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①講座についての注意事項

☆お申込みできるのは、高浜市在住の小学4年生～中学3年生（2023年4月現在）です。

☆詳しい講座のスケジュールは、4月にHPにて公開します。
また、決定後も学校行事・講師都合・コロナウィルス感染症などの状況などにより、変更になる場合が
ございます。

☆未来塾からの連絡はすべてメールで行います。
「＠katch.ne.jp」と「＠yume-mirai-juku.com」が受信できるようにしておいてください。

☆申込人数が5人以下の場合は、講座の開催を中止する可能性があります。

☆ロボットクラブ・発明クラブ（シニア）は、継続塾生を優先します。

☆ロボットクラブ・おもしろサイエンスクラブは2022年度の抽選にもれた方を優先します。

☆HPにもさまざまな情報があります。http://yume-mirai-juku.com

入塾申込の前に必ず読んでください。

お問合せ先
たかはま夢・未来塾 0566-87-7608（月・火・木・金 9：00-12：00 祝日除く）
miraijuku@katch.ne.jp
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②入塾までのスケジュール

●申込について
・2023年度の入塾申込締切は、2月26日（日）です。
・入塾申込は、「2023年度 入塾申込フォーム」からお申込みください。
その際、この「入塾申込資料」を読んでいただくことが必須となります。
・「2023年度 入塾申込フォーム」に入れない方は未来塾までお問い合わせください。

●公開抽選会について
・来ていただく必要はありません。
・厳正に抽選を行います。
・落選された方には、ご連絡をいたします。
・抽選結果については3月中旬ごろ郵送で届く入塾関連書類でご確認いただけます。

●入金について
・保険料として年会費とは別に800円必要です。
・入金は振込のみとさせていただきます。
・入金後の返金には基本的には応じられません。
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入塾申込期間

抽選になる講座をHPにて公表

公開抽選会

入塾関連書類の郵送

辞退締切

入金・メールアドレス登録期間

2月6日（月）～2月26日（日）

2月27日（月）

3月2日（木）10：30～未来塾 大教室にて

3月9日（木）～

3月14日（火）

3月13日（月）～3月24日（金）

③未来塾のコロナウィルス感染症対策

●未来塾での対策
・講座前に検温します。
発熱や咳の症状のある方、体調のすぐれない方の利用は、ご遠慮いただきます。

・講座前・講座後に手指の消毒・手洗いを推奨します。

・こまめな換気を行います。

・1回の講座で収容できる人数を制限し、人と人との距離をとります。

・空気清浄機を数台稼働させます。

・講座終了後は、教室をアルコール等で消毒します。



おかねマナブクラブ

☆講師：神谷八千代 金融機関の方々

☆回数：全6回（6～10月）

☆講座開催日
第3日曜日他 10:00～12:00 （夏休み平日２回あり）

☆年会費：3,000円

☆募集人員：16名

☆内容
ボードゲームなどを通して、おかねの仕組みや流れを楽しく学ぶ講座です。金融機関の方による講座
では、クイズをしたり仕事の裏話なども聞けちゃうかも？？
自分達で株式会社を作ってみるなどの体験講座も予定しています。
金融機関見学会も準備中です。（コロナウィルス感染症の状況により変更になることがあります）

ご質問は、okane@yume-mirai-juku.com まで。

気象実験クラブ

☆講師：気象予報士
（日本気象予報士会東海支部）

☆回数：全7回

☆講座開催日：夏休み中

☆年会費：3,500円

☆募集人員：16名

☆内容
「今日は雨、明日は晴れるかな？」
私たちの日々の生活や未来に大きな影響力をもつ「気象」の知識を観察や実験を通して増やそう！

ご質問は、tenki@yume-mirai-juku.com まで。

④各クラブの内容詳細
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ロボットクラブ

☆講師：名倉豊人 杉浦明仁

☆回数：初心者は全8回（4月～10月）

☆講座開催日：第１・第３土曜日・夏休み平日１～2日
９：00～１２：00もしくは13：00～16：00

☆年会費：9,500円 （継続者は別途お知らせします）
※別途材料費およそ２０,000円（２輪ロボットセット）がかかります。
その他、ドライバー、ニッパーといった工具類、ロボットや工具を入れるケース等が必要です。
（入塾後に案内します）

☆募集人員：新規10名程度

☆内容
ロボットクラブでは、自律型のサッカー競技ロボットを作ります。
自律型ロボットとは、あらかじめ入力したプログラムの通りに動くロボットのことです。

初心者はビギナーズリーグで競技する２輪ロボットを製作します。
２年目も講座を継続した場合、同じロボットでプログラミングを重点的に習います。

講座の１回～３回は、ドライバーやニッパー、はんだごてを使った配線や組付け作業です。
組み付けが終わったら、パソコンを使って、ロボットを動くようにするためのプログラミングを習います。

８回講座終了後に高浜ノード大会（11月）があります。

ロボットクラブ全員、この高浜ノード大会に出場します。大会は二人一組のチーム戦です。
ここでの上位入賞チームは12月に名古屋で行われる、東海ブロック大会に出場できます。

講座には保護者の方の参加も可能です。よろしければお子さんと一緒にご参加ください。

今年度のロボットクラブに申し込みされ、抽選にもれた方で今回も申し込まれる場合は優先的に入れます。

ご質問は、robo@yume-mirai-juku.com まで。
活動内容は、http://yume-mirai-robot.sblo.jp/ にてご覧いただけます。

２輪ロボット

組み付け プログラミング 試合の様子
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発明クラブ

☆講師：神谷章一 地元企業の方々 他

☆回数：全11回（4月～2月）

☆講座開催日
ジュニアコース：第2土曜日ほか 9：00～11：45
シニアコース ：第2土曜日ほか 13：00～16：00
※ジュニア・シニア合同で開催する場合あり。
※今回新規で入会される方は、ジュニアコースとなります。
小6以上の方については、新規でもシニアコースとなります。

☆年会費：4,500円

☆募集人員：各コース16名

☆内容
毎回楽しい工作をします。のこぎり・はんだごてなどの道具や、電動糸のこ盤などの電動工具の使い方を
教わりながら、木工工作・電子工作・紙工作など、様々な作品を作ります。
工具を使うときは先生たちがサポートして、初めてでも安全に、楽しく作業できるよう心掛けています。

夏の3回の講座で、「創意くふう展」に出品するため、自分で考えたアイデア作品を作ります。
全員の作品の中から高浜市代表として５作品を選出し、愛知県のくふう展へと出品します。みんなでバスに
乗って出かける、くふう展見学会も予定しています。
ぜひ自分だけの発明品作りにチャレンジしてみてください。

他、「市村アイデア賞」 等にも出品を予定しています。

◎2021年度「市村アイデア賞」受賞作品です→http://yume-mirai-
invention.sblo.jp/article/189314440.html

ご質問は、hatumei@yume-mirai-juku.com まで。
昨年度の活動内容は、http://yume-mirai-invention.sblo.jp/ にてご覧いただけます。

あいち少年少女創意くふう展2020
振興賞受賞作品
小鷹暖生くん（翼小4年生）作
「ただいま ほかく虫（ちゅう）」

電子工作の例
「オルゴールごま」

木工工作の例
「からくり箱」

あいち少年少女創意くふう展
見学会

電動工具にチャレンジ 全員完成！（2019年度の写真）

http://yume-mirai-invention.sblo.jp/article/189314440.html
mailto:hatumei@yume-mirai-juku.com
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映画ビデオクラブ

☆講師：加藤行延 （映画監督・大学講師）

☆回数：全6回（4～6月、10月～12月）
+夏休みに映画撮影1～2日

☆講座開催日：第4日曜日
Aチーム9:00～10：30 Bチーム11：00～12：30 Cチーム13：00～14：30

☆年会費：3,500円

☆募集人員：20名

☆内容
前半はチームで映画制作、後半は1人1作品おもしろ動画制作
１チーム5人程度 制作する映画は10分
人数が少ないときは1チームもしくは2チームになります。

チーム分けは第1回講座にて行います。お友達と一緒がいいなどの要望もできるだけ聞きます。

ご質問は、video@yume-mirai-juku.com まで。
昨年度の活動内容は、http://yume-mirai-movie.sblo.jp/ にてご覧いただけます。
映画を観たい人もメールにてお問い合わせください。

Aチーム制作
「平和・ガム戦争」

Bチーム制作
「3通の手紙」

Cチーム制作
「廊下を歩いていたら

魔法界に連れていかれた件」

映画の内容を
決めている様子

映画撮影の様子 編集の様子
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講師：加藤行延
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☆講師：アルバート・サスラー
（アメリカ出身・常滑在住・陶芸を主とするアーティスト）

☆回数：全9回（5月～2月）

☆講座開催日：第4土曜日 10：00～12：00

☆年会費：4,500円 ☆募集人員：20名

☆内容
ペーパーマシェ、陶芸、タペストリー、ピニャータ、流木を使ったクリスマスリースなどを作ります。

塾生たちとアルバート先生がおしゃべりをしながら、楽しく作品を作ります。
時間に余裕のある時はゲームをします。

ご質問は、eigo@yume-mirai-juku.com まで。
昨年度の活動内容は、http://yume-mirai-english.sblo.jp/ にてご覧いただけます。

☆講師：アルバート・サスラー
（アメリカ出身・常滑在住・陶芸を主とするアーティスト）

☆回数：全9回（5月～2月）

☆年会費：4,500円

☆内容
ゲーム、先生への質問、クイズ、時事をテーマにしたリーディング、英語の歌の練習などを行います。

楽しく英会話を身につけることを目的としています。
上級者を対象としていますが、「やりたい！」という熱意がある方も大歓迎です。

ご質問は、eigo@yume-mirai-juku.com まで。
昨年度の活動内容は、http://yume-mirai-learning.sblo.jp/ にてご覧いただけます。

英語でアートクラブ

ペーパーマシェの亀 陶芸 ピニャータ 流木クリスマスリース

Learning Games Club

☆講座開催日：第4土曜日 13：00～15：00

☆募集人員：15名
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ゲーム：Catan Blindfold Game Puppets
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おもしろサイエンスクラブ

☆講師：おもしろ科学実験キャラバン隊 （大学の先生・中学高校理科の先生・元理系技術者など）

☆回数：全5回

☆講座開催日
第1もしくは第2日曜日（9月～2月）
前半9：00～10：30 後半11：00～12：30

☆年会費：2,500円

☆募集人員：前半15人 後半：15人

☆内容
理科の実験を見たり、やったりします。理科が好きな子はもちろん、嫌いな子も好きになってくれる
ような内容にしたいと思っています。

申込の際に前半か後半かをどちらかを選んでください。

ご質問は、science@yume-mirai-juku.com まで。
昨年度の活動は、http://yume-mirai-science.sblo.jp/ にてご覧いただけます。

空気砲 偏光板を使ったトリックおもちゃ
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過去の講座内容

光の実験

※ディベートクラブについて

大変申し訳ありませんが、学校から配布された塾生募集案内に掲載のディベートクラブは、
講師都合により2023年度の募集を急遽中止となりました。

mailto:science@yume-mirai-juku.com
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⑤よくあるご質問

Q. 全部のクラブに入れますか？
A. はい。全部のクラブに入れます。日程は重ならないよう設定してあります。

Q. 締切が過ぎても入れますか？
A. 人員に空きがあれば、入れます。各クラブにお問い合わせください。

Q. 保護者は参加できますか？
A. 教室内に入れる人数に制限がございますので、各クラブにお問い合わせください。

Q. 保険には必ず入らないとダメですか？
A. 全員加入です。

Q. 市外の人は入れますか？
A. 高浜市内在住の人が対象です。

Q. 高浜市内在住で高浜市外の小中学校（私立など）に通っています。申込できますか？
A. 可能です。申込フォームの「その他」を選択してください。

Q. 申込内容を送信した後で、変更をしたい場合はどうしたらよいですか？
A. 未来塾にメールしてください。その際、変更したい入塾希望者の氏名・学校・学年を記入の上、
変更したい内容をお知らせください。
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未来塾（全体に関する質問） miraijuku@katch.ne.jp

おかねマナブクラブ okane@yume-mirai-juku.com

気象実験クラブ tenki@yume-mirai-juku.com

ロボットクラブ robo@yume-mirai-juku.com

発明クラブ hatumei@yume-mirai-juku.com

映画ビデオクラブ video@yume-mirai-juku.com

英語でアートクラブ eigo@yume-mirai-juku.com

Learning Games Club eigo@yume-mirai-juku.com

おもしろサイエンスクラブ science@yume-mirai-juku.com

たかはま夢・未来塾事務局
電話番号 0566-87-7608 （月・火・木・金 9：00～12：00開館祝日除く）

その他、ご質問は・・・
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