
2015年度 学びのポイントラリープログラム

岡山県久米郡美咲町柵原（やなはら）地区

　みんなで楽しく！！

　　申込＆問合わせ先　　　NPO法人 美咲町 柵原星の里スポレク倶楽部　事務局

　　ＴＥＬ　0868-62-1165　　ＦＡＸ　0868-62-1197
　　個人会員　こども（中学生以下）年会費1,620円　　（保険料別途800円）

　　1日だけの参加　実費

番号 タイトル 実施日 時間 実施場所 ポイント

5101 少林寺拳法教室 週2回 （月・水） 19:00～20：30 平成会館 スポーツ 1

5102 サッカー教室 週1回 （火） 19：00～21：00 北和気グラウンド スポーツ 1

5103 ソフトボール教室 月2回 （金） 19：00～21：00 月の輪プラザ スポーツ 1

5104 卓球サークル 週1回 （木） 19：00～21：00 大戸国民体育館 スポーツ 1

5105 ダンスエアロ教室 週1回 （金） 19：00～21：00 柵原総合文化センター スポーツ 1

5107 ミニバスケットボール教室 月2回 （火） 19：00～21：00 柵原東小学校体育館 スポーツ 1

5108 わくわく体験教室 随時 ※内容により 学習 1

5110 星を観る会 年4回 19：00～21：30 さつき天文台 学習 2

5111 空手サークル 週１回 19：00～21：00 北和気体育館 スポーツ 1

5113 寺修行（一日） 年1回 8月頃 8：30～17：00 町内のお寺 文化 3

5114 夢キャンプ 年1回 7月
（2日間）

12：00～12：00 南和気荘 スポーツ 3

5115 ニュースポーツ教室 年2回 内容による ※内容により スポーツ 1

5117 スキー・スノボー・雪あそび 年1回 2月 7：00～18：00 恩原高原スキー場 スポーツ 3

5118 オセロ大会 年1回 2月 19：00～21：00 柵原総合文化センター 文化 1

5119 サッカー大会 年1回 2月 8：30～15：00 エイコングラウンド スポーツ 3

5120 ソフトボール大会 年1回 10月 8：30～15：00 柵原総合グラウンド スポーツ 3

5122 キャンドルコンサート 年1回 9月 16：00～21：00 柵原鉱山公園 文化 3

5123 クラブフェスタ 年1回 3月 12：00～15：00 柵原総合文化センター スポーツ 2

5124 プロ野球観戦ツアー 年1回 内容による 未定 スポーツ 3

5125 サッカー観戦ツアー 年1回 内容による 未定 スポーツ 3

5111 私たちの町をきれいにし隊 年3回
7月・9月・11

月 8：00～11：00 美咲町柵原地域内 市民生活 2

5125 ときめき活動隊 随時 ※内容により 市民生活 2

5127 クラフト教室 年数回 19：00～21：00 柵原総合文化センター 文化 1

5128 ほたる観察会 年1回 6月 19：00～21：00 ※内容により 文化 1

5130 スポーツ教室 年数回 内容による ※内容により スポーツ 1

　みさきっこ　たいいく教室

　申込＆問合わせ先　　　美咲町教育委員会　生涯学習課

　ＴＥＬ　0868-66-3086
　年会費　5,000円（保険料含む。）

5126 みさきっこ　たいいく教室 年10回 第一日曜日 10：00～12：00 中央総合体育館 スポーツ 1

※小学生 （原則）

みさき町民大運動会

　　申込＆問合わせ先　　　美咲町民大運動会

5129 みさき町民大運動会 年1回 5月10日 　9：00～15：00 中央総合運動公園 スポーツ 3



岡山県久米郡美咲町中央（ちゅうおう）地区

夢咲クラブ

申込み&問い合わせ先 夢咲クラブ事務局

ＴＥＬ ０８６８－６６－０９１１  ＦＡＸ　０８６８－４８－００１９

夢咲こども会員（中学生以下）年会費９，８００円（保険料含む）教室参加費別途

一日会員（１日だけの参加）大人６００円こども３００円（保険には加入できません）教室参加費別途

番　号 タイトル 実施日 時間 実施場所 ポイント

5001 ソフトバレー 週一 月曜日 １９：３０～２１：３０ 中央総合体育館 スポ１

全会員

5002 テニス（軟式・硬式） 週一 水曜日 １９：００～２１：００ 中央運動公園 スポ１

全会員 テニスコート

5003 バドミントン 週一 水曜日 １９：００～２１：００ 中央総合体育館 スポ１

全会員

5004 卓球 週一 水曜日 １９：００～２１：００ 中央総合体育館 スポ１

全会員

5005 柔道 週一 水曜日 １９：００～２１：００ 中央運動公園 スポ１

小学生 武道館

5006 ミニバス 週一 金曜日 １９：００～２１：００ 加美小学校 スポ１

小学生 体育館

5007 バスケ 週一 土曜日 １９：００～２２：００ 中央中学校 スポ１

中学生以上 体育館

5009 水泳 夏期（数回） 土曜日 検討中 美咲中央小学校 スポ１

小学生 プール

5010 スキー・スノボー 年一回 日曜日 スキー場 スポ３

全会員

5011 クッキング 不定期 土曜日 中央公民館 文１

小学生 調理室

5012 大会 不定期
土曜or
日曜

各大会会場 スポ３

みさきっこたいいく教室 かめっこ・カメックス

申込み&問い合わせ先 美咲町教育委員会生涯学習課
ＴＥＬ・ＦＡＸ　０８６８－６６－３０８６
美咲町内の小学生　年会費6,000円（保険含む）

番　号 タイトル 実施日 時間 実施場所 ポイント

5013 たいいく教室 月一 日曜日 １０：００～１２：００ 中央総合体育館 スポ１

小学生

美咲町民大運動会

申込&問い合わせ先 美咲町民大運動会実行委員会
ＴＥＬ・ＦＡＸ

参加費　なし
番　号 タイトル 実施日 時間 実施場所 ポイント

5014 運動会 年一 日曜日 ９：３０～１５：００ 中央運動公園 スポ３

全町民 多目的広場



岡山県久米郡美咲町旭（あさひ）地区

NPO法人ファミリーリングあゆむ

　　申込＆問合わせ先　　　NPO法人ファミリーリングあゆむ　事務局　　飯田純子

　　ＴＥＬ090-1181-9610　　FAX0867-27-2835

　　　　　　　会費　原則無料

番号 タイトル 時間 実施場所実施日 ポイント

5001 のびのびサタデー 年8回 土日・ 9：00～13：00 県内　内容による 教科 2

5002 放課後子ども教室「寺子屋あさひ」 週2回 旭町民センター 教科

3

1

5005 年1回 15：00～21：00 旭地域 市民 3

5004 キャンドルコンサート 年1回 6月 18：00～21：00 旭総合支所周辺 市民 2

夏祭り 7～8月

月・木 17：00～19：30

5003 三世代交流会 年１～２回 7～8月 9：00～13：00 旭地区全域 市民

8：00～17：00 旭地域 市民 3

5008
読書推進活動（読み聞かせなど）

おはなしPONちゃん
年１2回 4～12月 10：30～12：00 旭地域 文化・スポーツ 1

5007 ウォーキング・トレッキング 年2回 5月・11月 9：00～16：00 旭地域 文化・スポーツ 3

5006 秋祭り 年1回 10～11月

5010 工作教室 年１2回 4～3月 10：30～12：00 旭地域 文化・スポーツ 1

5009 マラソン大会 年1回 11～1月 8：00～14：00 美咲町など 文化・スポーツ 3

5012 ほたるまつり 年1回 6月 15：00～21：00 旭地域 市民・社会 3

5011 ボランティア活動（クリーン作戦など） 年2回 ８・11月 7：00～10：00 旭地域 市民・社会 2

5013
みさきっこ　たいいく教室

※小学生
年12回 10：00～12：00 中央地域 文化・スポーツ 1

5014 みさき町民大運動会 年1回 9：00～15：00 中央地域 文化・スポーツ 3


