ペポビル中部日本自動車学校

(八事のエディオン向かい ビル２F コメダ)

おたのしみ夏休み親子&子ども講座
月

火
7/22

飲み物を
必ず持参ください

水
7/23 ★ペポクッキング

木
7/24 ★ペポクッキング

①10:30～12:00

①10:30～12:00

★宿題教室（一日目）

★宿題教室（二日目）

★宿題教室（三日目）

①13～16 時 ②17～20 時

①13～16 時 ②17～20 時

①13～16 時 ②17～20 時

金
7/25

土

日

7/26、27 （２日講座）

★こくごろう企画
｛作文教室｝

★ロボット教室
両日 10:00～14:00

①10:20～12:00
②12:40～15:40

7/28

7/29 ★手作りﾊﾞﾙｰﾝ

★絵画教室企画

①11:00～12:00

「びっくり箱をつくろう」

②13:00～14:00

13:30～15:00

7/30 ★ﾋｯﾎﾟﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ
「DNA と言葉の不思議」

②13:00～14:30

★陶磁器絵付け教室

★アロマ&消しゴムハンコ

★陶磁器絵付け教室

15:00～17:00

13:30～15:00

15:00～17:00

8/5

8/6

★アロマ&消しゴムハンコ

★サイエンス教室

★食品サンプルづくり

8/7

10:30～12:00

★絵画教室企画
水族館をつくろう
13:30～15:00

【問合せ＆申し込み方法】
①名前
②学年
③保護者の携帯番号
④その他あれば
付き添い希望、ｱﾚﾙｷﾞｰなど

8/8

①10:00～11:30

①11:00～12:00（パフェのみ）

中部日本自動車学校 近藤

②13:00～14:30

②13:00～1４:30（２種選択）

tnec-soumu@ezweb.ne.jp

8/18

8/19

8/20

8/21

★アロマのみ

★ペポクッキング

★ペポクッキング

★星の子企画

13:30～15:00

8/1★ペポクッキング

①10:30～12:00

10:30～12:30

8/4
13:30～15:00

7/3１★ペポクッキング

①10:30～12:00

①10:30～12:00

「絵手紙を書こう」

②13:00～14:30

②13:00～14:30

13:00～15:00

へメール下さい。

8/22

確認次第返事のメールまたは
お電話させていただきます。
尚、問い合わせは

8/25

8/26

8/27

8/28

8/29

★宿題教室（一日目）

★宿題教室（二日目）

★宿題教室（三日目）

★ヒッポファミリークラブ

①13:00～16:00

①13:00～16:00

①13:00～16:00

②17:00～20:00

②17:00～20:00

②17:00～20:00

090-3554-9428（9～18 時内）

「ホームステイ
交流体験報告会」
①10:30～12:30

各講座キャンセルは
前日１２時までにてお願いします

(問合わせ) 中部日本自動車学校 近藤 ０９０-３５５４-９４２８ tnec-soumu@ezweb.ne.jp
◆宿 題 教 室

①か②の３時間内 1000 円 (１日のみでもＯＫ)

◆ロ ボ ッ ト 教 室 ２日間で１５,０００円 （２日間ランチも含む）

ことばこ&中部日本自動車学校企画 大学生先生を中心に一緒に勉強しましょう！

１日しか出られない方も相談してください。日程調整を考えます。

寺子屋方式なので途中入退出ＯＫ（詳細は別紙にてご確認ください）

ことばこ主催（詳細は別紙にてご確認ください） 後日大会予定あり

◆絵 画 教 室 7/28、8/1 両日とも 2000 円（材料費 500 円込）４歳～小６ ◆え じそんママ えじそんママ代表 かがやき輝聴コミュニケーション講師 岩室智子
講師 箕浦有見子 アートアドバイザー パピエキッズインストラクター

ペポビルを拠点に、自らの光で輝くために個人セッションやグループ講座など、名古屋から

本ペポビルにて木･土曜日絵画教室開講中。夏休みの宿題にぜひいかがですか？

大阪、東京と広がっています。申込み他、詳しいことは「えじそんまま」HP をご覧ください

◆磁 器 絵 付 け 7/29、7/31 3000 円（材料・焼成込）HP studio-luna.jp

◆作 文 教 室

ヨーロピアン・ポーセリングペインティング講師 スタジオルナ代 表 柴 田 美 雪

国語教室こくごろう企画 対象４年生（４年生以上もＯＫ）

①部のみ５００円定員１８人/①+②部（書籍代含む）５０００円定員１２人

カップとお皿(流行のポーセラーツ使用)にシールで転写などできます（大人も可）

①部 感想文って何？夏休み定番宿題・読書感想文に「チャレンジする目的」と「書き方のコツ」

あなただけの作品をこの夏の思い出にいかがですか？プレゼントにもできますよ！

②部 こくごろうの先生やみんなと一緒に読んで感想をふくらませよう！課題図書より選択予定

◆ヒッポファミリークラブ

楽しいことが大好きな３人の女の先生がやっている国語教室・こくごろうです！

親子講座（子どものみでも可）

7/30 10:30～12:30「DNA と言葉の不思議講座」
年長～小学３年生（定員５人） はさみ、のり持参 参加料３００円

◆星の子ステーション

「大好きな人に絵手紙を書こう」１０００円

講師 生川幸代先生（臨床美術士・色彩コーディネーター）

8/29 10:00～12:30 「青少年ホームステイ体験報告会」 無料、参加誰でも可

対象年中～小学６年のお子様（保護者の方で付き添い希望の方はご相談ください。）

ペポビルにて毎週木曜日１９時より活動中です！見学大歓迎

子育てコミュニティーのボランティア団体 星の子ステーション(ペポ拠点)随時会員募集中！

◆手作りバルーン 「愉快なペンギンを作ろう！」 １５００円

◆アロマ&消しゴムハンコ

天白区 ㈱ニコフィーバルーンパーク

７月３０日 アロマ（バスボム）&消しゴムハンコ+手ぬぐい付 １５００円

バルーンアーティスト 田中 愛彩

８月 ４日 アロマ(バスボム）&消しゴムハンコ+手ぬぐい付 １５００円

親子でもお子様だけでも気軽に参加してね！

８月１８日 アロマのみ(日焼け)ジェル・リップ・虫よけ）より２つ選択 １０００円

身長６０㌢のペンギンだよ★

◆サイエンス教室

アロマ講師 はんじ & うえだ

「プランクトンの不思議な世界！」 ３０００円

◆サンプルづくり

東山公園 理科が好きになる実験教室 「サイエンスラボ」代表 倉橋 修

11～12 時

学校の授業では体験できない プランクトンの世界！

1800 円 パフェのみ一種類（お子様）

13～14 時半 3000 円 写真より 2 種類（親子参加）

プランクトンを自分でつかまえ、顕微鏡で不思議な世界を見てみよう。

天白区 旭食品サンプル製作所 岡邦夫(kuni さん)

◆ペポクッキング

６０年以上のキャリアの旭食品サンプル作りをぜひ体験してください。

講師 こんどう ふわふわのパンを生地をから好きなお花やキャラクターを成形して、パン作

日程が合わない方は製作所でも体験できます。

りの工程を体験。 おうち人のお手伝いなしでできるおいしい焼き菓子作り。

１０００円

お菓子作り

