
平成２４年度　学びのポイントラリー登録プログラム
平成２４年７月１４日現在

番号 タイトル・内容 実施日 問い合わせ先 研修場所 ポイント

12001

夏のボランティア体験

ボランティア活動を通して、社会福祉への理解を深
め、今、自分たちに出来ることは何かを考える。ま
た、様々な出会いの中から、自らの生き方や「ともに
生きていく」ことの意味を考える機会を提供する。

対　象：中学生以上
参加費：無料

平成２４年７月下旬～
平成２４年８月下旬

井原市社会福祉協議会
(62-1484)

市内福祉施設
・団体等

市民（ポ
イント数
は体験時
間によ
る）

12002

まなびめいと少年少女合唱団

詳細は、ホームページをご覧ください。
Http://www.manabimate.jp/

毎月第２・第４土曜日
１０：００～１２：００

アクティブライフ井原
「まなびめいと」
(63-3347)

アクティブライフ
井原

教科１

12003

まなびめいと井原ジュニア弦楽合奏団

詳細は、ホームページをご覧ください。
Http://www.manabimate.jp/

毎月第１・第３土曜日
１０：００～１２：００

アクティブライフ井原
「まなびめいと」
(63-3347)

アクティブライフ
井原

教科１

12004

まなびめいと井原ジュニア絵画クラブ

詳細は、ホームページをご覧ください。
Http://www.manabimate.jp/

毎月第２・第４土曜日
１０：００～１２：００

アクティブライフ井原
「まなびめいと」
(63-3347)

アクティブライフ
井原

教科１

12005

まなびめいとハングル講座

対　象：年齢制限なし
会費：年間２，０００円

毎週木曜日
１９：３０～２１：００

アクティブライフ井原
「まなびめいと」
(63-3347)

ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｲﾌ井原 文化１

12006

まなびめいといろは塾①
「化石を探そう！」

親子で小田川河原にある化石を探したり、川で魚を
取ったりして、自然にふれあってみよう！

対象：小学生親子
参加費：無料
準備品：お茶、おにぎり、水に入れる靴

平成２４年８月１１日（土）
９：００～１３：００

アクティブライフ井原
「まなびめいと」
(63-3347)

芳井町川相
小田川河川敷

市民２

12007

第１８回ちびっこ田中さんあつまれ～！

郷土の生んだ木彫界の巨匠、平櫛田中翁の偉業をたた
え、一人が約１ｋｇの粘土で思い思いの作品を作成す
る。優秀作品は窯で焼きあげるほか、最優秀賞をブロ
ンズにして市内に設置する。

対　象：小学１年～６年生
参加費：５００円

平成２４年８月１１日（土）
９：００～１４：３０

商工会議所青年部
(62-0420)

アクティブライフ
井原

文化３

12008

グランドゴルフの集い
地域の皆さんと一緒にグランドゴルフで楽しもう！

対　象：小学生
参加者：無料

平成２４年１０月１３日（土）
９：００～１１：００

出部地区青少年を
育てる会(65-0120)

四季が丘
グランドゴルフ場

文化１

12009

ふるさと探検隊

出部地区にある史跡・施設を訪ね、ふるさとの再発見
をします。

対　象：小学生
参加者：無料

平成２５年２月２３日（土）
９：００～１２：００

出部地区青少年を
育てる会(65-0120)

出部中部地区 文化２

12010

親子料理教室

対　象：小学生とその保護者
定　員：２５組程度
参加者：無料
持ち物：エプロン

平成２４年８月２５日（土）
１０：００～１３：００

出部地区青少年を
育てる会(65-0120)

出部小学校
家庭科室

教科２

12011

おもしろ理科工作教室

親子で手作り科学工作を楽しみ、ふれあいを深める。

対　象：小学生
参加者：無料

平成２５年２月２日（土）
９：００～１１：３０

出部地区青少年を
育てる会(65-0120)

出部小学校
図工室

教科２

12012

地域セミナー「心に太陽を　唇に歌を！」

季節に合った歌を楽しく歌っていき、２月の吹奏楽部
定期演奏会で発表。合唱曲・童謡・季節の唱歌など未
来へ残していきたい歌を歌います。

対　象：年齢問わず
参加費：５００円

平成２４年７月１２日（木）～
毎月第２・第４木曜日
１９：００～２０：００

興譲館高校(62-0124)
興譲館高校
４Ｆ視聴覚教室

文化１

12013

地域セミナー「着物を楽しむ会」

日常なかなか着る機会がなくなった着物を誰でも簡単
に着られるように教わります。

対　象：年齢問わず
参加費：５００円（※着物着用に必要な一式はご準備
ください。着物は貸し出しもできます）

平成２４年９月～１０月
※詳しい日程は後日お知らせしま
す
１９：００～２０：３０

興譲館高校(62-0124) 興譲館高校 文化１
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12014

地域セミナー「宇宙について学ぼう！」

天体や宇宙について知りたい人集まれ！
倉敷科学センターのプラネタリウムで学習し、美星天
文台で実際に天体を観察します。
対　象：小学生～中学生
参加費：５００円（※入館料など実費が別途必要）

平成２４年８月１７日（金） 興譲館高校(62-0124)

興譲館高校集合
後、倉敷科学セン
ター・美星天文台
へ移動

教科

12015

地域セミナー「夏休み書道教室」

夏休みの習字の宿題を練習する

対　象：幼児～中学生
持参品：書道用具一式、上履き、新聞紙、座布団、飲
物
参加費：５００円

平成24年7月21日(土)、
           23日(月)～27日(金)、
           30日(月)、31日(火)、
        8月 1日(水)～11日(土)、
           20日(月)～23日(木)
９：００～１１：３０

興譲館高校(62-0124)
南館１Ｆ東側書道
教室

教科２

12016

地域セミナー「チアリーダーになろう！」

チアリーディングを通じて、スポーツの楽しさを体験
するとともに、表現のしかたやコミュニケーションの
力を養う。

対　象：小学生～一般
参加費：５００円（Ｔシャツ等実費が必要）

９月７日（金）以降
毎週金曜日17:30～18:30 興譲館高校(62-0124) 興譲館高校体育館 文化１

12017

地域セミナー「輝く朝の学びを創る　寺子屋セミ
ナー」

論語を声に出して読む事を中心に挨拶、掃除、姿勢、
発声など夏休み明けからの学習の効果を変える勉強

対　象：小学生～中学生
参加費：５００円

平成２４年８月２７日（月）～
　　　　　８月３１日（金）
７：１５～８：３０

興譲館高校(62-0124) 史跡講堂 市民１

12018

地域セミナー「漢字検定に合格しよう！！」

漢字の奥深さや面白さについて知り、検定合格を目指
して勉強します。

対　象：小学生～一般
参加費：５００円
テキスト代：900～1,200円
漢字検定代：1,500～3,500円

平成２４年９月１０日（月）～
　　　　１０月２９日（月）
毎週月曜日
19:00～20:30
※漢字検定日11月2日（金）

興譲館高校(62-0124)
図書館２Ｆ
校友ホール

教科１

12019

地域セミナー「雪山で遊ぼう！」

自然に触れ、自然に興味を持ってもらうための事前研
修と雪山遊びです。

対　象：年齢問わず
費用：一万円程度

平成２５年２月１６日（土） 興譲館高校(62-0124) 新見市いぶきの里 文化３

12020

子ども寺子屋塾

「論語」の指導を通して、あいさつ・返事・姿勢・話
し方・聞き方などの基本的な習慣を身に付ける取り組
みです。

対象：小学生～中学生とその保護者
参加費：１回５００円

矢掛会場
（前期）5月26日(土)、6月2日
(土)、10日(日)、23日(土)
神辺会場
（前期）7月8日(日)、14日(土)、
　　　　　21日(土)、29日(日)
９：００～１０：３０

興譲館高校(62-0124)

矢掛会場：やかげ
文化センター
神辺会場：神辺商
工文化センター

市民１

12021

遊びながら学ぼう！外国の文化

・外国の文化を知る
・ゲームをする
・ＡＬＴの先生と話をする
・海外のお菓子を食べてみる

対　象：小学生～
参加費：３００円

平成２４年７月２４日（火）
１０：００～１２：００

井原市立高等学校
(62-1205)

井原市立高等学校 文化１

12022

小田川の生き物を探そう！

・小田川に生息している生き物の紹介、捕まえ方の説
明
・生き物を探す
・小田川クイズ
・生き物の観察と解説

対象：小学生
参加費：３００円
準備物：帽子、サンダル、タオル、バケツ、魚捕り用
網

平成２４年７月２６日（木）
１０：００～１２：００

井原市立高等学校
(62-1205)

小田川河川敷
（桜橋付近）

教科１

12023

プロに学ぶ！本格そば打ち体験！！

講師の指導を受けながらそば打ちを体験し、作る楽し
さとおいしさを実感してください。

対　象：小学生～一般
参加者：５００円
準備物：エプロン、三角巾、ハンドタオル

平成２４年１１月１０日（土）
１０：００～１３：００

井原市立高等学校
(62-1205)

井原市立高等学校 教科２
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12024

次世代の親となる中・高校生のふれあい交流事業

中高生が乳幼児やその保護者とふれあうことで、親に
なるということを身近に感じてもらう。

対　象：中学生～高校生
参加費：無料

平成２４年８月１日（水）、
平成２４年１１月、
平成２５年２月
９：００～１２：３０

子育て支援課
(62-9517)

井原児童会館 市民２

12025

のびのび合宿

カヌー、スターウオッチング、オリエンテーリングな
どの大自然の中での体験活動やクッキングなど友達と
の生活を通して、子どもらしい笑顔でのびのびとした
生活をしてみましょう。

小学校４年～６年生
参加費：２，０００円
準備物：申込者へ通知します

平成２４年８月２２日（水）～
　　　　　　　２４日（金）

井原市教育委員会
生涯学習課(63-3347)

星の郷ふれあい
センター

文化９

12026

子育てイベント「ほっぷすてっぷおやこｄｅポン」学
生子育てサポーター

乳幼児対象のイベントの手伝いを通じて、乳幼児とふ
れあい親になるということを身近に感じてもらう。ま
た、ボランティア活動を通じて、自分の生き方や「と
もに生きていく」ことの意味を考える機会を提供す
る。

対　象：中・高校生
参加費：無料

平成２４年９月８日（土）
１３：３０～１７：００
平成２４年９月９日（日）
９：００～１３：００

※イベント以前の準備もあります

井原市教育委員会生涯
学習課(63-3347)

アクティブライフ
井原

市民（ポ
イント数
は体験時
間によ
る）

12027

親子で手作り絵本を作ろう！

絵本についての基礎知識を学び、アドバイスを受けな
がら親子で絵本を作ります。

対象：小学生親子
参加費：７００円
準備物：のり、はさみ、画材、えんぴつ、ボンド、写
真・折り紙など

平成２４年７月２９日（日）
１３：００～１６：３０

井原子ども読書推進実
行員会(63-3347)

アクティブライフ
井原

文化２

12028

第３８回少年レクリエーション大会

市内少年団が一堂に会し、レクリエーションを通じ
て、健全な心身の育成と団員相互の友情を深めるとと
もに、今後の少年団活動を図る。

対　象：小学校４年～６年
参加費：無料
準備物：弁当、水筒、ゴミ袋、筆記用具、レジャー
シート等

平成２４年１１月１０日（土）
９：００～１５：００

井原市連合少年団協議
会(63-3347)

青野小学校 他 文化３

12029

よしい子どもわんぱく教室
小田川で遊ぼう！

みんなの大好きな小田川で、手づくりいかだで遊ぼ
う！

対　象：小学１年～６年生
参加費：有料　要確認

平成２４年７月２８日（土）
９：３０～１２：００

芳井生涯学習センター
(72-1700)

梶江井堰付近
小田川

文化２

12030

よしい子どもわんぱく教室
夜店屋さんになってみよう～国際交流～

井原に住んでる外国の人たちといっしょに夜店で売っ
てるメニューを作ろう！

対　象：小学１年～６年生
参加費：有料　要確認

平成２４年９月１６日（日）
９：００～１２：３０

芳井生涯学習センター
(72-1700)

芳井生涯学習
センター

教科２

12031

よしい子どもわんぱく教室
タウンウォッチング～吹屋ふるさと村を訪ねよう～

伝統的なベンガラ色の吹屋ふるさと村を訪ねて、むか
しの生活を思いえがいてみよう。

対　象：小学１年～６年生
参加費：有料　要確認

平成２４年１１月１１日（日）
８：３０～１２：３０

芳井生涯学習センター
(72-1700)

高梁市　吹屋 文化２

12032

よしい子どもわんぱく教室
手作りでクリスマスを迎えよう（リース作り）

身近な材料を使って、かわしいリースを作ろう！

対象：小学１年～６年生
参加費：有料　要確認

平成２４年１２月８日（土）
９：３０～１２：００

芳井生涯学習センター
(72-1700)

芳井生涯学習
センター

教科２

12033

よしい子どもわんぱく教室
作って食べよう！～うどん作りに挑戦～

みんなでうどんづくりに挑戦してみよう！自分が食べ
るうどんを自分でつくる。ぜったいおいしいよ！

対象：小学１年～６年生
参加費：有料　要確認

平成２５年１月１９日（土）
９：３０～１２：００

芳井生涯学習センター
(72-1700)

芳井生涯学習
センター

教科２
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12034

よしい子どもわんぱく教室
今が旬！～魚料理に挑戦～

旬の魚を三枚におろして、ワイルドなさかな料理を実
感してみよう！

対象：小学１年～６年生
参加費：有料　要確認

平成２５年２月２４日（日）
９：３０～１２：００

芳井生涯学習センター
(72-1700)

芳井生涯学習
センター

教科２

12035

１０１星空合唱隊

「星の降る夜2011コンサート～吹奏楽の夕べ～」でコ
ンサートを盛り上げる合唱団を結成します。一緒にコ
ンサートに参加してみませんか。

対象：小学生～一般

○コンサート
平成２４年７月２８日（土）
１９：００～２０：３０

○練習
平成２４年７月１０日（火）
２０：００～２１：００
７月１４日（土）
１５：００～１７：００
７月１７日（火）
２０：００～２１：００
７月２１日（土）
１５：００～１７：００
７月２４日（火）
２０：００～２１：００
７月２８日（土）
１８：００～１８：３０

美星公民館(87-3115)

美星中学校
体育館

美星公民館

〃

〃

〃

〃

美星中学校
体育館

教科１

12036

星の子☆読書フォーラム２０１２
のボランティア体験

「本の読み聞かせ」や「本のリサイクル」以外に色々
な催しがあります。
イベントのお手伝いをお願いします。

対象：小学生～一般

平成２４年５月２６日（土）
１０：００～１５：００

美星っ子づくり
協議会
(87-3115)

美星公民館 市民３

12037

星の郷とっつあんクラブ

親子で一緒になっていろんなことを体験してみよう。

対象：小学生～中学生と保護者
参加費：行事ごとに参加費が必要です。
（１人３００円～８００円）

（そばの植え付けとキャンプ）
平成２４年８月２５日（土）～
　　　　　　　２６日（日）
（そばの収穫）
平成２４年１０月２７日（土）
９：００～
（そば打ち体験）
平成２４年１２月１５日（土）
９：００～

美星っ子づくり
協議会
(87-3115)

中世夢が原

　　〃

星の郷ふれあい
センター

文化（ポ
イントは
体験時間
数によ
る）

12038

元気にキラリクラブ

放課後を中心に軽スポーツやレクリエーションを体験
し、心身の健全育成を図る。

対　象：小学生
参加費：６００円（保険料）
準備物：上履等

平成２４年７月～平成２５年３月
（全８回）
１６：１５～１７：４５

星の郷ふれあいサロン
運営委員会(87-3115)

Ｂ＆Ｇ美星海洋
センター

文化１

12039

星の郷寺子屋通学合宿

親元を離れ、異年齢で集団生活を行う。班員同士で協
力することによって協調性を身につける。掃除・洗
濯・炊事を自分たちで行い、日常生活の中で自分の役
割について再認識する。

対　象：小学４年～６年生
参加費：３，５００円
準備物：期間中の勉強道具・着替え・雨傘・懐中電
　　　　灯、洗面用具、パジャマ、水筒、米

平成２４年６月２０日（水）～
　　　　　　　２３日（土）まで

星の郷ふれあいサロン
運営委員会(87-3115)

星の郷ふれあい
センター

市民１１

12040

夏休み親子工作教室（望遠鏡）

親子で月のクレータや木星の衛星なども見える小型の
天体望遠鏡を作ってみませんか。

対象：小学生とその家族
参加費：望遠鏡キット３，５００円

平成２４年７月２９日（日）、
１７：００～２０：００

美星天文台
(87-4222)

美星天文台 文化２

12041

ペルセウス座流星群を見る会

広場に寝転がって、流れ星を観察します。

参加費：入館料３００円

平成２４年８月１２日（日）
２２：００～２７：００

美星天文台
(87-4222)

美星天文台 教科３

12042

金星食を見る会

近世が月に隠される現象を観察します。

参加費：入館料３００円

平成２４年８月１４日（火）
２：００～４：００

美星天文台
(87-4222)

美星天文台 教科１
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12043

夏休み親子工作教室（光る星座絵）

暗い夜に星座を探すのに役立つ、光る星座絵を作りま
す。黄道１２星座など、いくつかの星座の中から、好
きな星座を１つ選んで作ります。

対象：小学生とその家族
参加費：星座絵キット２，０００円

平成２４年８月１９日（日）
１５：００～１７：００

美星天文台
(87-4222)

美星天文台 文化１

12044

「伝統的七夕」観望会

旧暦の七夕の日に短冊に願いごとを書いて笹に飾り、
織姫星・彦星を見た後、星について学習します。

対象：小学校高学年～一般
参加費：入館料３００円

平成２４年８月２４日（金）
１９：００～２２：００

美星天文台
(87-4222)

美星天文台 文化２

12045

夏休み親子工作教室（ミニプラネタリウム）

部屋で手軽に楽しめるミニプラネタリウムの工作教室
です。 付属のドーム型スクリーンに投影して回転さ
せることで、星の動きもよくわかります。

対象：小学生とその家族
参加費：プラネタリウムキット２，０００円

平成２４年８月２６日（日）
１５：００～１７：００

美星天文台
(87-4222)

美星天文台 文化１

12046

科学教室
～みんなで科学工作を～

科学工作を楽しむことにより、科学への興味を高める

対　象：小学生
参加費：無料

平成２４年１０月６日（土）
９：３０～１１：５０

井原市ふれあいセン
ター(63-2929)

井原市ふれあい
センター

教科２

12047

絵画教室

各自がモチーフを決め絵にあらわす

対　象：小学生
参加費：無料
準備物：絵の道具（絵具・クレパス・鉛筆・消しゴ
ム・画用紙・画板など）

平成２４年８月　９日（木）～
　　　　　　　１０日（金）まで
９：００～１１：４５

井原市ふれあいセン
ター(63-2929)

井原市ふれあい
センター

教科４

12048

親子で押し花アートを

親子一緒に押し花を作ります。

対　象：小学生
参加費：３００円
準備物：はさみ、ピンセット、新聞紙、筆記用具

平成２４年１１月１０日（土）
１０：００～１１：３０

井原市ふれあいセン
ター(63-2929)

井原ふれあい
センター

文化２

12049

荏原の史跡めぐり

荏原の史跡をめぐりながら、遠足します。

対象：小学生
※遠足のできる服装とくつで来て下さい。

平成２４年１２月１日（土）
１３：００～１６：００

井原市ふれあいセン
ター(63-2929)

井原ふれあい
センター

文化２

12050

親子そばうち体験会

手打ちそば作りの体験

対　象：小学生
参加費：６００円
準備物：エプロン、三角巾、タッパー

平成２４年１１月１７日（土）
９：００～１２：００

井原市ふれあいセン
ター(63-2929)

井原ふれあい
センター

文化２

12051

小学生習字教室

新年の恒例行事の書初めを市内小学校の先生に指導を
お願いし、小学生児童にきれいな文字を書けるように
取り組ませる。

対　象：小学生
参加費：無料
準備物：習字道具、練習・清書用紙、新聞紙６枚、
　　　　ぞうきん、冬休みテキスト

平成２５年１月５日（土）
９：００～１１：００

井原市ふれあいセン
ター(63-2929)

井原ふれあい
センター

教科１

12052

片山科学子ども教室

さまざまな科学的実験や創作活動を通して、考える楽
しみ、発見する楽しみ、つくり出す楽しみを子どもに
体験させるとこにより、子どもたちに科学する心を育
てる。

対　象：小学生親子
参加費：無料

平成２４年８月１７日（金）
９：１５～１１：３０

片山科学子ども教室
実行委員会(62-9532)

芳井生涯学習セン
ター

教科１

12053

ソフトバレーボール

対　象：中学生～一般
会　費：有料　要確認

毎週水曜日
１９：００～２１：００

井原市教育委員会
スポーツ課(62-9533)

井原体育館
アリーナ

文化１

12054

ゴルフ

対　象：幼児～一般
会　費：有料　要確認

毎週土曜日（１１月末まで）
１３：３０～１４：３０

井原市教育委員会
スポーツ課(62-9533)

井原ゴルフセン
ター（相原池）

文化１
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12055

弓道

対　象：小学５年生～一般
会　費：有料　要確認

毎週火曜日
１９：００～２１：００
毎週土曜日
１３：３０～１５：３０

井原市教育委員会
スポーツ課(62-9533)

与一記念弓道場 文化１

12056

陸上競技

対　象：小学生・中校生
会　費：有料　要確認

小学生毎週火・土曜日
１９：００～２０：３０
中学生毎週火・木・土曜日
１８：００～２０：３０

井原市教育委員会
スポーツ課(62-9533)

井原運動公園
陸上競技場

文化１

12057

テニス

対　象：小学生～高校生
会　費：有料　要確認

第２・第４土曜日
９：００～１１：００

井原市教育委員会
スポーツ課(62-9533)

井原運動公園
庭球場

文化１

12058

ソフトテニス

対　象：小学４年生～一般
会　費：有料　要確認

毎週水曜日
１９：００～２１：００

井原市教育委員会
スポーツ課(62-9533)

井原運動公園
庭球場

文化１

12059

卓球

対　象：小学生～一般
会　費：有料　要確認

毎週土曜日（第２土曜は休み）
１９：００～２１：００

井原市教育委員会
スポーツ課(62-9533)

井原体育館
アリーナ

文化１

12060

合気道

対　象：幼児～中学生
会　費：有料　要確認

第１・第３月曜日
１９：００～２０：００
第２・第４土曜日
１３：３０～１４：３０

井原市教育委員会
スポーツ課(62-9533)

高屋中学校格技場
井原体育館格技場

文化１

12061

華道

対　象：小学生～一般
会　費：有料　要確認

第１・第３土曜日
１０：００～１２：００

井原市教育委員会
スポーツ課(62-9533)

アクティブライフ
井原
４階会議室

文化１

12062

陶芸

対　象：小学生～一般
会　費：有料　要確認

第１・第３土曜日
１０：００～１２：００

井原市教育委員会
スポーツ課(62-9533)

アクティブライフ
井原
３階アトリエ

文化１

12063

茶道

対　象：小学生～一般
会　費：有料　要確認

第２・第４土曜日
１０：００～１２：００

井原市教育委員会
スポーツ課(62-9533)

不老庵
（田中苑内）

文化１

12064

教室活動
体操（マット運動）

対　象：小学１～３年生
受講料：１，５００円

９／７～１１／９
毎週水曜日
１７：５０～１８：５０

井原市教育委員会
スポーツ課(62-9533)

井原体育館格技場
文化１

12065

教室活動
野球

対　象：小学生４～６年生
受講料：２，０００円

９／６～１２／２０
毎週火曜日
１８：３０～２０：３０

井原市教育委員会
スポーツ課(62-9533)

リフレッシュ公園
野球場

文化１

12066

ガラス玉作り

古代のアクセサリーであるガラス玉を作ることで、歴
史に対する理解を深めてみよう。

希望があれば随時開講
（１名でも開講するが、１０名程度が適当）
所要時間　１時間　対象　小学校高学年以上、一般
材料費：３００円

休館日を除く、希望日に開講しま
す

井原市文化財センター
(63-3144)

井原市文化財
センター

教科１

12067

まが玉づくり

古代のアクセサリーであり、お守りであったまが玉を
作ることで、歴史に対する理解を深めてみよう。

希望があれば随時開講
（１名でも開講するが、１０名程度が適当）
所要時間　１時間３０分　対象　小学生以上、一般
材料費：３００円

休館日を除く、希望日に開講しま
す

井原市文化財センター
(63-3144)

井原市文化財
センター

教科１

12068

火起こし体験

古代の火起こしを体験することで、古代人の工夫や知
恵に触れてみよう。

希望があれば随時開講
（１名でも開講するが、１０名程度が適当）
所要時間　１時間　　対象　小学生以上、一般
参加費　無料

休館日を除く、希望日に開講しま
す

井原市文化財センター
(63-3144)

井原市文化財
センター

教科１

12069

遺物整理作業体験「古代瓦洗い」

文化財の仕事を体験してみよう。
実際に遺跡から出土した遺物（古代瓦）を洗浄する。
瓦の痕跡を観察し、瓦の作られ方を調べてみる。

希望があれば随時開講
（１名でも開講するが、１０名程度が適当）
所要時間　１時間　　対象　小学生以上、一般
参加費　無料

休館日を除く、希望日に開講しま
す

井原市文化財センター
(63-3144)

井原市文化財
センター

職業１
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12070

拓本体験

文化財の仕事を体験してみよう。
実際に遺跡から出土した遺物（須恵器）のたたき目
（製作過程の痕跡）を写し取って、遺物が作られた方
法等を調べる。

希望があれば随時開講
（１名でも開講するが、１０名程度が適当）
所要時間　１時間　　対象　小学生以上一般
参加費　無料

休館日を除く、希望日に開講しま
す

井原市文化財センター
(63-3144)

井原市文化財
センター

職業１

12071

体験講座「化石を探そう！」

化石を採取することにより、自分たちが住んでいる郷
土の歴史に対する興味付けを行う。

対　象　小学生以上、一般
参加費　無料
準備物　長靴、金槌

平成２４年９月下旬
１０：００～１２：００

井原市文化財センター
(63-3144)

市内 教科１

12072

文化財センター講座「高山寺の仏像見学会－岡山県立
博物館探訪－」

高山寺が所有する指定文化財の仏像を学芸員の解説を
聴きながら見学する。

対　象　小学生以上、一般
参加費　無料（※別途、交通費・入館料は必要）

平成２４年６月２３日（土）
１４：００～１５：００

井原市文化財センター
(63-3144)

岡山県立博物館 文化１

12073

体験講座「古代の土笛づくり体験」

古代に使われていた土笛を実際に作ることにより、古
代の文化に理解を深める。

対　象　小学生以上、一般
参加費　無料
準備物　汚れてもいい服装

平成２４年８月２５日（土）
１０：００～１２：００

井原市文化財センター
(63-3144)

井原市文化財
センター

教科１

12074

体験講座「草木染め体験」

昔行われていた染色を体験することにより、古代の生
活の理解を深める。

対　象　小学生以上、一般
参加費　無料
準備物　汚れてもいい服装

平成２４年７月２９日（日）
９：３０～１２：００

井原市文化財センター
(63-3144)

井原市文化財
センター

教科１

12075

天体望遠鏡をつくろう！

小学生を対象とした天体望遠鏡作りと月などの天体に
ついての説明があります。

対　象　小学生
参加費　２１０円
準備物　はさみ、セロハンテープ、のり

平成２４年７月８日（日）
１０：００～１１：３０

美星図書館
(87-3123)

市役所美星支所 教科２


