
平成２８年度　学びのポイントラリー登録プログラム

　　平成２８年７月1日現在

番号 タイトル 実施日・場所 問い合わせ先 ポイント

16001 夏のボランティア体験
平成２８年７月下旬～平成２８年８月下旬
井原児童会館等各事業所で実施

井原市社会福祉協議会(62-1484)
市民(ポイン
ト数は体験時
間による)

16002 学生子育てサポーター連絡会
平成２８年８月９日(火)
１３：３０～１６：０１
アクティブライフ井原

市民２

16003
子育てイベント（準備）
ほっぷすてっぷおやこdeぽん

平成２８年９月３日(土)
１３：３０～１６：３０
アクティブライフ井原

市民２

16004
子育てイベント
ほっぷすてっぷおやこdeぽん

平成２８年９月４日(日)
９：００～１３：３０
アクティブライフ井原

市民３

16005 第４３回レクリエーション大会
平成２８年１１月１２日（土）
９：００～１５：００
井原小学校　他

井原市連合少年団協議会事務局
生涯学習課(63-3347)

文化３

16006 親子で手作り絵本を作ろう！
平成２８年７月２４日(日)
１３：００～１６：３０
アクティブライフ井原

井原子ども読書推進実行委員会
生涯学習課(63-3347)

教科２

16007 まなびめいと少年少女合唱団
毎月第２・第４土曜日
１０：００～１２：００
アクティブライフ井原

教科１

16008 まなびめいと井原ジュニア弦楽合奏団
毎月第１・第３土曜日
１０：００～１２：００
アクティブライフ井原

教科１

16009 まなびめいと井原ジュニア絵画クラブ
毎月第２・第４土曜日
１０：００～１２：００
アクティブライフ井原

教科１

16010
まなびめいと少年少女合唱団
夏の音楽体験講座

平成２８年７月９日(土)２３日(土)
８月１３日(土)２７日(土)
１０：００～１２：００
アクティブライフ井原

教科１

16011
子ども絵画　写生教室
～夏を見つけに行こう！～

平成２８年８月２０日(土)
１０：００～１５：３０
田中苑周辺 文化３

16012 まなびめいとハングル講座
毎週木曜日
１９：３０～２１：００
アクティブライフ井原

文化１

16013 まなびめいといろは塾

①「おいも農家体験」
平成２８年５月１４日(土)
②「木工教室」
③「おいも農家体験②」
④「親子でスイーツづくり」
※②～④は詳細日時未定

市民(ポイン
トは体験時間

による)

16014 芋掘り
平成２８年１０月１５日（土）
１０：００～１３：００
池井コミュニティハウス

市民２

16015 しめ飾りづくり
平成２８年１２月１０日（土）
１０：００～１３：００
池井コミュニティハウス

文化２

16016 ジュニアものづくり教室

毎月第２・第４水曜日
１８：３０～２０：３０
地場産業振興センター
※小学校５年～中学校３年対象

井原商工会議所
(62-0420)

教科１

16017 第２２回ちびっこ田中さんあつまれ～

平成２８年８月１３日(土)
９：１５～１４：３０
アクティブライフ井原
地場産業振興センター

井原商工会議所青年部
(62-0421)

文化３

16018
わだば棟方志功になる一紙版画を作ってみ
よう！

平成２８年８月３日(水)
９：００～１２：００
田中美術館市民ギャラリー

田中美術館(62-8787) 文化２

16019 人口イクラを作ってみよう！
※詳細な日時は未定
井原市立高校理科室

教科(ポイン
トは体験時間

による)

16020 ＡＬＴと楽しくＣＯＯＫＩＮＧ
※詳細な日時は未定
井原市立高校調理室

教科(ポイン
トは体験時間

による)

16021 体験講座「染め物体験」
平成２８年７月２４日(日)
９：３０～１２：００
井原市文化財センター

文化２

16022 体験講座「ハニワ作り」
平成２８年８月６日(土)
１０：００～１２：００
井原市文化財センター

文化２

16023 ガラス玉作り 休館日を除く、希望日に開講します 文化１

16024 まが玉作り 休館日を除く、希望日に開講します 文化１

16025 火起こし体験 休館日を除く、希望日に開講します 文化１

16026 遺物整理作業体験「古代瓦洗い」 休館日を除く、希望日に開講します 文化１

16027 拓本体験 休館日を除く、希望日に開講します 文化１

井原市教育委員会
生涯学習課(63-3347)

井原会場井原会場

アクティブライフ井原
「まなびめいと」(63-3347)

井原市役所地域創生課(62-9521)

文化財センター(63-3144)

井原市立高等学校62-1205)
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16028 ４館合同行事収穫祭
平成２８年１１月５日(土)
９：００～１２：００
木之子児童会館

木之子児童会館(62-4404) 市民２

16029
次世代の親となる中高生の
ふれあい交流事業

平成２８年８月７日(日)
９：００～１２：００
※１１月・２月にも開催予定（詳細日時は
未定）
井原児童会館

井原児童会館(62-8117) 市民２

16030
夏休み工作教室
｢きらきら！スノードームをつくろう！｣

平成２８年８月６日（土）
１０：００～１１：３０
井原図書館　３階研修室

井原図書館(62-0822) 教科１

16031 ソフトバレーボール
平成２８年４月～平成２９年３月
毎週水曜日１９：００～２１：００
井原体育館アリーナ

文化１

16032 ゴルフ
平成２８年４月～１１月
毎週土曜日１３：３０～１４：３０
井原ゴルフセンター

文化１

16033 弓道

平成２８年４月～平成２９年３月
毎週火曜日
１９：００～２１：００
毎週土曜日
１３：３０～１５：３０
与一記念弓道場

文化１

16034 陸上競技

平成２８年４月～平成２９年３月
毎週火・木曜日
１８：００～２０：４５
毎週土曜日
１７：００～２０：００
陸上競技場

文化１

16035 テニス　

平成２８年４月～平成２９年３月
毎週第２・第４土曜日
９：００～１１：００
井原運動公園庭球場

文化１

16036 ソフトテニス

平成２８年４月～平成２９年３月
毎週水曜日
１９：００～２１：００
井原運動公園庭球場

文化１

16037 卓球（夜間）

平成２８年４月～平成２９年３月
毎週土曜日（第２土曜は休み）
１９：００～２１：００
井原体育館アリーナ

文化１

16038 合気道

平成２８年４月～平成２９年３月
第１・第３月曜日
１９：００～２０：００
高屋中学校格技場
第２・第４土曜日
１３：３０～１４：３０
井原体育館格技場

文化１

16039 華道

平成２８年４月～平成２９年３月
第１・第３土曜日
９：３０～１１：３０
アクティブライフ井原

文化１

16040 陶芸

平成２８年４月～平成２９年３月
第１・第３土曜日
１０：００～１２：００
アクティブライフ井原

文化１

16041 茶道

平成２８年４月～平成２９年３月
第２・第４土曜日
１０：００～１２：００
不老庵(田中苑内)

文化１

16042 バドミントン

第１期
平成２８年４月９日(土)～９月２５日(土)
１８：００～１９：３０
集合場所　芳井体育館

文化１

16043 野球

第１期
平成２８年４月５日(火)～７月２６日(火)
１８：３０～２０：３０
リフレッシュ公園野球場

文化１

16044 親子料理教室
平成２８年８月２０日(土)
１０：００～１３：００
出部公民館

文化２

16045 グラウンドゴルフの集い
平成２８年１０月８日(土)
９：００～１２：００
井原市グラウンドゴルフ場

文化２

16046 ふるさと探検隊
平成２８年１０月２９日（土）
９：００～１２：００
出部東部地区

文化２

16047 おもしろ理科工作教室
平成２８年１２月１０日(土)
９：００～１２：００
出部公民館

文化３

16048 しめ縄づくり　※地区住民限定 ※詳細な日時は未定
木之子地区子どもと歩む会
(62-1817)

文化１

出部地区青少年を育てる会
(65-0120)

井原市教育委員会
スポーツ課(62-9533)
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16049 とんど祭　※地区住民限定 文化１

16050 史跡めぐり　※地区住民限定 教科３

16051 木工教室※地区住民限定
平成２８年６月２５日(土)
９：００～１２：００
青野小学校体育館

文化２

16052 とんどまつり※地区住民限定
平成２９年１月７日（土）
１０：００～１２：００
青野小学校

文化１

16053 歩け歩け青野探検隊※地区住民限定
※２月頃（午前中）
青野町築井地内

文化（ポイント
数は体験時間に

よる）

16054 しめ縄づくり※地区住民限定
平成２８年１１月１９日（土）
午後
青野小学校

文化（ポイント
数は体験時間に

よる）

16055 井原夏祭り※地区住民限定

平成２８年８月６日(土)
１９：００～２０：３０
井原市駅前～４８６号線まで
※青野公民館踊り連参加者が対象

文化１

16056 青野夏祭り※地区住民限定
平成２８年８月１５日(月)
１９：３０～２１：３０
青野小学校校庭

文化１

16057 ソフトボール大会※地区住民限定
平成２８年１０月８日(日)
８：００～
野上町研修広場

文化（ポイント
数は体験時間に

よる）

16058 土曜学習※地区住民限定
毎月１回
１３：３０～１５：３０

教科１

16059 クリーンキャンペーン※地区住民限定
※１１月頃
青野小学校通学路

市民１

16060 文化産業祭※地区住民限定
平成２９年１月８日（日）
１０：００～１５：００
青野ＪＡ選果場

文化（ポイント
数は体験時間に

よる）

16061 元旦マラソン
平成２９年１月１日（日）
１０：００～１２：００
青野地区内三社めぐり

文化１

16062 花植え※地区住民限定
※日時は未定
神戸坂・地区内沿道

市民（ポイント
数は体験時間に

よる）

16063
第２５回ぶどうの里ふれあいマラソン大会
(ボランティア)

平成２８年９月１８日(日)
７：００～１３：００
青野小学校校庭及び青野地区内

文化（ポイント
数は体験時間に

よる）

16064
第２５回ぶどうの里ふれあいマラソン大会
(参加者)

平成２８年９月１８日(日)
１０：２５～１１：２５
青野地区内（青野小学校校庭発着）

文化１

16065
土曜日学習会(大江公民館開催)
※地区住民限定

毎月１回午前中に開催 教科１

16066 田植え　※地区住民限定
※終了
借上田

文化１

16067 町民納涼祭（盆踊り）　※地区住民限定

平成２８年８月１４日(日)
１９：００～２１：００
大江小学校
※踊りの練習も対象に含めます。

文化（ポイント
数は体験時間に

よる）

16068 稲刈り　※地区住民限定
※詳細な日時は未定
借上田

文化１

16069 おーえーまつり　※地区住民限定
平成２８年１１月６日(日)
９：００～１５：００
大江小学校

文化（ポイント
数は体験時間に

よる）

16070
三世代交流グラウンドゴルフ
※地区住民限定

※終了
平成の森で開催

文化（ポイント
数は体験時間に

よる）

16071 ふるさとかかし製作　※地区住民限定
平成２８年７月３１日(日)、８月１日
(月)、８月７日(日)
大江ふるさとかかし製作所

文化（ポイント
数は体験時間に

よる）

16072 宿題サポート
平成２８年８月２０日(土)
９：００～１５：００
大江公民館

教科３

16073 ニンニク収穫
平成２８年５月２８日(土)
８：００～１１：００
いきいき菜園農場

市民２

16074 絵画教室
平成２８年８月頃　※詳細な日時は未定
９：００～１５：００
大江公民館

文化３

16075 しめ縄づくり　※地区住民限定
平成２８年１２月１０日(土)
大江小学校

文化（ポイント
数は体験時間に

よる）

16076 とんど祭　※地区住民限定
平成２８年１月９日(月)
９：００～１１：００
大江小学校

文化１

ぶどうの里ふれあいマラソン大
会事務局(62-8266)

青野地区青少年を育てる会
(62-0133)

青野公民館(62-8266)

木之子地区子どもと歩む会
(62-1817)

※詳細な日時は未定

大江公民館(67-2373)
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16077 史跡探訪ウォーク
平成２９年３月頃※詳細な日時は未定
大江町内

大江公民館(67-2373)
文化（ポイント
数は体験時間に

よる）

16078
木之子土曜日学習(木之子公民館開催)
※地区住民限定

平成２８年５月～平成２９年３月
（全１１回)

教科(ポイント数
は時間数による)

16079 大地の会シアター　※地区住民限定 平氏２８年７月２３日(土) 文化(ポイント数
は時間数による)

16080 木之子夏祭り　※地区住民限定 平成２８年８月１３日(土) 文化２

16081 青田刈りと座禅　※地区住民限定 ※８月頃
文化(ポイント数
は時間数による)

16082 絵画教室
平成２８年８月２日(火)～３日(水)
９：００～１１：４５
ふれあいセンター

教科２

16083 みんなで押し花アートを
平成２８年７月３０日（土）
１３：３０～１６：００
ふれあいセンター

教科２

16084 みんなで科学工作を
平成２８年７月９日(土)
９：３０～１１：５０
ふれあいセンター

教科１

16085 親子そば打ち体験会
平成２８年１１月１９日(土)
９：００～１２：００
ふれあいセンター

教科２

16086 親子料理教室パートⅠ
※日程未定(１２月頃)
９：３０～１２：３０
ふれあいセンター

教科２

16087 親子料理教室パートⅡ
※日程未定
９：３０～１２：３０
ふれあいセンター

教科２

16088 小学生習字教室
平成２９年１月４日（水）
９：００～１１：００
ふれあいセンター

教科１

16089 夏のボランティア体験

平成２８年７月２２日(金)～８月２４日
(水)
９：００～１７：００
芳井児童会館

芳井児童会館(72-1312)
市民(ポイン
ト数は体験時
間による)

16090
よしい子どもわんぱく教室
「川の学校」

平成２８年８月２０日（土）
９：３０～１１：３０
天神峡中村砂防公園

文化２

16091
よしい子どもわんぱく教室
「国際交流～和菓子づくりと茶道体験～」

平成２８年９月１１日（日）
９：３０～１２：００
芳井生涯学習センター

教科２

16092
よしい子どもわんぱく教室
「山の学校」

平成２８年１０月１５日（土）
９：３０～１２：００
芳井生涯学習センター

文化２

16093
よしい子どもわんぱく教室
「ニコニコてっぺんパークで巣箱をつくろ
う！」

平成２８年１１月１９日（土）
９：３０～１２：００
ニコニコてっぺんパーク

文化２

16094
よしい子どもわんぱく教室
「しめ飾りづくりに挑戦！」

平成２８年１２月１１日（日）
９：３０～１２：００
芳井生涯学習センター

文化２

16095
よしい子どもわんぱく教室
「冬の料理に挑戦！～七草がゆ～」

平成２９年１月２１日（土）
９：３０～１２：００
芳井生涯学習センター

文化２

16096
よしい子どもわんぱく教室
「わんぱく科学教室」

平成２９年２月１８日（土）
９：３０～１２：００
芳井生涯学習センター

文化２

16097 片山科学子ども教室
平成２８年８月１０日（水）
９：１５～１１：３０
芳井生涯学習センター

片山科学子ども教室
実行委員会

教科２

芳井会場

木之子公民館(62-8559)

井原市ふれあいセンター
(63-2929)

芳井生涯学習センター(72-1700)



平成２８年度　学びのポイントラリー登録プログラム

　　平成２８年７月1日現在

番号 タイトル 実施日・場所 問い合わせ先 ポイント

美星会場

16098
工作教室
｢木でつくろう！どうぶつアクセサリー｣

平成２８年７月３１日（日）
１０：００～１１：３０
美星支所　２階会議室

教科１

16099 １にちとしょかんいん
平成２８年８月２０日（土）
１０：００～１１：００
美星図書館

職業１

16100 Ｂ＆Ｇ美星海洋センター　短期水泳教室

平成２８年７月２６日（火）～２８日
（木）、８月２日（火）～４日（木）
１０：００～１１：００／１１：００～１
２：００
Ｂ＆Ｇ美星海洋センター

文化１

16101 第３５回星の郷ふれあい健康マラソン大会
平成２９年１月２９日(日)
８：３０～１２：００
美星運動場

文化２

16102 七夕夜市
平成２８年７月９日(土)
１６：００～１９：００
中世夢が原

文化２

16103 中世夢が原　大神楽
平成２８年９月１０日（土）
１７：００～２３：３０
中世夢が原内お祭り広場

文化３

16104
夢が原絵巻
～中世がえりをして楽しもう～

平成２８年１１月６日（日）
１０：００～１５：００
中世夢が原

文化３

16105 夢が原のとんど祭り
平成２９年１月１５日(日)
１０：００～１２：００
中世夢が原

文化１

16106 夢が原の旧正月
平成２９年２月５日（日）
１０：００～１５：００
中世夢が原

文化３

16107 美星地区土曜学習　※地区住民限定
平成２８年５月～
平成２９年２月(全１１回)
美星公民館

教科２

16109 美星町文化祭

平成２８年１１月１２日（土）
１０：００～１６：００
平成２８年１１月１３日（日）
９：００～１５：００
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)

16110 星の郷文化発表会

平成２９年３月１１日（土）
１０：００～１６：００
平成２９年３月１２日（日）
９：００～１５：００
※出品・出演者、来場者が対象です
美星公民館

井原市文化協会　美星支部
美星公民館内(87-3115)

文化（ポイン
トは体験時間
数による）

美星図書館(87-3123)

美星公民館(87-3115)

Ｂ＆Ｇ美星海洋センター
(87-2695)

中世夢が原(87-3914)

星の降る夜コンサート２０１６

○コンサート
平成２８年７月３０日（土）
１８：３０～２０：３０
○当日会場練習
１８：００～１８：３０
○練習
平成２８年６月１１日（土）
１０：００～１２：００
平成２８年６月１４日（火）
２０：００～２１：００
平成２８年６月１８日（土）
１０：００～１２：００
平成２８年６月２１日（火）
２０：００～２１：００
平成２８年６月２６日（日）
１４：００～１６：００
平成２８年６月２８日（火）
２０：００～２１：００
平成２８年７月３日（日）
１４：００～１６：００
平成２８年７月５日(火)
２０：００～２１：００
平成２８年７月９日(土)
１０：００～１２：００
平成２８年７月１２日(火)
２０：００～２１：００
平成２８年７月１６日(土)
１０：００～１２：００
平成２８年７月１９日(火)
２０：００～２１：００
平成２８年７月２４日（日）
１４：００～１６：００
平成２８年７月２６日(火)
２０：００～２１：００
※コンサート来場者、出演者および１０１
星空合唱隊が対象です。
美星小学校体育館

16108

教科１
（練習・出

演）
文化１
（来場）



平成２８年度　学びのポイントラリー登録プログラム

　　平成２８年７月1日現在

番号 タイトル 実施日・場所 問い合わせ先 ポイント

16111 星の子☆読書フェスティバル２０１６

平成２８年５月２８日（土）
１０：００～１５：００
美星公民館
※読書フェスティバル来場者及びボラン
ティアが対象です。

文化（ポイン
トは体験時間
数による）

16112 星の郷とっつあんクラブ

○そばの植付けとキャンプ
平成２８年８月１９日（金）１３：００～
平成２８年８月２０日（土）１２：００
○そばの収穫
平成２８年１０月２９日（土）
９：３０～１２：３０
○そば打ち体験
平成２８年１２月１０日（土）
９：３０～１３：００
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）

第１４回美星っ子夢フェスティバル

16114 元気にキラリクラブ　※地区住民限定

平成２８年７月５日（火）～
平成２９年３月７日（火）（全８回）
１６：１５～１７：４５
Ｂ＆Ｇ美星海洋センター

文化１

16115 星の郷寺子屋通学合宿　※地区住民限定

平成２８年１１月２３日（水）１９：３０
～
平成２８年１１月２６日（土）１７：００
星の郷ふれあいセンター

市民１２

16116
美星町自治公民館連合会５０周年記念式典
三世代交流事業の発表

○当日
平成２８年９月２５日（日）
９：００～１２：００
美星農村環境改善センター
○練習
８月～９月
※時間・回数未定
※１０１星空合唱隊が対象です。
美星公民館

美星自治公民館連合会
(87-3115)

教科１

16117 井原市民無料公開日

平成２８年　７月１５日（金）
　　　　　　８月１９日（金）
　　　　　　９月１６日（金）
　　　　　１０月２１日（金）
　　　　　１１月１８日（金）
　　　　　１２月１６日（金）
平成２９年　１月２０日（金）
　　　　　　２月１７日（金）
　　　　　　３月１７日（金）
９：３０～１６：００、
１８：００～２２：００
美星天文台

教科（ポイ
ント数は体
験時間によ
る）

16118 星空公園観望会

平成２８年７月１３日（水）
２０：３０～２１：３０
平成２８年８月２４日（水）
２０：００～２１：００
平成２８年９月２１日（水）
　　　　　１０月１２日（水）
　　　　　１１月９日（水）
　　　　　１２月７日（水）
平成２９年１月１１日（水）
　　　　　２月８日（水）
　　　　　３月８日（水）
１９：００～２０：００
井原市星空公園

教科１

16119 ４Ｄ２Ｕ鑑賞

月･火･水･金･土曜日
１４：００～１５：００
日曜・祝日
１３：３０～１４：３０
１５：００～１６：００
美星天文台

教科１

16120 夏休み親子工作教室

平成２８年８月７日（日）
１７：００～２０：００
井原市星空公園

教科２

16121 ペルセウス座
流星群を見る会


平成２８年８月１２日（金）
２２：００～翌日３：００
中世夢が原

教科３

美星天文台(87-4222)

星の郷ふれあいサロン
運営委員会(87-3115)

16113

◆当日
平成２８年８月６日（土）
９：００～１２：００
※来場者及び実行委員が対象です
◆前日準備（実行委員等）
平成２８年８月５日（金）
９：００～１２：００
中世夢が原
◆実行委員会（実行委員等）※地区住民限
定　　　　　　　平成２８年６月～９月
（全３回）
１９：３０～２０：３０
美星公民館

美星っ子づくり協議会
(87-3115)

文化（ポイン
トは体験時間
数による）



平成２８年度　学びのポイントラリー登録プログラム

　　平成２８年７月1日現在

番号 タイトル 実施日・場所 問い合わせ先 ポイント

16122 お月見会

平成２８年９月１７日（土）
１８：００～２２：００
美星天文台

教科３

16123 いばら天文講座
平成２８年１１月以降に３回
※詳細な日時は未定（１時間３０分）
アクティブライフ井原

教科１

16124 クリスマスコンサート

平成２８年１２月下旬予定
※詳細な日時は未定（１時間程度）
美星天文台

文化１

美星天文台(87-4222)

※注意※ 
★地区住民限定となっている事業は、その地区の方が対象です。 

★開催日が過ぎている事業であっても、実際に参加した方はその事業の問い合わせ先団体、またはアクティブ

ライフ井原へご提出ください。必要数のスタンプを押印します。 

★学びのポイントラリー事業自体のことは下記事務局、プログラムの内容については各主催者（問い合わせ先

参照）にご連絡ください。 
 

ポイントラリーのやり方 
準備品……ポイントカード、ポイントシート 

①長期休暇前に配布されるプログラム一覧（HPにも掲載）から参加したいプログラムを選択する。 

②プログラムに参加し、参加時間に応じて主催者からポイントカードにスタンプを押してもらい、 

 ポイントシートに必要事項を記入する。 

③４０ポイント溜まったら、カードとシートを生涯学習課（アクティブライフ井原内）に提出する。 

 ※４０ポイントのうち、同じジャンル（色）のポイントは３５ポイント以内でなければなりません。     

 ※シートには必ず保護者印が必要です。 

④地域の学び推進機構から認定証が発行され、生涯学習課・学校を経由して届く。 
 

 

 カードやシートが無く

なったら、表のイベント

主催者かアクティブライ

フ井原、地区公民館等で

もらってね！ 
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