未来を紡ぐ えん旅

未来を担う子どもたち。いろい
ろな体験をしてもらいたい。深
谷えん旅には、そんな思いも
詰まっています。昔ながらの遊
び道具を作ったり、パソコン
を学んだり、大切な防災につ
いても考えてみませんか。
子どもたちの未来を紡ぐえん
旅です。

69 親子で挑戦!杉の椅子と本立てづくり

63 みんなで銀行員に
キッズ１日銀行員体験

なっちゃおう
！

「お金ってなんだろう」、
「 銀行ってどんなところ？」、
「 どんな仕事をしている
の？」楽しみながら学べる内容が盛りだくさん！お金を数える練習や窓口に
立って実際の銀行の仕事を体験しよう！普段は見られない銀行の中も見られ
るかも。楽しく学んで銀行員体験してみませんか。

62 消防署で消防・
いざ！
という時のために・・・

防災体験

家族の大切な命・財産を守るために、水消火器を使った初期消火体験、煙体
験ハウスで避難方法を学びましょう。
また、普段は見ることができない消防署の中を見学して、消防士の日常をのぞ
いてみましょう。

11/11土 10:00～12:00

集合場所／深谷市消防本部 アクセス／深谷市上敷免858
MAP／P31-D 料金／無料 定員／先着20組 駐車場／20台
※動きやすい服装でお越しください。
●予約先 深谷市消防本部消防総務課
☎048-571-0900（平日9:00～17:00）
実施日の10日前までに予約

11/11土 13:00～16:00
集合場所／埼玉りそな銀行深谷支店 アクセス／深谷市西島町2-19-6
MAP／P30-A 料金／無料 定員／先着20人 駐車場／30台
必要物品／筆記用具
※小学校5・6年生が対象です。
●予約先 埼玉りそな銀行深谷支店・鈴木、櫻井、長島
☎048-571-4111（ダイヤル3番）
（平日9:00～17:00）
実施日の30日前までに予約

65 楽しい親子時間♪
元いいとも青年隊の工藤兄弟が指導

「あそび歌」
で体操

ギターを使った「あそび歌」。音に合わせた体操でリズム感を、動物や乗り物
に変身してバランス感覚を養います。親子で笑って動いて楽しくカラダを動か
しちゃおう。お子さんのかわいい姿が見れますよ。講師は元いいとも青年隊の
工藤順一郎氏です。

64 クラフトペーパーバンドで
手作りの面白さを体験

かわいいお魚作っちゃおう

9/24 日 13:00～16:00

カラフルなクラフトペーパーバンドでカワイイお魚を作ります。お魚クラフトの
ほか、不思議な手作りおもちゃ「六角返し」も作製します。クラフトづくりの名
人と一緒に、
「あっ！」と驚く工作体験をお楽しみください。

10/4 水・11水・18 水・25 水 16:00～17:00

集合場所／侍バッティングセンター深谷・多目的ルーム
アクセス／深谷市上柴町東7-19-1 MAP／P31-E
料金／無料 定員／各日先着30人 駐車場／15台
必要物品／タオル、飲み物
※2～８歳のお子さんが対象です。
２，
３歳のお子さんは保護者の同伴が必要です。
●予約先 侍バッティングセンター深谷
☎048-598-8954
（11:00～21:00）
実施日の7日前までに予約

集合場所／深谷公民館
（深谷生涯学習センター）
アクセス／深谷市仲町20-2 MAP／P30-A 料金／800円
定員／先着15人（最少催行人数8人） 駐車場／50台
必要物品／使い慣れたハサミ、色ペン
（マジック・色鉛筆・クレヨン等）、
作品を持ち帰る袋
※幼稚園児以下は保護者同伴でご参加ください。
※工作しやすい服装でお越しください。
●予約先 よろずの郷・石田
☎080-1162-1466（18:00～20:00）
実施日の7日前までに予約
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待ち時間は親子でエンジョイ♫

66 パティオでお芋掘り
パティオ農園でお芋掘りをしよう。お芋を窯で焼いている間は、親子で楽しい
ゲームの時間♪ゲームで汗を流して、お腹がすいたら、みんなでほくほく焼き
芋を食べましょう！パティオ特別割引券と深谷の美味しい野菜のお土産付き
です。

11/5 日 9:00～13:00

四季を彩る花と常夏プールが楽しめる

深谷グリーンパーク・パティオ

21周年を迎えた深谷グリーンパークには、北関東最大 級の屋内レ
ジャープール「アクアパラダイス・パティオ」と、花と緑がいっぱいの公
園があります。
アクアパラダイス・パティオでは、波のプールや流れるプール、ウォー
タースライダーなど、さまざまなプールを年間通して利用できます。
公園では、春はチューリップ、夏はユリ、秋はコスモスなど、四季を彩る
花々を楽しめます。

※雨天延期 ※予備日11/11
（土）

集合場所／深谷グリーンパーク・パティオ 1階受付 アクセス／深谷市樫合763
MAP／P31-F 料金／500円 定員／先着20人（最少催行人数5人）
必要物品／長靴、
軍手、
スコップ、
タオル 駐車場／600台
※汚れてもよい服装でお越しください。
※芋は、
1人3株までとなります。
●予約先 深谷グリーンパーク・パティオ
☎048-574-5000
（火曜日を除く9:00～21:00）
実施日の6日前までに予約

問い合わせ 深谷グリーンパーク・パティオ ☎０４８-５７４-５００0 MAP／P31-F

深谷産の野菜で煮ぼうとう

68 親子で参加！
！パティオで

食べちゃおう、動いちゃおう

深谷グリーンパーク・パティオで育った野菜を収穫して、
深谷の郷土料理・煮ぼうとう
をみんなで作って食べます。
煮ぼうとうを煮込む間、
親子で全身コミュニケーション
ゲームをして、
健康づくりにチャレンジしましょう。
参加者には、
収穫した野菜とパティ
オのプール特別割引券をプレゼント！

パティオの秘密探検＆グルメ

67 プールを温める材料は

なんとゴミだって知っていた？

北関東最大の全天候型屋内レジャープール
「アクアパラダイス・パティオ」。
そ
のプールの水が温まる秘 密がゴミだって知っていますか？お隣の清 掃 工 場と
パティオの探検で、熱をつくる秘密を知ろう
！ランチは深谷産の野菜を使ったス
ペイン料理に挑戦!! 満腹になったらプールで泳いで、公園で走って、楽しく遊
びましょう♪パティオ特別割引券と深谷の美味しい野菜のお土産付きです。

11/14 火 10:30～13:30

集合場所／深谷グリーンパーク・パティオ １階受付 アクセス／深谷市樫合763
MAP／P31-F 料金／大人：500円、小学生以下：300円
定員／先着20人
（最少催行人数5人）
必要物品／プール利用の方は水着など水泳用品 駐車場／600台
※当日は県民の日のため、
プール利用料は無料です。
●予約先 深谷グリーンパーク・パティオ
☎048-574-5000（火曜日を除く9:00～21:00）
実施日の4日前までに予約
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11/3 ㊗ 9:30～13:30
集合場所／深谷グリーンパーク・パティオ 1階受付
アクセス／深谷市樫合763 MAP／P31-F
料金／大人：500円、
小人：300円 定員／先着8組（最少催行組数5組）
必要物品／エプロン、三角巾
（バンダナ）、
ピーラー
（子ども）、
タオル、
軍手
駐車場／600台
が対象です。
※5歳～小学生のお子さんとその保護者（大人1人に対して子ども2人までが１組）
※汚れてもよい服装でお越しください。 ※悪天候時、
収穫体験は中止となります。
●予約先 深谷グリーンパーク・パティオ
☎048-574-5000（火曜日を除く9:00～21:00）
実施日の7日前までに予約

一足早いクリスマス

70 親子でクリスマスリースづくり
69
目指せ！未来の大工さん

親子で挑戦！
杉の椅子と
本立てづくり

無垢の木の「ぬくもり」と「香り」を感じな
がら、杉材の椅子と本立てを作ります。大
工さんが親切、丁寧に指導しながら、完
成までお手伝いします。作品は組立キッ
トにしてありますので、簡単に作れます。
ぜひ完成品をご家庭でお使いください。

＆森のお茶会in仙元山

親子で、仙元山の自然と触れ合いながら、オリジナルのクリスマスリースづくり
を楽しみます。リースづくりの後には、特製ハーブティーとお菓子でリフレッ
シュ！作製したクリスマスリースでコンテストも開催します。優秀者にはふっか
ちゃんグッズをプレゼント！

11/12 日 9:30～12:30
集合場所／深谷ビッグタートル正面玄関前 アクセス／深谷市上野台2568
MAP／P31-F

料金／500円

必要物品／軍手、長靴

定員／先着30組（最少催行組数10組）

駐車場／300台

※花の球根植えを行いますので、
汚れてもよい服装でお越しください。
※小学生以下のお子さんがいる親子が対象です。
●予約先 深谷ビッグタートル
☎048-572-3000
（8:30～19:00）
実施日の2日前までに予約

11/5 日 10:00～12:00
集合場所／橋屋工務店 作業場
アクセス／深谷市小前田364-1 MAP／P30-B
料金／1,500円 定員／先着5組10人
必要物品／タオル、軍手、
カナヅチ
（持っている方のみ） 駐車場／10台
※動きやすい服装でお越しください。
●予約先 橋屋工務店 ☎048-584-0797（平日10:00～15:00）
実施日の7日前までに予約

目指せ！未来のプロ野球選手！
！

72 武蔵ヒートベアーズの

プロ野球選手と遊ぼう
！
！

11/12 日 10:00～11:30

日本独立プロ野球球団「武蔵ヒートベアーズ」の選手と一緒に、キャッチ
ボールやミニゲームをして遊びます。野球を知らないお子さんや、親子が参加
しても楽しめます。

踊りたい子集まれ！

71 HONEY BEESと

チアダンスを踊ろう
！

集合場所／仙元山公園野球場 アクセス／深谷市上野台2568
MAP／P31-F 料金／500円 定員／先着20人（最少催行人数12人）
必要物品／運動靴、
グローブ、
タオル、
飲み物 駐車場／20台
※動きやすい服装でお越しください。
※都合により、会場が変更となる場合があります。
●予約先 武蔵ヒートベアーズ ☎048-598-5634（10:00～17:00）
実施日の10日前までに予約

11/12 日 13:00～14:00

日本独立プロ野球球団「武蔵ヒートベアーズ」専属チアリーダー・HONEY
BEESと一緒に、チアダンスを踊ります。HONEY BEESのメンバーが楽しく
丁寧に教えますので、小さいお子さんや親子でも参加できます。
集合場所／キララ上柴レッスン室ユリ
アクセス／深谷市上柴町西4-2-14（アリオ深谷３階） MAP／P31-E
料金／500円 定員／先着20人（最少催行人数10人）
必要物品／室内シューズ、
タオル、
飲み物 駐車場／20台
※動きやすい服装でお越しください。
※都合により、
会場が変更となる場合があります。
●予約先 武蔵ヒートベアーズ ☎048-598-5634（10:00～17:00）
実施日の10日前までに予約
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74 アメリカ文化を体験！

子どもの口から英語が飛び出す！

英語でわくわくハロウィーン会

初めてのプログラミング

73 自分で書いた絵を
動かそう
！

小学生向けのプログラミングです。パソコンは初めて、プログラミングも初め
て、でも大丈夫！！楽しく遊んじゃおう！小学校１～4年生程度の内容となりま
す。プログラミングを通じて、考える力、作る力、伝える力を学びましょう！ノー
トパソコンをお持ちの方は、
後でも遊べるように設定します。

9/18 ㊗、10/14 土 10:30～12:00

集合場所／深谷パソコン教室・サポートまならく
アクセス／深谷市上柴町東5-15-20 203（2階） MAP／P31-E
料金／500円
定員／各日先着5人（最少催行人数2人）
必要物品／あればノートパソコン、
筆記用具、
スリッパ
（上履き）
駐車場／4台

うちの子、英語でも大丈夫かなと思っていませんか？参加したらきっとこう思う
はず！「英語でお菓子交換したり、英語がとっても楽しかった！また来年もや
りたい。」Who are you?
（あなたは誰？）、I'm a witch（私は魔女よ）と紹介し
たり、I have 10 bats（コウモリ10匹あるよ）
など言えるようになります。
ハロウィーンの楽しさで、
英語の世界に子どもは引き込まれますよ。

10/22 日 10:00～11:30
集合場所／深谷ベース アクセス／深谷市深谷町10-29
料金／900円

定員／先着10人（最少催行人数5人）

MAP／P30-A

必要物品／筆記用具、色鉛筆、
お菓子を入れる袋、
お菓子（10～15個程度・500円程度）
駐車場／18台
※小学生が対象です。
ハロウィーン仮装OK（仮装なしでもOK）
●予約先 にじいろ英語教室
実施日の7日前までに予約

☎090-5941-8783（8:00～22:00）

●予約先
深谷パソコン教室・サポートまならく
☎048-575-0774（9:30～17:00）
実施日の3日前までに予約

プログラミング＠埼玉工業大学

76 「自分で使える算数ゲーム」を
作ろう！
！

75 県民の日に身近な防災を
緊急のときの
「黒」
「黄」
「赤」
「緑」
ってなあに？

プログラミングは考えること、工夫することが大事！算数ゲームのプログラミン
グを通して、自分のアイデアを実現することを体験します。さて、どんなものが
できるかな？午前中は基本的な形をつくり、午後はアレンジに挑戦です。お昼
は学食も体験できます。

考えてみませんか？

「身近な防災を考える」
をテーマに、
防災マスターと一緒に４つの内容について
勉強しよう。
テーマ① 火事だ！消防士さんのお仕事は？
テーマ② みんなが飲んでいるお水はどうやってできている？
テーマ③ 電気やガスが使えない！食べ物や飲み物はどうする？
テーマ④ 緊急のときの
「黒」
「黄」
「赤」
「緑」
ってなあに？

11/14 火 9:30～16:00

集合場所／深谷ビッグタートル アクセス／深谷市上野台2568 MAP／P31-F
料金／無料 定員／先着25人（最少催行人数10人） 駐車場／300台
※小学生以上が対象です。子どものみの参加は可。大人のみの参加は不可。
※昼食付き
（防災食）。
※食品アレルギーのある方は、
予約時にお伝えください。
※動きやすい服装でお越しください。
ふっかちゃんオリジナル
「アクモキャンドル」
※水で発光する、
のプレゼント付きです。
●予約先 深谷防災ネットワーク・中里
☎090-4708-0160（9:00～18:00）
11/1（水）
までに予約
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11/14 火 10:00～15:00
集合場所／埼玉工業大学ものづくり研究センター
アクセス／深谷市普済寺1690 MAP／P31-C 料金／500円
定員／先着10人（最少催行人数2人）
必要物品／筆記用具、
お弁当（アレルギーなどの心配のある方のみ）
駐車場／10台
※昼食付きです。
※パソコン操作が十分できる、
小学校3～6年生が対象です。
●予約先 埼玉工業大学企画広報課 ☎048-585-6805（平日9:00～17:00）
実施日の10日前までに予約

