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大阪府立産業技術総合研究所　平成２８年度府民開放事業

みつけてサイエンス　さわってテクノロジー
工作・実験教室
機器等の実演・体験

※事前申込による抽選を行うテーマがあります。※事前申込による抽選を行うテーマがあります。

地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所
大阪府和泉市あゆみ野２丁目７番１号　（阪和自動車道 岸和田和泉ＩＣからすぐ）
地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所
大阪府和泉市あゆみ野２丁目７番１号　（阪和自動車道 岸和田和泉ＩＣからすぐ）

くわしくはＷＥＢサイトから  http://tri-osaka.jp/

感じてみよう、感じてみよう、

リケイのしごと現場。リケイのしごと現場。

主催：地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所
協力：大阪府環境農林水産部環境管理室交通環境課/大阪府立南大阪高等職業技術専門校
　　　 

後援：和泉市/和泉市教育委員会/堺市/堺市教育委員会/岸和田市/岸和田市教育委員会

独立行政法人情報処理推進機構/日立技術士会 サイエンス夢クラブ関西東海
大阪トヨペット株式会社

平成２８年８月３日平成２８年８月３日

くわしくはＷＥＢサイトから  http://tri-osaka.jp/



午前の部(10：00～12：00)・終日開催教室

卵プロテクターの設計製作教室卵プロテクターの設計製作教室
（定員： ８名）

2階から生卵を落としても割れない紙の
容器を作ります。参加者で意見を交換し
あい、設計・製作・実験を通じて、もの
づくりのプロセスを体験します。

溶かした金属で動物を作ろう
（定員： ４名）

溶かした金属を型に流し込み、形をつくる
鋳造（ちゅうぞう）の実演を行います。
型作りや固めた金属の仕上げ加工を
体験できます。

真空の中でメダルを金ぴかに！
（定員： ７名×２回＝１４名）

真空中で、金の表面近くでプラズマを作る
と、表面から金の原子が飛び出してきます。
その原子をメダルにつけてピカピカの
金メダルを作ります。

（定員： ８名）

ハンダ付け作業などをして金属探知機を
作ります。作った探知機で荷物の中の
金属の有無を調べたり、金属が埋め込まれ
た迷路ぬけにチャレンジします。

自然を身近に -花のしおりを作ろう-
（定員： １０名）

身近にある花を、電子レンジを使って
短時間で押し花のしおりにします。
短時間で作るので色鮮やかなしおりが
できあがります。

色と光の化学マジック
（定員： １０名）

身の回りには、いろいろな色や光があふれ
ています。色が変わったり、光ったりする
実験をとおして化学の不思議な世界を体験
してもらいます。

光る有機化合物をつくってみよう
（定員： １５名）

医薬品、プラスチック、繊維をはじめとして、
身の回りには化学によって作られた製品が
たくさんあります。2010年にノーベル賞を受賞
した「鈴木－宮浦反応」を皆さんで実験し、
光る有機物質を作ります。

藍染教室
（定員： １０名）

藍染の方法を学び、自分でデザインした
オリジナルのガ－ゼタオルを染め上げます。

ラジオを作って電波を探そう
（定員： １０名×２回＝２０名）

部品は少ないけど、ちゃんと聴こえる
AMラジオを作ります。
完成したらミニゲームも行いますよ！

（定員： １０名）
身近なものを使って簡単な電池を作り、
電子メロディを流します。
さらに、この電池で金めっきにも
チャレンジします。

自然の力で発電体験
（定員： １５名）

ペットボトルで作った風車を使って、
風力発電を体験します。
500mlまでの空のペットボトルを
用意して参加してください。

陶芸教室「君だけのやきものをつくろう」
（定員： ３０名）

素焼きのお皿に絵を描いて焼き物にします。
こちらで釉薬（ゆうやく）をかけて焼成し、
できあがったお皿は後日取りに来ていただく
か、着払いの宅配便でお送りします。

高校生・大人中学生
０１０１ ０２０２０２０２０２

０３０３０３０３０３ ０４０４０４０４０４ ０５０５０５０５０５
化学実験教室『電池を作ってめっきをしよう』

小学4～6年生 中学生 小学4～6年生 中学生

金属探知機を作って迷路をぬけよう

小学4～6年生 中学生

０７０７０７０７０７ ０８０８０８０８０８

１０１０１０１０１０ １１１１１１１１１１

０６０６０６０６０６

０９０９０９０９０９

１３１３１３１３１３

小学4～6年生 小学1～3年生

小学1～3年生 小学6年生 中学生

抽選抽選 抽選抽選

抽選抽選抽選抽選 抽選抽選

抽選抽選抽選抽選 抽選抽選

抽選抽選抽選抽選 抽選抽選

抽選抽選

IPA主催「ひろげよう情報モラル・
セキュリティコンクール」の応援隊長
「まもるくん」が登場！
なかよくなった記念に写真を撮ろう！

１５１５１５１５１５
まもるくんとおともだちになろう！

工作
　　・
　　　実験

小学4～6年生 中学生

高校生・大人

※保護者同伴必須

※午前中に２回開催します。（①10：00～ ②11：00～） ※やけどの危険性があることをご理解の上、お申込みください。

小学1～3年生

※可能な限り、保護者同伴でお願いします。

小学4～6年生 中学生

※汚れてもよい服装でお越しください。

※保護者同伴必須

高校生

※汚れてもよい服装でお越しください。

※保護者同伴必須

小学4～6年生 中学生

高校生・大人

１２１２１２１２１２

抽選抽選

君だけのスライムを作ろう
（定員： ６０名）

意外と簡単に作ることができるスライム。
高分子ゲルという材料を使って、いろい
ろな色や香りのオリジナルスライムを
作りましょう。

小学1～3年生4才～小学入学前

小学4～6年生 中学生

小学1～3年生（午前）

小学4～6年生（午後）

※午前は小学校低学年向け、
　午後は高学年向けの内容になります。

情報モラルに関する4コマ漫画教室
（定員： ５名×２回＝１０名）

情報モラルに関するミニ授業で学んだこと
などを4コマ漫画で表現しましょう。
主人公のポーズや表情を変えられる楽しい
ソフトを使って作成します。

１４１４１４１４１４

抽選抽選
※作品はIPA「ひろげよう情報モラル・セキュリティ
　コンクール」に応募することができます。
※協力：独立行政法人情報処理推進機構（IPA）

小学4～6年生 中学生

（随時受付・不定期登場）

全年齢対象

※協力：独立行政法人情報処理推進機構（IPA）

（随時受付）
「ねじ」は産業の塩とも言われ、
ものづくりに欠かせない部品です。
どのようにして作られ、どんなところで
活躍しているのか、映像を通して学びます。

１６１６１６１６１６
「ねじ」について学ぼう 燃料電池自動車の展示

（随時受付）
次世代のクリーンエネルギーとして期待
されている、水素で走る“燃料電池自動車”
「MIRAI」が産技研にやってきます！

１７１７１７１７１７

※協力：大阪トヨペット株式会社・

全年齢対象

大阪府環境農林水産部環境管理室交通環境課

展　示その他おたのしみ

まもるくん

※大人の方は対象外となります。

中学生

小学1～3年生 小学4～6年生

高校生・大人

※汚れてもよい服装でお越しください。



卵プロテクターの設計製作教室卵プロテクターの設計製作教室
（定員： ８名）

2階から生卵を落としても割れない紙の
容器を作ります。参加者で意見を交換し
あい、設計・製作・実験を通じて、もの
づくりのプロセスを体験します。

高校生・大人中学生
０１０１

抽選抽選

午後の部(13：00～17：00)

（定員：  約３０名×３回＝約９０名）

液体窒素は、―１９６℃という普段経験
することのできないとても低い温度の物質
です。この液体窒素を使っていろいろな
実験を楽しみましょう。

１８１８１８１８１８
液体窒素の実験を楽しもう！

小学1～3年生 小学4～6年生

（定員： ５０名×２回＝１００名）

毎年恒例！○×クイズで楽しく学ぼう★

２９２９２９２９２９
チャレンジ！○×クイズ大会２０１６

4才～小学入学前 小学1～3年生

小学4～6年生

（随時受付）
産技研の秘密や科学に関するクイズに答え
て、産技研を探検しよう！正解者には
素敵な賞品があります。

３０３０３０３０３０
産技研スタンプラリー

中学生

小学1～3年生 小学4～6年生

展　

示 

↑

機器等の実演
・

体験

見　

学その他
　　おたのしみ

＜教室の見かた＞＜教室の見かた＞
対象年齢（学年）

教室No.

個別申込必要
※申込人数が定員を
　超えると抽選

◆ 抽選・整理券以外の「自由参加教室のみ」に参加される場合も、事前の参加申込が必要です。◆ 抽選・整理券以外の「自由参加教室のみ」に参加される場合も、事前の参加申込が必要です。

（定員： 随時受付・１回８名程度）

病院でよく使われているX線（レントゲン
やCT）を使って、いろいろな物の内部を
見てみよう。何の内部かわかるかな？

１９１９１９１９１９
いろいろな物の内部をＸ線で見てみよう！

全年齢対象

（随時受付）
普段、手にすることの多い身近な存在で
ある、プラスチック製品のつくり方を
知っていますか？　射出成形加工
（しゃしゅつせいけいかこう）の実演を
通じて説明します。

２０２０２０２０２０
プラスチック製品のできるまで

全年齢対象

（定員： ５名×７回＝３５名）
金属元素を含む物質を燃やすと、それぞれ
の元素でカラフルな炎（ほのお）が現われ
ます。実際に燃やして炎の色から金属の
種類を推理してみよう。

２１２１２１２１２１
カラフルファイヤーサイエンス

～炎色反応を体験しよう～

整理券整理券

（定員： 約２０名×４回＝約８０名）

装置を用いて真空（しんくう）状態を作り、
①重い物体を釣り上げる ②水を沸騰させる
③放電発光 ④音の伝搬を無くす等の
現象を実演します。

２２２２２２２２２２
目で見る真空技術

中学生

小学1～3年生 小学4～6年生

２３２３２３２３２３

（定員： 約１５名×３回＝約４５名）
実際に発生した地震を再現します。地震
発生時の家具の動きを地震対策の有無で
比較し、対策の大切さを学びます。

地震発生時の家具の動きを見てみよう！
中学生

小学1～3年生 小学4～6年生

高校生・大人

（定員： １組２名×５組＝１０名×６回＝６０名）
電子顕微鏡(でんしけんびきょう)の原理を
簡単に説明し、その後、電子顕微鏡を使って
参加者の髪の毛を撮影します。印画紙に印刷
した電子顕微鏡写真をお渡しします。

２４２４２４２４２４
電子顕微鏡で君の髪の毛を見てみよう

整理券整理券

中学生

小学1～3年生 小学4～6年生

高校生・大人

（定員： １０名×３回＝３０名）
「色」ってなあに？カラー水性ペンを
使って、色を分けてみよう。
色が動いていく様子が観察できるよ。
どんな模様ができるかな!?

２５２５２５２５２５
色の不思議

～クロマトグラフィで花模様～

小学1～3年生 小学4～6年生

抽選抽選※協力：南大阪高等職業技術専門校

（定員： １２名）
スピーカーやイヤホンに電気を流すと音や
音楽が聞こえてきます。その仕組みを学び
ながら実際に回路を組立て、光でも音が伝
わるのを確かめます。

２６２６２６２６２６
メロディーの小箱と光通信

※協力：日立技術士会 サイエンス夢クラブ関西東海 抽選抽選

（随時受付）
昆虫や繊維など身の回りの物を顕微鏡で
見て、新しい世界を発見します。また、
顕微鏡で撮影した拡大写真をお渡しします。

２７２７２７２７２７
顕微鏡で見よう、日常の世界

小学1～3年生 小学4～6年生

4才～小学入学前

（定員： １０名）
普段は一般の方が見ることのできない
研究所内の機器・施設を見学していただき
ます。また、研究所の業務についても説明
をいたします。

２８２８２８２８２８
大人のための機器・施設見学ツアー

高校生・大人

抽選抽選

（随時受付）
午前の部が早く終わった方・午後の部のみ
に参加する方・午前の抽選に落選してしま
った方もご覧いただけます。何を上映する
かは当日のお楽しみ！

３１３１３１３１３１
カガク映像上映会

小学1～3年生

小学4～6年生

（随時受付）
お昼休みのひとときを楽しんでいただけ
るよう、産技研職員が得意のパフォーマ
ンスを披露します。何をするかは当日の
お楽しみ！

３２３２３２３２３２
職員によるパフォーマンス

全年齢対象

※映像提供：宇宙航空研究開発機構（JAXA）

中学生

小学5・6年生

高校生・大人

（安全管理上、事前に来所人数を把握する必要があるため、ご協力をお願いいたします。）（安全管理上、事前に来所人数を把握する必要があるため、ご協力をお願いいたします。）

小学1～3年生 小学4～6年生



T I M E 　 S c h e d u l e

◆　　　     がついたテーマは、当日に定員分の整理券を配布します。
    【先着順】（12：00より配布開始）
　  整理券がなくなり次第終了となりますので、ご注意ください。

受付開始（9：00～）
オリエンテーション（9：45～10：00）

午前の部（10：00～12：00）

● 午前・午後の両方開催

● 特別企画

◆ 「自由参加教室のみ」に参加される場合も、事前の参加申込が必要です。
◆　　　 がついた教室に参加を希望される場合は、お申込みの際に
　 教室No.を書いていただく必要があります。 
     定員を超える申込みがあった場合は、抽選となります。
◆ １グループにつき１回のみのお申込みが可能です。 同じ参加者が複数回申込む
　 ことはできません。
◆ 本イベントの抽選は、１申込みあたり最大４名までのグループ単位で行います。
　 １申込みあたりの人数が多かったり、参加したい教室が分散した場合、当選率が
     下がる場合があります。
◆ 当選された場合、当選権を他人に譲ることはできません。（※当選された方の
　 ご都合が悪くなった場合でも、ご本人以外の方が代理で参加することはできません。）
◆ 各教室に参加するお子様に同伴される保護者（高校生以上）の方のお申込みは不要です。
◆ お申込みが正常に完了した場合、申込方法に応じ、受付完了のご連絡をいたします。
◆ お申込み後、1週間を経過しても受付確認連絡が届かない場合は、府民開放事業係に
　 お問い合わせ下さい。
◆ 抽選結果は、申込方法に応じ、メール、FAX、郵送のいずれかでお知らせします。
◆ 7/25を過ぎても抽選結果連絡が届かない場合は、府民開放事業係にお問い合わせ下さい。

午後の部　タイムスケジュール（13：00～17：00）

情報モラルに関する４コマ漫画教室No.14　 （① 10：00～12：00  ② 13：00～15：00）

◆ご飲食・ご休憩コーナー（10：00～17：00）
 ・研究所内には、自由にご飲食・ご休憩をして
　 いただけるコーナーを設けています。
 ・お弁当等の持ち込みが可能です。
 ・飲み物の自動販売機を設置しています。
 ・お弁当・お菓子等の販売は行っておりません。

◆食堂の営業（11：45～13：15）
 ・お昼の時間帯にご利用ください。（食券制）
 ・食数に限りがありますので、ご注意ください。

飲食に
ついて
飲食に
ついて

整理券整理券

No.13  ラジオを作って電波を探そう（① 10：00～11：30  ② 13：00～14：30）

◆　　　 がついた教室には安全のため、参加対象学年を設けて
     おります。 対象外の教室を申込まれた場合、大変恐縮ですが
     無効とさせていただきますので、ご注意ください。

13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00

13
ラジオを作って
電波を探そう

（午後：小学4～6年生向け）

14
情報モラルに関する
４コマ漫画教室
（午前も開催）

15
まもるくんと
おともだちになろう！
（午前も開催）

16
「ねじ」について
学ぼう
（午前も開催）

17 燃料電池自動車
の展示
（午前も開催）

18 液体窒素の
実験を楽しもう！

19 いろいろな物の
内部をＸ線で
見てみよう！

20 プラスチック製品
のできるまで

21 カラフルファイヤー
サイエンス
～炎色反応を体験しよう～

22 目で見る
真空技術

23

24
電子顕微鏡で
君の髪の毛を
見てみよう

25 色の不思議
～クロマトグラフィ

で花模様～

26

27

28

29

30

教室No.／タイトル

整理券整理券

整理券整理券

No.17  燃料電池自動車の展示 （① 10：00～12：00  ② 13：00～17：00）

まもるくんとおともだちになろう！No.15　 （10：00～17：00　不定期に登場）
「ねじ」について学ぼうNo.16　 （10：00～17：00）

No.31  カガク映像上映会 （10：20～12：00）
No.32  職員によるパフォーマンス （12：15～12：45）

自由参加自由参加★事前申込・抽選★事前申込・抽選 整理券配布整理券配布

① 13：00
　　～13：25
① 13：00
　　～13：25

② 13：30
　　～13：55
② 13：30
　　～13：55

③ 14：00
　　～14：25
③ 14：00
　　～14：25

④ 14：30
　　～14：55
④ 14：30
　　～14：55

⑤ 15：30
　　～15：55
⑤ 15：30
　　～15：55

⑥ 16：00
　　～16：25
⑥ 16：00
　　～16：25

⑦ 16：30
　　～16：55
⑦ 16：30
　　～16：55



地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所 　顧客サービス室業務推進課　府民開放事業係

参加申込方法

くわしくはＷＥＢサイトから  http://tri-osaka.jp/

会場アクセス・お問い合わせ先

◆ お車をご利用の方

申込締め切り（メール・FAX・郵送）：平成28年7月11日（郵送は消印有効）

0725-51-2518 0725-51-2520

fumin16@tri-osaka.jp

（電話受付時間： 平日　9：00～17：30）

阪和自動車道「岸和田和泉ＩＣ」

〒５９４－１１５７　和泉市あゆみ野２丁目７番１号

岸和田和泉
インター西

フタツ池

223

40

170170

2626

外環状線

230

国道
26
号線

テクノステージ
和泉

テクノ
ステージ南

和泉
中央駅

唐国南

岸和田
和泉ＩＣ

泉北
高速
鉄道

（和歌山へ）

NN

【主催者による写真撮影について】
  イベント当日に主催者が記録用に写真撮影を行います。
  撮影した写真は、産技研のＷＥＢサイトや広報資料等で公開する場合がありますので、
  ご了承ください。
（公開する際は、画像に加工処理を施し、個人が特定されにくいよう配慮いたします。）

（右折不可）

　 泉北高速鉄道「和泉中央駅」

　 南海バス「和泉中央駅前」（５番のりば）
　　◇  府立産技研前行き【０】　　 ◇  ららぽーと和泉前行き【特４】
　　◇  テクノステージセンター行き
　　     （府立産技研前）【２】
  （グリーンポリス前・府立産技研前）【３】
　    ※

からすぐ

メールでのお申込み ...fumin16@tri-osaka.jpにお申込みください

方法① 上記WEBサイトから申込用紙（Wordファイル）をダウンロードいただき、
　　　 必要事項をご記入の上、メールに添付して上記メールアドレス（府民開放事業係）へお送りください。
方法② メールに次の必要事項を記入し、上記メールアドレスへお送りください。

ＦＡＸでのお申込み
上記WEBサイトから申込用紙をダウンロード、もしくはこのパンフレットに付属している申込用紙を切り取り、
必要事項をご記入の上、上記FAX番号にお送りください。

...0725-51-2520へ申込用紙をお送りください

【1】代表者情報・・・申込者氏名/連絡先（電話・FAX・メール）/予定交通手段（「電車・バス」「自動車」「その他」）/
　　　　　　　　　　  昼食のご予定（「産技研の食堂を利用」または「利用しない」）
【2】参加者情報・・・氏名/氏名ふりがな/学校名（就学中の方のみ）/お住まいの市町村/学年（例：小学●年生、学生以外は「大人」）/
　　　　　　　　　　  教室No.（抽選マーク付きの教室のうちで参加希望のもの　※【午前】は1教室のみ選択可、もしくは「不参加」）/
　　　　　　　　　　  申込み不要の教室参加を予定しているか（「はい」「いいえ」）
　　　　　　　　　　  　※複数回開催される教室については、ご希望の開催時間までご指定ください。（例：No.13-②）

〒 郵送でのお申込み ...下記の通り申込用紙等をお送りください

どちらかの方法で
お申込みください

① 申込用紙・・・1枚
　（WEBサイトからダウンロード／パンフレットから切取または印刷）
② 返信用封筒[長形3号等]・・・1枚（抽選結果の通知に利用します）
③ 82円切手・・・1枚（②に貼付してください）

※WEBサイトにひな形を掲載しています。

※パソコンからのメールが受信可能なメールアドレスでお申込みください。
※ドメイン指定受信を設定されている方は、「@tri-osaka.jp」からのメールを受信できるよう、事前にご設定ください。

【特２】（テクノステージセンター行き・直行）、
【４】　（ららぽーと和泉前行き・直行）は産技研を経由しませんのでご注意ください。

◆ 電車・バスをご利用の方

　　南海バス「府立産技研前」

（地独）大阪府立産業技術総合研究所
　府民開放事業係



（お住まいの市町村）

申込者氏名

連絡先 （電話 ※当日連絡先） （ＦＡＸ） （メールアドレス）

産技研に来場する際の
予定交通手段

電車・バス 自動車 その他 （いずれかに○印）

昼食のご予定
（いずれかに○印）

産技研の食堂を利用する予定 利用しない（お弁当などを持参）

◆参加を希望される方のご登録内容（最大4名まで）

氏
名

（ふりがな）

（漢字）
学
校
等

（学校名）

（お住まいの市町村）
大人（大学生以上）

学
年 年

★参加希望教室【抽選制】︓ 教室Ｎｏ.（午前/1 つまで）

（午後/同じタイトル、または開催時間が重複する教室は複数申込めません）

★抽選ではない、午後の教室参加を予定していますか︖ はい (“はい”の場合○印)

平成28年度 産技研 府民開放事業（2016.8.3開催） 申込用紙
送信先 ＦＡＸ番号　0725-51-2520　申込締め切り︓7月11日（月）

最寄りの和泉中央駅から産技研までの路線バスの乗車定員に限りがあるため、お聞きしています。
なお、お車でご来場の方は、産技研構内の無料駐車場をご利用ください。

◆申込者（代表者）のご登録内容
★ ご記入前に、パンフレットまたはWEBサイトの「参加申込方法」をよくお読みください。

★ご希望の抽選結果お知らせ方法
（　FAX　／　メール　）←○をつけてください

産技研の食堂が、あらかじめ用意しておくべき食数を把握するためにお聞きしています。
現時点でのご予定で結構ですのでお答えください。（※昼食を予約するものではありません。）

小 ・ 中 ・ 高

一
人
目

二
人
目

三
人
目

四
人
目

※ ２人以上のグループ申込を希望される場合は、以下に記入してください。（抽選はグループ単位で行われます。詳しくは、裏面をご確認ください。）

教室No.と時間を指定（例：No.25の15時開始を希望⇒25－②）
※裏面のタイムスケジュールをご参照ください

氏
名

（ふりがな）

（漢字）
学
校
等

（学校名）

大人（大学生以上）
学
年 年

★参加希望教室【抽選制】︓ 教室Ｎｏ.（午前/1 つまで）

★抽選ではない、午後の教室参加を予定していますか︖ はい (“はい”の場合○印)

小 ・ 中 ・ 高

氏
名

（ふりがな）

（漢字）
学
校
等

（学校名）

大人（大学生以上）
学
年 年

★参加希望教室【抽選制】︓ 教室Ｎｏ.（午前/1 つまで）

★抽選ではない、午後の教室参加を予定していますか︖ はい (“はい”の場合○印)

小 ・ 中 ・ 高

氏
名

（ふりがな）

（漢字）
学
校
等

（学校名）

大人（大学生以上）
学
年 年

★参加希望教室【抽選制】︓ 教室Ｎｏ.（午前/1 つまで）

★抽選ではない、午後の教室参加を予定していますか︖ はい (“はい”の場合○印)

小 ・ 中 ・ 高

★ ＦＡＸがご利用できない場合、メール、または郵送でのお申込みも受け付けております。
★ 参加希望教室をご記入いただく際の注意事項を裏面に記載しておりますので、ご確認ください。

※午前・午後の両方の教室に申込むことも可能です。
※同じタイトルの教室を複数回申込んだ場合、無効となりますのでご注意ください。
※開催時間が重複する教室を同時に申込むことはできません。

教室No.13または14の午前の枠に参加を希望される場合は、
「13（または14）－①」とご記入ください。（午後希望の場合は下の段に「13（または14）－②」）

（お住まいの市町村）

（お住まいの市町村）

（午後/同じタイトル、または開催時間が重複する教室は複数申込めません）

（午後/同じタイトル、または開催時間が重複する教室は複数申込めません）

（午後/同じタイトル、または開催時間が重複する教室は複数申込めません）

教室Ｎｏ.

教室Ｎｏ.

教室Ｎｏ.

教室Ｎｏ.


