっこエアロビクス教室
■日時　8月 9日（水）
　AM 11:00 ～正午
■内容　みんなで身体を動かそう
■定員　小学生　50 人

●ちびっこクラフト教室
■日時　8月 12 日（土）PM 2:00 から
■内容　うちわをつくります  
■定員　小学生　20 人
■費用　100 円（材料費）

●ちびっこ絵画教室
■日時　8月 17 日（木）～ 20 日（日）
　PM 2:00 から
■定員　小学生　20 人
■費用　300 円（モチーフ材料費）

小学生サマースクール
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ASA 寒川のWEB サイトが開設されました。その名
も「e-ASA 寒川　さわやかネット」。寒川町の便利
帳として活用できるように、随時更新していきま
す。インターネット環境をお持ちの方は、下記の
URL にアクセスしてみてください。お待ちしてお
ります！


