
ペポカルチャー おたのしみ！夏休み！親子＆子ども講座  2017 年 7 月 

講座名 講師・講座紹介・参加費 講座日時 

思考力が育つ 

「もしも君がＴＶ局の 

社長さんになったら」 

講師 キャリアコンサルタント 菅生 としこ（株式会社 AWESOME EYE 代表） 

皆がよく知っているテレビ局。見ている側と作る側の視点から、職業について考えてみ

ましょう。様々な視点から物事を見ることで思考力アップにつながります。 

参加費：1500 円  対象:小学 3 年生～6 年生 

7/22（土） 

10:00～12:00 

ポーセラアーツ 

白磁絵付け 

「考えて作る楽しみ！」 

講師 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 

白いマグカップや鉛筆立てにシールのような転写紙をデザインして、 

オリジナル器を作りましょう 

参加費:1 組 1800 円（材料費込み） 対象: 子ども or 親子参加 

7/22（土） 

14:00～16:00 

桑の葉クッキング 

「手打ちうどん作り」 

講師 ＮＰＯマルベリークラブ中部 

桑の粉末を少し入れて、こねて伸ばして、切ってゆでる 

美味しいうどんを是非いかがですか 

参加費:2000 円（材料費込み） 対象:子ども or 親子参加 

7/25（火） 

13:00～15:00 

手作りしおり＆ 

はがき作り 

講師 高桑 紀子 

オリジナルはがきでの暑中お見舞いやしおりを作りプレゼントにも♡ 

参加費 500 円 対象:子どものみ 

7/27（木） 

13:00～15:00 

繭(まゆ)あそび 

講師 ＮＰＯマルベリークラブ中部 

繭を使って真綿作り、紡ぎ糸、糸操り体験、桑、繭、蚕のお話 

夏休みの宿題に蚕もつれていく予定です 

参加費:2000 円（材料費込み）  対象:子ども or 親子 

7/29（土） 

13:00～15:30 

天才を育む親子の 

「魔法のしつもん」 

講師 魔法のしつもんインストラクター 長谷川 卓也 

どんな「しつもん」に答えたら天才が育つ!?どんな「しつもん」をしたら天才が育つ!?

家族の才能を最大限に引き出すしつもんの力を身につけよう♪ 

参加費:親子 1000 円  対象:親子参加 

7/31（月） 

13:00～15:00 

英語教室 

夏休み 4 日間集中講座 

講師 河内 きょうこ（ペポにて児童･親子英語教室開催中） 

日本の学校では学ばないフォニックスの基本ルールを学び、正しい発音を身につけながら読み書きの土台をつく

っていきます。また、歌やジェスチャーなどで英語の決まり文句を集中して楽しく習得できます。 

①コース 7/20、7/27、8/ 3、8/10  16:00～19:00 

②コース 7/18、7/22、7/25、7/29  16:00～19:00 

③コース 7/25、7/29、8/ 1、8/ 5   16:00～19:00 

参加費:各コース 12,000 円(3 時間×4 日)+教材費 2600 円  対象:小学 6 年生、中学生（各コース 4 名） 

※受講日を他コースの日程に変更することもできます。お申し込みの際にご相談ください。 

宿題寺子屋＆ 

ほっと家庭クラブ 

（ランチ付き） 

＜講座内容･参加費＞ 全ての時間手作りランチ付き＆遊びスペース 

①10:00～13:00 1500 円…宿題寺子屋＆習字教室 

②12:00～16:00 1500 円…多種アクティビティー（活動） 

③10:00～16:00 2500 円…宿題寺子屋＆習字教室+多種アクティビティー（活動） 

④12:00～13:00  500 円…ランチ＆遊びスペース 

＜講師＞ 

♪宿題寺子屋…現役塾講師･教育学部大学生 ♪習字…有資格講師 

♪子ども食堂（手作りランチ）…ほっとママクラブ（八事近隣ママボランティア団体） 

♪多種アクティビティー（活動） 

毎回開催【クラフト･絵画･手芸･お菓子作り】 

日替わり開催【アドラー心理学 Hidamally･バルーン･手品･ヨガ･フラダンス（8/9）･理科実験など計画中。】 

＜講座日時＞ ※お申し込みの際は、ご希望の日付と時間をご連絡ください。 

7/24（月）、7/26（水）、8/3（木）、8/4（金） 

①10:00～13:00 ②12:00～16:00 ③10:00～16:00 ④12:00～13:00 

7/28（金）、7/31（月）、8/2（水）、8/8（火） 

①10:00～13:00 ②12:00～15:00 ③10:00～15:00 ④12:00～13:00 

8/5（土）、8/7（月） 

①10:00～13:00 ④12:00～13:00 

8/9（水） 

②12:00～15:00 ④12:00～13:00 

＜ 裏面へつづく＞  



ペポカルチャー おたのしみ！夏休み！親子＆子ども講座  2017 年 8 月 

講座名 講師・講座紹介・参加費 講座日時 

こども茶道とマナー 

講師 武者小路家正教授 松岡守㤗 

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。お茶をたてたり、いただいたり、楽しむことから始めま

しょう♪   参加費: 1 人 1500 円（親子参加 OK） 

8/1（火） 

①10:30～12:00 

②13:00～14:30 

「びっくり箱を作ろう」 

絵画教室 

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 

宿題にぜひ！持ち物：はさみ、ボンド、牛乳パック（1L）、ヨーグルト蓋付容器（400ml）、

セロテープ、油性マジック（8 色） 

参加費:2000 円  対象:4 歳～小学 6 年生 

8/1（火） 

13:00～14:30 

子育てサロンお手伝い 
ペポで開催している、乳幼児親子向けの子育てサロンで赤ちゃんと遊んでみたり、 

一緒にお手伝い！（定員 8 名）参加費:無料 

8/2（水） 

10:30～12:00 

アドラー親子講座 

講師 アドラーコーチング 澤田 有心子 チーム Hidamally 

アドラー親子講座「親子で自己肯定感を育み絵本（Being up）を作ろう」 

アドラー心理学の勇気づけをベースに、親子で命の尊さ感じながら進むワークショッ

プ、お子様の自信や親子の絆に繋がる世界にたった一冊の絵本が出来上がります。 

参加費:親子一組 1500 円（生誕時写真持参） 

8/2（水） 

8/3（木） 

8/4（金） 

①13:00～14:30 

②14:30～16:00 

性の科学と健康こうざ 

講師 助産師 鈴木 久代 

「生」の大切な一部である「性」について科学的な視点からの知識子どもたちに手渡し、

子どもの生きる力を育みましょう。 

参加費:1500 円  対象:3 歳～小学 3 年生（親子参加） 

8/5（土） 

13:00～14:30 

8/9（水） 

10:30～12:00 

思考力が育つ 

「みんなの好きな 

 ‘’ケーキ‘ができるまで」 

講師 キャリアコンサルタント 菅生 としこ（株式会社 AWESOME EYE 代表） 

身近な“ケーキ”を通して、日々の生活と社会の密接な関係を学びます。 

思考力の原点を学びましょう。 

参加費:1500 円  対象:小学 3 年生～6 年生 

8/7（月） 

13:00～15:00 

楽筆講座 

「筆で遊ぼう描いて遊ん

で楽しんで」 

講師 山辺★三千代  楽筆（利き手の反対の手でのお習字） 

左手(利き手と反対の手)で少しのコツを使って書くことで誰でも味のある文字(表情が

ある文字、不思議な文字)が書けるようになります。ヘタウマの世界を楽しむのが楽筆

です。   参加費:子どものみ参加 1000 円（小学 3 年生以上）、親子参加 2000 円 

8/10（木） 

10:00～12:00 

ドリームマップ 

講師 ドリームマップ考案者 秋田 稲美 

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。 

参加費:800 円（材料費込み） 対象:10 歳～12 歳（子どものみ） 

8/11（金） 

10:00～13:00 

ひふみ親子コーチング 

講師 ドリームマップ考案者 秋田 稲美 

コーチングとは、コーチの「質問」により「ハッ！と気づき、行動を起こす」ことを 

目的としたコミュニケーションスキルです。最もシンプルなのに、驚くほど夢がかなう

『①②③（ひふみ）コーチング！』が親子で体験できるチャンス！ 

参加費:親子 1 組 500 円  対象:親子参加で子どもは 9 歳以上を推奨 

8/11（金） 

14:00～15:00 

少人数算数･宿題教室 

＆書道教室 

講師 ♪宿題寺子屋…現役塾講師 ♪習字…有資格講師 

参加費:各時間 1500 円  ※お申し込みの際は、ご希望の日付と時間をご連絡ください。 

8/28（月）、8/29（火）、8/30（水）、8/31（木） 

①9:00～10:30 ②10:30～12:00 ③13:00～14:30 ④14:30～15:00 

【 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） 

お申込みは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 

＊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 

＊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） 

 


