
ちびっ子マイスターズ・カレッジ ２０１9

■主　催／郡山地域ニューメディア・コミュニティ事業推進協議会
■共　催／公益財団法人郡山地域テクノポリス推進機構・須賀川市（tetteスクールジュニア事業）
■後　援／郡山市教育委員会・須賀川市教育委員会・鏡石町教育委員会・石川町教育委員会
　　　　　玉川村教育委員会・三春町教育委員会、郡山高度情報化システム研究会

裏面の参加申
込書により、
お申込みくだ
さい！

　　開催日・会場
　　　日程　　　　　　　　　　　　会場　　　　　　　　　　　　　　　　　　時間　　　　　　　
・7月20日（土）　鏡石町図書館 ①午前の部／10：00～12：00
　　　　　　　　　２階「視聴覚ホール」
・7月20日（土）　日本大学工学部 ②午後の部／14：30～16：30
　　　　　　　　　70号館２階「グループ協調学習室」
・7月21日（日）　須賀川市民交流センターtette ③午前の部／10：30～12：30
　　　　　　　　　５階「ルーム 5－1」 ④午後の部／14：30～16：30
・7月28日（日）　郡山商工会議所会館 ⑤午前の部／10：30～12：30
　　　　　　　　　５階「5－1 会議室」 ⑥午後の部／14：30～16：30
　　参　加　費　1,500 円（テキスト、USB メモリ代含む）
　　　　　　　※出来上がったプログラムは USB メモリにいれてお持ち帰りいただけます
　　対　　象　小学生（５年生から６年生）
　　募集人数　各回20名（計 120 名）
　　講　　師　株式会社プレイノベーション　代表取締役社長　菅家元志　氏
　　お問い合わせ先　郡山地域ニューメディア・コミュニティ事業推進協議会

TEL：024-947-4400　FAX：024-947-4475
URL：https://www.techno-media.net6.or.jp/

てって

動物の鳴き声を作ろう隊！

ちびっ子マイスターズ・カレッジ２０１９

■主　催／公益財団法人　郡山地域テクノポリス推進機構・日本大学工学部
■後　援／郡山市教育委員会・須賀川市教育委員会・鏡石町教育委員会・石川町教育委員会
　　　　　玉川村教育委員会・三春町教育委員会・郡山高度情報化システム研究会

●会　　場：日本大学工学部　８号館 2 階208　高周波実験室
●参 加 費：１，５００円／組（工作キット・保険代含む）
　　　　　　※作製した工作キットは持ち帰る事ができます。
●対　　象：小学生（５年生から６年生）
　　　　　　工作の時間があるため１名のお子様に必ず１名の保護者がつくことになります。
●募集人数：午前の部３０組（６０名）／午後の部３０組（６０名）
●講　　師：日本大学工学部　電気電子工学科　田井秀一 准教授
●お問い合わせ先：郡山地域テクノポリスものづくりインキュベーションセンター

ＴＥＬ：０２４－９２６－０３４４
ＵＲＬ：http://www.techno-media.net6.or.jp/
裏面の参加申込書により、お申込みください！

●午前の部／　９：３０～１２：００
●午後の部／１３：１５～１５：４５
●午前の部／　９：３０～１２：００午前の部／　９：３０～１２：００午前の部／　９：３０～１２：００

開催日
令和元年

７月 20日㈯
サンハヤト㈱HP参照

ど   う ぶ   つ
な ご  え つ  く た  い

　田井先生から簡単に電子回路工作をするためのブレットボードの使い方について説明を
受けます。その後「動物の鳴き声キット」４種の動物の鳴き声を内蔵したICを使った電子
回路について説明を受けながら、親子で工作キット作ることにより基礎的な電子回路につ
いて学びます。
　完成した電子回路のボリュームを回して、スイッチを押して、電子回路が奏でる様々な
動物（ネコ・イヌ・ウシ・ニワトリ）の鳴き声を聞くことが出来ます。

キ

　リ

　ト

　リ

（※当日必ず連絡が取れる、保護者の携帯番号などをご記入ください。）

（※参加の可否を郵送にてご連絡いたします。）

※参加を希望される方は下記に記入しお申込み下さい。なお参加者はお子様のみになります。
（ふりがな）

氏 名
申込者

（保護者）

参加者

住　所

電　話

（ご希望の
１ヶ所に
◯印を
付つけて
下さい）

①7/20（土）鏡石町図書館：午前の部

②7/20（土）日本大学工学部：午後の部

③7/21（日）須賀川市民交流センターtette：午前の部

④7/21（日）須賀川市民交流センターtette：午後の部

⑤7/28（日）郡山商工会議所会館：午前の部

⑥7/28（日）郡山商工会議所会館：午後の部

（ふりがな）

児童氏名

〒

☎

小学校　　　 年　男・女

（性別）（学校名・学年）

（ふりがな）

児童氏名 小学校　　　 年　男・女

（性別）（学校名・学年）

申込期間︓令和元年 ６月２０日（木）～７月４日（木）

お問い合わせ：郡山地域ニューメディア・コミュニティ事業推進協議会
〒963-0115　郡山市南2-52　ビッグパレットふくしま3F
TEL：024-947-4400　FAX：024-947-4475

定員を超えた場合は抽選にて参加者を決定させていただきます。
参加の可否については7月12日頃までに郵送にてご連絡いたします。
※大事なお願い　申込キャンセルはお早めにご連絡下さい。

※ご記入いただいた個人情報は実施する事業にのみ利用し、他の目的で
の利用はいたしません。

※なお、当日参加される皆様につきましては、当協議会で保険に加入い
たします。

※メールでお申し込みの方は、info@nm.net6.or. jpに上記内容をお送り
下さい。

保護者の方へ
2020 年からスタートする新学習指導要領から、
小中学校でプログラミング授業が必修化され
ます。そこで、お子さんに一足先にプログラ
ミングに触れていただけるよう、今年も体験
講座を開催します。論理的思考力を養うプロ
グラミングに興味を持つきっかけ作りとして、
この機会にお子さんにご紹介ください。今回
は Scratch というプログラミング言語を使いま
す。視覚表現でプログラミングを学ぶことの
できる今人気のある言語です。お子様が楽し
みながらプログラムに親しむことができます。
Scratch ( スクラッチ ) とは MIT メディアラボ
が開発した子ども向けの教育用プログラミン
グ言語です。

コース２ ちびっ子マイスターズ・カレッジ２０１９
「コンピューター動かし隊！」参加申込書

ＦＡＸ：０２４－９４7－４４75
郡山地域ニューメディア・コミュニティ事業推進協議会 行

コース１

お問い合わせ：郡山地域テクノポリス ものづくりインキュベーションセンター
　　　　　　　TEL：024-926-0344　　FAX：024-943-4441

ちびっ子マイスターズ・カレッジ２０１９
「動物の鳴き声を作ろう隊！」参加申込書

※ 午前の部・午後の部の希望する時間帯に○印を付けて下さい。

ＦＡＸ：０２４－９４３－４４４１
郡山地域テクノポリス ものづくりインキュベーションセンター 行

申込者
（保護者）

（ふりがな）

氏 　 　 名
希 望
時間帯

午前の部（　 ）
午後の部（　 ）

（ふりがな）

児 童 氏 名
（ふりがな）

保護者氏名

（ふりがな）

児 童 氏 名
（ふりがな）

保護者氏名

参加者

住　所

電　話

（※工作があるため保護者同伴となります。）

小学校　　　年　男・女
（性別）（学校名・学年）

（※工作があるため保護者同伴となります。）

（※当日必ず連絡が取れる、保護者の携帯番号などをご記入下さい。）

小学校　　　年　男・女
（性別）（学校名・学年）

☎

〒

※参加を希望される方は、必ず事前にお申込みが必要です。（保護者同伴となります。）
FAX（024-943-4441）又は E-mail（monodukuri@nm.net6.or.jp）にてお申し込み願います。

※ご記入頂いた個人情報は、実施する事業以外には使用いたしません。
※なお、当日参加される皆様につきましては、当機構で保険に加入いたします。

申込期間：令和元年６月２０日（木）～７月４日（木）
定員を超えた場合は抽選にて参加者を決定させていただきます。
参加の可否については７月1２日頃までに郵送にてご連絡致します。

（※参加の可否を郵送にてご連絡いたします。）

来客専用
駐車場

入口CAMPUS MAP

駐車場

郡山地域テクノポリス
ものづくりインキュベーションセンター

〔所在地〕
　郡山市田村町徳定字中河原1番1

ハットNE

学生食堂（１階）

８号館

会場（２階）



ちびっ子マイスターズ・カレッジ ２０１9

■主　催／郡山地域ニューメディア・コミュニティ事業推進協議会
■共　催／公益財団法人郡山地域テクノポリス推進機構・須賀川市（tetteスクールジュニア事業）
■後　援／郡山市教育委員会・須賀川市教育委員会・鏡石町教育委員会・石川町教育委員会
　　　　　玉川村教育委員会・三春町教育委員会、郡山高度情報化システム研究会

裏面の参加申
込書により、
お申込みくだ
さい！

　　開催日・会場
　　　日程　　　　　　　　　　　　会場　　　　　　　　　　　　　　　　　　時間　　　　　　　
・7月20日（土）　鏡石町図書館 ①午前の部／10：00～12：00
　　　　　　　　　２階「視聴覚ホール」
・7月20日（土）　日本大学工学部 ②午後の部／14：30～16：30
　　　　　　　　　70号館２階「グループ協調学習室」
・7月21日（日）　須賀川市民交流センターtette ③午前の部／10：30～12：30
　　　　　　　　　５階「ルーム 5－1」 ④午後の部／14：30～16：30
・7月28日（日）　郡山商工会議所会館 ⑤午前の部／10：30～12：30
　　　　　　　　　５階「5－1 会議室」 ⑥午後の部／14：30～16：30
　　参　加　費　1,500 円（テキスト、USB メモリ代含む）
　　　　　　　※出来上がったプログラムは USB メモリにいれてお持ち帰りいただけます
　　対　　象　小学生（５年生から６年生）
　　募集人数　各回20名（計 120 名）
　　講　　師　株式会社プレイノベーション　代表取締役社長　菅家元志　氏
　　お問い合わせ先　郡山地域ニューメディア・コミュニティ事業推進協議会

TEL：024-947-4400　FAX：024-947-4475
URL：https://www.techno-media.net6.or.jp/

てって

動物の鳴き声を作ろう隊！

ちびっ子マイスターズ・カレッジ２０１９

■主　催／公益財団法人　郡山地域テクノポリス推進機構・日本大学工学部
■後　援／郡山市教育委員会・須賀川市教育委員会・鏡石町教育委員会・石川町教育委員会
　　　　　玉川村教育委員会・三春町教育委員会・郡山高度情報化システム研究会

●会　　場：日本大学工学部　８号館 2 階208　高周波実験室
●参 加 費：１，５００円／組（工作キット・保険代含む）
　　　　　　※作製した工作キットは持ち帰る事ができます。
●対　　象：小学生（５年生から６年生）
　　　　　　工作の時間があるため１名のお子様に必ず１名の保護者がつくことになります。
●募集人数：午前の部３０組（６０名）／午後の部３０組（６０名）
●講　　師：日本大学工学部　電気電子工学科　田井秀一 准教授
●お問い合わせ先：郡山地域テクノポリスものづくりインキュベーションセンター

ＴＥＬ：０２４－９２６－０３４４
ＵＲＬ：http://www.techno-media.net6.or.jp/
裏面の参加申込書により、お申込みください！

●午前の部／　９：３０～１２：００
●午後の部／１３：１５～１５：４５
●午前の部／　９：３０～１２：００午前の部／　９：３０～１２：００午前の部／　９：３０～１２：００

開催日
令和元年

７月 20日㈯
サンハヤト㈱HP参照

ど   う ぶ   つ
な ご  え つ  く た  い

　田井先生から簡単に電子回路工作をするためのブレットボードの使い方について説明を
受けます。その後「動物の鳴き声キット」４種の動物の鳴き声を内蔵したICを使った電子
回路について説明を受けながら、親子で工作キット作ることにより基礎的な電子回路につ
いて学びます。
　完成した電子回路のボリュームを回して、スイッチを押して、電子回路が奏でる様々な
動物（ネコ・イヌ・ウシ・ニワトリ）の鳴き声を聞くことが出来ます。

キ

　リ

　ト

　リ

（※当日必ず連絡が取れる、保護者の携帯番号などをご記入ください。）

（※参加の可否を郵送にてご連絡いたします。）

※参加を希望される方は下記に記入しお申込み下さい。なお参加者はお子様のみになります。
（ふりがな）

氏 名
申込者

（保護者）

参加者

住　所

電　話

（ご希望の
１ヶ所に
◯印を
付つけて
下さい）

①7/20（土）鏡石町図書館：午前の部

②7/20（土）日本大学工学部：午後の部

③7/21（日）須賀川市民交流センターtette：午前の部

④7/21（日）須賀川市民交流センターtette：午後の部

⑤7/28（日）郡山商工会議所会館：午前の部

⑥7/28（日）郡山商工会議所会館：午後の部

（ふりがな）

児童氏名

〒

☎

小学校　　　 年　男・女

（性別）（学校名・学年）

（ふりがな）

児童氏名 小学校　　　 年　男・女

（性別）（学校名・学年）

申込期間︓令和元年 ６月２０日（木）～７月４日（木）

お問い合わせ：郡山地域ニューメディア・コミュニティ事業推進協議会
〒963-0115　郡山市南2-52　ビッグパレットふくしま3F
TEL：024-947-4400　FAX：024-947-4475

定員を超えた場合は抽選にて参加者を決定させていただきます。
参加の可否については7月12日頃までに郵送にてご連絡いたします。
※大事なお願い　申込キャンセルはお早めにご連絡下さい。

※ご記入いただいた個人情報は実施する事業にのみ利用し、他の目的で
の利用はいたしません。

※なお、当日参加される皆様につきましては、当協議会で保険に加入い
たします。

※メールでお申し込みの方は、info@nm.net6.or. jpに上記内容をお送り
下さい。

保護者の方へ
2020 年からスタートする新学習指導要領から、
小中学校でプログラミング授業が必修化され
ます。そこで、お子さんに一足先にプログラ
ミングに触れていただけるよう、今年も体験
講座を開催します。論理的思考力を養うプロ
グラミングに興味を持つきっかけ作りとして、
この機会にお子さんにご紹介ください。今回
は Scratch というプログラミング言語を使いま
す。視覚表現でプログラミングを学ぶことの
できる今人気のある言語です。お子様が楽し
みながらプログラムに親しむことができます。
Scratch ( スクラッチ ) とは MIT メディアラボ
が開発した子ども向けの教育用プログラミン
グ言語です。

コース２ ちびっ子マイスターズ・カレッジ２０１９
「コンピューター動かし隊！」参加申込書

ＦＡＸ：０２４－９４7－４４75
郡山地域ニューメディア・コミュニティ事業推進協議会 行

コース１

お問い合わせ：郡山地域テクノポリス ものづくりインキュベーションセンター
　　　　　　　TEL：024-926-0344　　FAX：024-943-4441

ちびっ子マイスターズ・カレッジ２０１９
「動物の鳴き声を作ろう隊！」参加申込書

※ 午前の部・午後の部の希望する時間帯に○印を付けて下さい。

ＦＡＸ：０２４－９４３－４４４１
郡山地域テクノポリス ものづくりインキュベーションセンター 行

申込者
（保護者）

（ふりがな）

氏 　 　 名
希 望
時間帯

午前の部（　 ）
午後の部（　 ）

（ふりがな）

児 童 氏 名
（ふりがな）

保護者氏名

（ふりがな）

児 童 氏 名
（ふりがな）

保護者氏名

参加者

住　所

電　話

（※工作があるため保護者同伴となります。）

小学校　　　年　男・女
（性別）（学校名・学年）

（※工作があるため保護者同伴となります。）

（※当日必ず連絡が取れる、保護者の携帯番号などをご記入下さい。）

小学校　　　年　男・女
（性別）（学校名・学年）

☎

〒

※参加を希望される方は、必ず事前にお申込みが必要です。（保護者同伴となります。）
FAX（024-943-4441）又は E-mail（monodukuri@nm.net6.or.jp）にてお申し込み願います。

※ご記入頂いた個人情報は、実施する事業以外には使用いたしません。
※なお、当日参加される皆様につきましては、当機構で保険に加入いたします。

申込期間：令和元年６月２０日（木）～７月４日（木）
定員を超えた場合は抽選にて参加者を決定させていただきます。
参加の可否については７月1２日頃までに郵送にてご連絡致します。

（※参加の可否を郵送にてご連絡いたします。）

来客専用
駐車場

入口CAMPUS MAP

駐車場

郡山地域テクノポリス
ものづくりインキュベーションセンター

〔所在地〕
　郡山市田村町徳定字中河原1番1

ハットNE

学生食堂（１階）

８号館

会場（２階）
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