２０１9 年 ペポカルチャー 夏休み 小学生・親子・親向け講座
講座名
＜子＞
夏休み宿題寺子屋
＆Asoviva クラブ(ランチ付)

詳細は、HP をご覧ください。
なごや Asoviva

講座紹介 ＆ 参加費

日時

夏休み課題！宿題、習字、工作、実験も全部みんなでやっちゃおう！
◆スタッフ＆内容
♪夏休み宿題寺子屋…現役塾講師、習字有資格講師、工作専任講師
♪子ども食堂(今年は一緒にクッキングすることもできます)
♪多種アクティビティー(活動)
◆日替り開催
クラフト･絵画･手芸･お菓子作り、バルーン･手品･ヨガ、理科実験、鯱城会囲碁指導コーナー、
消しゴムハンコ、高校生ボランティア、大学生サークルなど計画中。
◆講座日時・参加費 ※お申し込みの際は、ご希望の日付･時間をご連絡ください
7/22(月)～7/26(金)、 7/29(月)～8/2(金)
8/5(月)～ 8/7(水)、8/26(月)～ 8/30(金）
①10:00～13:00
1,500 円 … 宿題寺子屋＆習字&工作教室
②12:00～15:30
1,500 円 … 多種アクティビティー(活動)
③10:00～15:30
2,500 円 … 宿題寺子屋＆習字工作教室+多種アクティビティ

＜子・親子＞
こびとのおうち(みどり造形)
造形講師 判治美澄
虹染ワークショップ

赤と青と黄色の 3 色の染料から新しい色が作り出され、
6 色の虹のような染め上がりになります。
学校の自由研究にもして頂けます。
小学生お一人、または親子で参加可能です
＊汚れてもいい服装でお越しください。
＊写真をとる場合はカメラをお持ちください。
◆持ち物 ゴム手袋(密着するタイプが良い)
◆参加費 2,200 円 (ガーゼ 1 枚材料費込)
(追加ガーゼ 30cm×120cm 594 円)
＊お一人につき 3 枚までとさせていただきます。
お申し込み時に枚数をお知らせください

＜子＞
習字教室
香楓会専任講師
小林紅杏

＜子・親子＞
ポーセラアーツ 白磁絵付け
「考えて作る楽しみ！」
日本ヴォーグ社ポーセラアーツ
インストラクター 中野智津子

＜親のみ講座＞
「ISD 個性心理学を用いた、
コミュニケーション！
ISD 個性心理学認定講師
明壁陽子

【うら面につづく】

夏休み課題１,２年生は硬筆、３年以上は毛筆で
自宅ではなかなか出来ない、どうやったら上手く書けるの?と思っている方は
是非！
1 課題につき一枠。2 課題の方は二枠とってください。自由作品も OK です
◆参加費 一枠 毛筆 1,800 円
硬筆 1,500 円

7/20(土)
➀10:00
②10:45
③11:30
各3人

7/26(金)
7/30(火)
8/2(金)
8/6(火)
①9：30～11:00
②11:00～12:30
③12:30～15:00

下記の物にシールのような転写紙でデザインしオリジナル器を作れます！
１.マグカップ
２.ペン立て
３.カメリア付小物いれ
４.ガラスチャーム
◆参加費
1 組 1,500～1,800 円(材料費込み)

７/27(土)
13:30～15:30

統計学からわかる、自分の考え方、感じ方の特徴！
これが分かると、家族や友人とのコミュニケーションが
今よりさらにスムーズになります！
◆参加費 3,000 円(各自の診断書付)

定員 6 名

7/26(金)
8/22(木)
10:00～12:00

２０１9 年 ペポカルチャー 夏休み 小学生・親子・親向け講座
講座名

講座紹介 ＆ 参加費

＜子＞
夏休み集中英語教室
講師 Hiroko
(元小学校英語音楽教諭)

小学生には、読み･歌を歌える･単語が書ける･簡単な挨拶など入門編から。
中学生には、宿題･予習･復習の基礎からお手伝い
◆参加費 小学３～６年生 8,000 円/３回 (1 回 60 分、定員 5 名まで)
中学生 12,000 円/3 回(1 回 1 時間半 定員 1～2 名)
◆講座日時 申し込みの方のご都合に合わせて日時を決めていきます。

＜親子・親＞

◆Being up+町のお母さん保健室企画
自信を育む親子 de コーチングセラピー
自己肯定感育み専門 Being up 協会代表 澤田有心子
◆参加費 9,800 円 → 2,980 円

夏休み応援
自分力開花をサポートする
Being up 協会

＜子・親＞
ドリームマップ
認定講師ドリームマップ
川原 洋子

◆親のみ講座 親と子の心を紡ぐ Being up 絵本
お子さまと世界に一冊の宝絵本をつくりませんか？
Being up リーダー野口久美子
◆参加費 1,000 円

日時

7/25(木)
7/26(金)
10:00～16:30
(１時間毎予約)

8/26(月)
10:00～13:00

経済産業省「第 7 回キャリア教育アワード」優秀賞受賞プログラム
将来の夢を台紙の上にビジュアル化して表現し、みんなの前で発表します。
◆対 象 10 歳～12 歳（親子参加 OK）
◆参加費 800 円(材料費込み) 親子でも 1 組 800 円

8/5(月)
10:00～13:00

意外と知らない日本の文化！畳の上でのお作法、お茶席や和室でのマナー
を学びます。初めて体験する人大歓迎です。
お茶をたててみたり、いただいたり、楽しむことから始めましょう♪
◆参加費 子ども･親子 1 人 1,500 円

8/7(水)
➀10:30～12:00
②13:00～14:30

＜子＞びっくり箱を作ろう！
絵画教室
アートアドバイザーパピエキッズ
インストラクター箕浦有見子

夏休みの自由研究に宿題にぜひ！手作りの「びっくり箱をつくろう」
◆持ち物 400g 程度ヨーグルト空き箱(蓋付)、はさみ、牛乳パック、ボン
ド、セロテープ、油性マジック(8 色)
◆参加費 2,000 円(材料込)
◆対 象 4 歳～小学 6 年生

8/8(木)
13:00～14:30

＜子＞
「羊毛で作る☆まねき子パンダ」
講師 箕浦メイ

羊毛で作る☆まねき子パンダ
ふわふわの羊毛を専用の針でチクチクつついて
可愛い子どものまねきパンダを作ります♪
◆参加費 親子 3,500 円
◆対 象 小学 3 年生以上一人 OK
(小学 3 年生未満は親子でご参加ください)

8/8(木)
13:00～16:00

＜子・親＞
こどもの茶道とマナー
武者小路家正教授松岡守㤗

【お申し込み方法＆お問い合わせ】 中部日本自動車学校 近藤（tnec-soumu@ezweb.ne.jp）
以下の内容をメールにてお送りください。内容確認後、メールもしくはお電話にてお返事致します。

1.名前

2.学年

3.保護者の携帯番号

4.参加希望の講座名と日時（複数講座まとめて申し込み OK）

＊受講のキャンセルは 2 日前の 12 時までにお願い致します。（講座によりキャンセル料が変わります。）
＊ペポビルの駐車場が少ないため、近隣の駐車場をご利用いただくか、公共交通機関でお越しください。
また、お子様を送迎される際も当ビルの駐車場への駐車はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
◆ペポへのアクセス◆
名古屋市昭和区山手通 4 丁目 15 番地 ペポ山手ビル（地下鉄名城線「八事日赤」駅より徒歩 5 分）
（1F ジャストカーテン、2F コメダ珈琲と同ビル）

