楽しい夏 にしよう

東はりま
特別支援学校

今年の夏休みも、学びと挑戦・体験ができる催しがいっぱいです。
事前の申し込みが必要なものもありますので、
夏休み特集2009

日

絡します

日㈬～

日㈭

総踊り練習会
踊 り の 先 生 の 指 導 で「播 磨
音 頭 」「炭 坑 節 」 な ど の 練 習
を し ま す。 踊 り を 覚 え て、 一
緒 に 踊 り ま し ょ う。 ど な た で
も参加できます。
▼場所・練習日
時間はいずれも午後７時～
○野添コミセン
７月６日㈪
７月８日㈬

○南部コミセン

日㈫

○中央公民館
７月

運営ボランティア募集
夏 ま つ り 当 日 の 運 営 に、 ご
協力いただける方を募集して
い ま す。 イ ベ ン ト 補 助・ 会 場
案 内・ 駐 輪 場 整 理 な ど、 お 手
伝 い い た だ く 内 容・ 時 間 帯 は
ご 相 談 に 応 じ ま す。 事 務 局 ま
でお気軽にご連絡ください。

▼問い合わせ
播磨町夏まつり実行委員会事
務局（住民グループ内）

日㈮
分 か ら、 中 央 公 民

７月

☎０７９（４３５）２３６４

播磨町・朝来市交流事業
７月

町 内 在 住 の 小 学 ３・
人

午後６時

▼参加者説明会

館視聴覚室で行います

円

に出席してください。

▼参加費

▼応募方法

▼申し込み・問い合わせ

※必ず参加者と保護者が一緒
話 番 号・ 学 校 名・ 学 年 お よ び

ＮＰＯ法人スポーツクラブ

住 所・ 氏 名・ 電
保 護 者 氏 名 を 記 入 し て、 Ｆ Ａ

企画グループ

分

０７９（４３７）３３８２

☎０７９（４３７）２２０１

はりま
みください
▼締め切り

７月１日㈬

Ｘか郵送または直接お申し込

※参加者説明会で集めます。

１人３千

７月６日㈪までに申込者に連

応募多数の場合は抽選を行い、

▼募集人数

４年生

▼対象

泊

▼日時

夏休み子どもチャレンジ教室
小学生の皆さん！ 播磨町が
交流をしている朝来市の子ど
もたちと一緒に親元を離れて
み ん な と 仲 良 く 力 を 合 わ せ、
いろんなことにチャレンジを
してみませんか？
初 日 は 朝 来 市 に 向 か い、 魚
のつかみ取りや飯ごうすいさ
ん に キ ャ ン プ フ ァ イ ア ー。 そ
して翌日は朝来市の友達と共
に 播 磨 町 に も ど り、 軽 ス ポ ー
ツ や 県 立 考 古 博 物 館、 大 中 遺
跡において歴史体験をします。
夏休みのすばらしい思い出と
新しいお友達をたくさんつく
りましょう。

▼問い合わせ

時～正午

☎０７９︵４３５︶０３５６
○午前

分～３時

中央公民館 大ホール

21
▼場所

▼期間

日㈰
中央公民館 ロビー

８月６日㈭～

●平和展 広島・長崎の原
爆写真ポスター、戦没
した船の資料の展示

す。

※ 申 込 不 要。 当 日 受 け 付 け で

▼場所

○午後１時

10

平和祈念講話会・映画会・平和展

●平和祈念講話会 戦争体
験講話
分

日㈮
時

７月
時～

▼日時
午前

中央公民館 大ホール
※申込不要。当日受け付けです。

８月１日㈯

●平和映画会
『アイ・ラヴ・ピース』
▼日時

30

戦争の恐ろしさや、悲惨さ、
そして平和の尊さを考えてい
ただくために講話会や映画会
などを開催します。

22分・52分
秋ヶ池
0分・30分
会場
⑤コース
23

播磨町夏まつり送迎バスコース（午前９時〜午後10時の運行時間内の毎時発車時刻です）
▼場所

30

31

30
16

この機会に平和について考
えてみませんか。

④コース
500

10

20分・50分
大中公園
③コース
22

20

14
30

②コース
2

会場送迎バス
コースごあんない
当日午前9時から午後10時まで、町内の5コースを巡回運転します。
交通事情などにより、運行ダイヤが遅れる場合があります。時間に余
裕を持ってお越しください。

17分・47分
南部コミセン
7分・37分
12分・42分
15分・45分
平松公園
宮西公園
水田川西公園
7分・37分
12分・42分
17分・47分
南部コミセン
西部コミセン
三木動物病院前
8分・38分
13分・43分
18分・48分
大西公園
東はりま特別支援学校
野添北公園
※随時運行
会場
中央公民館
10分・40分
15分・45分
20分・50分
二子北公園
野添コミセン
土山駅南口
11

7月25日（土）午前10時〜午後9時30分 小雨決行（雨天中止）
浜田公園及び総合体育館

2009

①コース
1

役場 ☎０７９（４３５）０３５５
住民グループ ☎０７９（４３５）２３６４ 当日の問い合わせは
S問い合わせ

4
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楽しい夏にしよう

0分・30分
会場
0分・30分
会場
0分・30分
会場
10

播磨町夏まつり会場へお越しの際は、
無料送迎バスをご利用ください

しっかりチェックしてたくさん参加してください。

『夏休み手作りの会』

子ども防災体験キャンプ
参加者募集
▶日時
７月29日（水） 午前
９時～30日（木） 午
後５時
▶場所 中央公民館他
▶費用 １人1,000円
▶内容 段ボールの家
づくり・非常食によ
る食事・地震（Ｍ７）
体験・火災発生時の
避難訓練・災害時の
救助活動訓練
▶募集人員 小学校５・６年生20人と保護者（子ども
のみでも可）
▶募集条件 体力的に１泊２日のキャンプ全課程を終
了できる見込みがある者。集団生活の規則及び指導
者の指示などを守ることができる者
▶説明会 ７月16日（木）午後７時から、中央公民館で
申込者の保護者に対して説明会を実施します。説明
会を欠席するとキャンプに参加はできません
※申し込みが募集人員を超えた場合は抽選をします。
▶申し込み ７月13日（月）午後５時までに所定の申
込書によりFAXか郵送または直接、申し込んでくだ
さい
教育委員会生涯学習グループ
播磨町東本荘１-５-３０
０７９（４３７）４１９３
☎０７９（４３５）０５６５

としょかんまつり

見て☆話して☆体験する「夏休みおもしろ教室」
▶問い合わせ

人形劇・パネル
シアター・絵本の
読み聞かせ・おは
なし・紙芝居など
盛り沢山の内容で
す。プログラムは
事前に館内で配布
しています。皆さ
んのご来場をお待

ちしております。
▶日時 ７月18日(土) 午前10時～12時30分
▶会場 中央公民館２階
※申し込み不要です。直接公民館へお越しください。

『１日図書館員』募集
図書館での仕事を通じて図書館のことをもっと知っ
てもらうために、
「１日図書館員」を募集します。
▶内容 図書館の仕事全般
▶定員・日時
▷小学生 10人
７月23日（木）、24日（金）、27日（月）、28日（火）、
29日（水）のうち１日
▷高校生 ４人
７月30日（木）、31日（金）のうち１日
いずれも、午前９時～午後３時
※昼食は各自でご用意ください。
▶対象 町内在住小学５・６年生と町内在住または在
学高校生。応募多数の場合は抽選します。
▶募集期間 ７月１日（水）～10日（金）
▶申し込み 図書館２階事務室に申込書を提出してく
ださい

ズバリ！ ３日で完成!!
夏休み自由研究
夏休みに自由研究をしてものしり博士になりません
か？ 普段から気になっていることや、不思議だなぁと
思っていることがある人、３回の講座で自分だけの自
由研究をやってみよう。
▶日時・内容
①８月 6 日（木） テーマの決め方
②８月 7 日（金） どうやって調べるか
③８月10日（月） レポートのまとめ方
※時間はいずれも午後２時～４時。
▶場所 図書館２階 学習室
▶対象・定員 小学生以上 先着20人
▶申し込み ７月５日(日)から、図書館で電話または
直接申し込みを受け付けます
図書館 ☎０７９（４３７）４５００

図書館 ☎０７９（４３７）４５００

健康安全グループ ☎０７９（４３５）２７２１

図書館と健康安全グループが共催で「夏休みおもしろ教室」を開催します。申し込みの際には、名前・学年（年
齢）
・住所・電話番号、在勤者の場合は、勤務先名もお知らせください。
▶申込方法
▷無料の講座 事前に図書館へ来館もしくは電話で申
し込んでください
▷材料費が必要な講座 図書館へ来館のうえ、材料費
と合わせて申し込んでください
※講座によっては、持参する物がありますので、申し
込み時に確認してください。
▶講座開催時間・場所

午前10時〜正午

▶申し込みできる講座数 １人３講座までの申し込み
とさせていただきます。同一講座は、どちらか１講
座しか申し込めません。
▶申込開始日
・図書館窓口
７月３日（金）午前10時～
・電話申し込み ７月３日（金）午後１時～

図書館２階学習室（⑫の講座のみ午前9時〜11時

講座・内容

講座番号・開催日

喜瀬川）

材料費

対象・定員

200円

幼・保〜小学3年生
の親子20組

100円

幼・保〜小学6年生
の親子20組

①８月１日(土)

伝承おもちゃ教室
おもちゃを作る

②８月２日(日)

砂絵づくり
カラフルな砂でオリジナルの絵を作る

③８月３日(月)

３Ｒを知ろう！＆風りんを作って涼しくなろう！
ごみの減量についてできることを学んだ後、風鈴を作る

幼・保〜小学6年生
の親子15組

④８月４日(火)

風力発電機を作ろう クイズや実験を通して発電の仕組みを
学び、風力発電機を作って体験する

小学1〜6年生の
親子15組

⑤８月５日(水)

竹とんぼを作ろう！
竹とんぼを作り、実際に飛ばして遊ぶ

からくりびょうぶ、8枚羽根風車などの

200円

まが

⑥８月６日(木)

古代体験 勾玉を作ろう！ 播磨の歴史を学び、勾玉を作る
【持ち物】ポケットティッシュ

250円

すいすい泳ぐさかなを作ろう！
⑦８月７日(金) 牛乳パックを使って、泳ぐさかなを作る
【持ち物】牛乳パック大２本・小１本、わりばし１膳
⑧８月８日(土)

葉っぱの楽器を作って演奏してみよう
身近に生えている草を使って笛を作り、演奏する
【持ち物】鏡（立てかけられるタイプ）

⑨８月９日(日)

天体望遠鏡を作ってみよう
小型天体望遠鏡を作り、月について学ぶ
【持ち物】あればカメラやビデオ用の三脚

小学1〜6年生の
親子20組
小学1〜6年生 30人
（親子で参加可）
幼・保〜小学6年生
の親子20組
小学1〜6年生の
親子20組

1,000円

小学1〜6年生の
親子20組

⑩８月10日(月)

３Ｒを知ろう！＆風りんを作って涼しくなろう！
ごみの減量についてできることを学んだ後、風鈴を作る

幼・保〜小学6年生
の親子15組

⑪８月11日(火)

風力発電機を作ろう クイズや実験を通して発電の仕組みを
学び、風力発電機を作って体験する

小学1〜6年生の
親子15組

喜瀬川でさかなや虫の観察をしてみよう！ 喜瀬川にはどん
⑫８月12日(水) な生き物がいるか観察する 【持ち物】帽子、タオル、長靴、
筆記用具、魚とり網、容器、お茶

小学1〜6年生の
親子15組

⑬８月13日(木)

極低温の世界
液体窒素を用いて極低温の世界を観察する

⑭８月14日(金)

音あそび 身近な素材で楽器を作ろう！
音を「聴く」「作る」「奏でる」ことを体験する

夏休み特集2009

夏休み特集2009

いろいろな形や大きさの竹を使って楽器やおもちゃ
を作りませんか？
▶日時 ７月25日（土）午前10時～11時30分
▶場所 北部子育て支援センター
※駐車場が少ないので徒歩か自転車でお越しください。
▶対象 おおむね５歳から10歳ぐらいの親子
▶定員 先着30組
▶参加費 1人100円（材料費）
▶持ち物 木工ボンド、はさみ、新聞紙
▶申し込み・問い合わせ ７月１日（水）午前９時から
受け付けます。参加費を添えて申し込んでください
北部子育て支援センター
☎０７８（９４４）０７１７

図書館へ行こう!!



第１回地域交流講座
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北部子育て支援センター

小学4〜6年生 30人
（親子で参加可）
幼・保〜小学3年生
の親子15組

※７月８日（水）までは町内在住の住民の方もしくは在勤者とその家族の方を対象とします。７月９日（木）以降、
空きがあれば、町外の方も受け付けます。
講師の都合などにより、内容が変更になる場合があります。ご了承ください。
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▶問い合わせ

教室の申し込みは６月27日（土）から中央公民館窓口にて受け付けします。
▶問い合わせ 中央公民館 ☎０７９（４３７）６９８０ 〔７月19日（日）は休館です〕

加古郡リサイクルプラザ ☎０７９（４３７）７６７１

夏休みの工作を助けてくれるスタッフがここにいるかも！いろんなモノ作りに挑戦してみよう。
もちろん、大人の方も大歓迎です。
▶対象 播磨町か稲美町に在住の小学生以上（ガラスのリメイクのみ小学４年生以上）
▶申し込み・問い合わせ 電話で直接加古郡リサイクルプラザまでお申し込みください
教

室

日時・持ってくる物
7月18日(土)、19日(日)、26日(日)、
8月22日(土)、30日(日)
午前９時30分〜11時30分
7月18日(土)、19日(日)、26日(日)、
8月22日(土)、30日(日)
午後１時30分〜３時30分

参加費

対象

料理教室 楽しいクッキングを２回実施します。メニュー
が違いますので、両方に参加できます
▶指導者 いずみ会
▶費用 400円／回
▶メニュー 第１回目 鶏肉の甘酢あんかけ他
第２回目 スープカレー他

300円

各回
10人

親子でオルゴール作り 太陽光で電気をおこし、オルゴー
ルをならしましょう
▶指導者 NPO法人環境21の会
▶費用 1組 500円

7月22日(水)、29日(水)、８月5日(水)、12日(水)、
②ペットボトル工作
ペットボトルを利用して貯金箱などを 19日(水) 午前９時30分〜11時30分
100円
【持ってくる物】500㎖ペットボトル
作ります

④ガラス製貯金箱作り
ガラスで作った貯金箱に絵付けをしま
す。壊したくない人はお金が貯まるかも

7月23日(木)、30日(木)、8月1日(土)、
22日(土) 午前９時30分〜11時30分
８月12日(水) 午後１時30分〜３時30分
【持ってくる物】タオル
7月23日(木)、24日(金)、30日(木)、31日(金)、
8月1日(土)、13日(木)、15日(土)、20日(木)
午前９時30分〜11時30分
7月23日(木)、24日(金)、30日(木)、31日(金)、
8月1日(土)、13日(木)、15日(土)、20日(木)
午後１時30分〜３時30分

教室・内容

300円

300円

各回
15人

各回
15人

各回
10人

8月7日(金)、8日(土)、9日(日)
午前９時30分〜、午前10時50分〜
午後１時30分〜、午後２時50分〜 各70分間
※作品は後日の引き渡しとなります。
※7日は各回1組です

1組
500円

各回
2組

⑥ガラス製写真たて
板ガラスに模様をつけて、素敵な写真
たてを作ります

8月2日(日) 午前９時30分〜11時30分
午後１時30分〜３時30分
※作品は後日の引き渡しとなります。

300円

各回
10人

⑦竹細工
竹を使って昆虫などの置物を作ります

7月29日(水)、8月5日(水)、21日(金)
午後１時30分〜３時30分

500円

15人

⑧古着でリフォーム 古着や布切れを使
って巾着袋かコサージュを作ります

8月6日(木) 午前９時30分〜11時30分
【持ってくる物】古布、裁縫道具

無料

15人
各回
10人

⑨判子作り ガラスの判子に砂を吹きつ
け加工し、自分の名前や好きな模様を
つけた判子を作ります

8月16日(日)、23日(日)
午前９時30分〜11時30分、
午後１時30分〜３時30分

200円

⑩花びん作り
ガラスで作った花びんに絵付けをします

8月27日(木)、28日(金)、29日(土)
午前９時30分〜11時30分
午後１時30分〜３時30分

300円

各回
10人

100円

10組

広報はりま 21.7

8月19日(水) 午前９時30分〜午後３時
【持ってくる物】牛乳パック数本、古布（着古し
たＴシャツなど）２枚

対象・定員
３年生以上
25人

●第２回目８月３日（月）
午前９時30分〜正午
▶場所 料理教室

３年生以上
25人

７月20日（祝）
午前９時〜11時30分
▶場所 視聴覚室

小学生と保護者
50組（４年生以上は１
人でも参加できます）

親子で環境学習バスツアー 風力発電・ケナフ・菜の花プ ８月１日（土）
ロジェクト・炭窯（ケナフの紙すき体験）
▶場所 淡路島洲本市五色町
▶指導者 NPO法人環境21の会
▶費用 子ども500円、
（行程表は申込時）
大人1,000円
▶持ち物 筆記用具・昼食用弁当・飲料

小学生 45人（１〜３
年生は保護者同伴）

理科と工作 水を学んでペットボトルで魚の水族館を作りま
しょう
▶指導者 NPO法人環境21の会
▶費用 200円

７月24日（金）
午前９時30分〜11時30分
▶場所 視聴覚室

パソコン教室 ワードを覚えましょう
▶指導者 公民館パソコン講師
▶費用 1,000円
▶持ち物 筆記用具

８月３日（月）、17日（月）、
24日（月） 午後１時〜３時
５年生以上 ８人
▶場所 第４研修室
７月29日（水）・８月５日（水）・12日（水）・
19日（水）・26日（水） ▶場所 第２研修室
午前９時〜10時
小学１年生30人
午前10時〜11時
２年生若干名
午前11時〜正午
３・４年生若干名

さんすう教室（５回実施予定）
算数を楽しく覚えましょう
▶指導者 公民館算数教室講師
▶費用 1,500円（５回分）

３年生以上
30人

スポーツクラブ21はりまの催し

⑤ガラスのリメイク(２人１組)
親子のペア以外の組み合わせでもOKで
す。熱で柔らかくしたガラスびんを加
工します。オリジナルグラスなどが作
れます

⑪親子牛乳パック工作 い す
親子で牛乳パックから椅子を作ります

実施日時・場所
●第１回目７月27日（月）
午前９時30分〜正午
▶場所 料理教室

夏休み特集2009

夏休み特集2009

①オリジナル風鈴作り
大人気の風鈴の絵付けです。涼しい音
色も人気を呼んでいます

③暑中見舞いはがき＆紙すき万華鏡作り
牛乳パックを利用した紙すきで、暑中
見舞いはがきと万華鏡を作ります
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中央公民館の夏休み子ども教室

楽しい夏 にしよう

楽しい夏 にしよう

夏休みお助け工房開催

▶問い合わせ

スポーツクラブ21はりま ☎０７９（４３７）２２０１

町民プール ７月11日（土）オープン！

▶開場期間 ７月11日（土）～８月31日（月）
▶開場時間
○午前の部 ９時30分～12時30分
○午後の部 １時30分～６時30分
※８月17日（月）以降は４時30分
▶入場料 午前・午後の部それぞれ
○小学生以下 100円
○中学生以上 200円
※小学生以下の入場には16歳以上
の同伴者が必要です。
▶休場日 ７月25日（土）、27日（月）、
８月24日（月）
サマーキャンプ（野外活動）
プログラム名
四万十ラフティングキャンプ
カヌー＆スノーケリングキャンプ
テントに泊まろうサバイバルキャンプ
海を悠々ヨットキャンプ
西表ジャングルツアーキャンプ
夏の木工工作キャンプ
夏の思い出キャンプ

夏休みプール教室（町民プール）

●わくわく水泳教室（５日間コース・学年別２教室）
▶日程 ①７月21日（火）～25日（土）
②７月27日（月）～31日（金）
③８月３日（月）～７日（金）
▶定員 各教室50人
●ぷくぷくスノーケリング教室（２日間コース）
▶日程 ①８月１日（土）、２日（日）
②８月８日（土）、９日（日）
▶定員 各コース30人
●カヌー教室（２日間コース） ▶定員 各コース５人
▶日時 ①７月14日（火）、15日（水）
②７月16日（木）、17日（金）
※いずれも午後４時30分～６時

日程
７月29日(水)〜８月１日(土)
８月２日(日)〜４日(火)
８月10日(月)〜11日(火)
８月20日(木)〜21日(金)
８月23日(日)〜26日(水)
８月28日(金)〜29日(土)
８月28日(金)〜29日(土)

行 先
高知県 四万十
和歌山県 串本
兵庫県 多可
兵庫県 淡路島
沖縄県 西表島
兵庫県 多可
兵庫県 多可

対象・定員
小学３〜６年生 15人
小学生 15人
小学生 15人
小学生 10人
小学生 10人
小学生 15人
幼稚園年中・年長 15人
広報はりま 21.7
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藍染でランチョンマットづくり
藍染(紺色)の布に切り絵をはり、特殊なのりで白色に
染め抜きます

８月23日(日)
午後１時〜午後４時

15人

500円
土の音色を奏でるオカリナづくり(３日間)
土でオカリナを作り、素焼きした後、吹き方や演奏の
仕方を講師が伝授します

７月25日(土)、26日(日)、
８月29日(土)
午前９時30分〜11時30分

20人

3,500円

500円

小学３年
以上15人

500円
塾長

かわもと ふ み こ

川本 史子

最近笑ってますか？
心から楽しいと感じる

▶申し込み・問い合わせ 県立考古博物館にお電話ください。先着順で受け
付けていますので定員に達した講座は締め切ります。ご了承ください
県立考古博物館 ☎０0７９（４３７）５５８９

塾長

く ろ だ よしひと

黒田 吉人

地球温暖化を取り巻
く背景を念頭に「活力
る現役リタイア組みの活動の場とし

あるハリマ創り塾」は急速に増化す

こなすだけで精一杯になっていて
て、地球温暖化防止活動を通じて地
域の活成化に貢献できる仲間を募集
《具体的活動の目標》

しています。

んない、そんなに大げさには思わな

１．リタイアした仲間が社会貢献を
通じて、自主・自立した活動組織を
２．活動の機軸を地球温暖化防止に

目指す取り組み

きる方法、自他への円滑なコミュニ

①地球温暖化の現状と課題

置き、低炭素社会実現を目指した取
り組み

参加を呼び掛けます

②太陽光発電

習の講座や日常に取り入れやすい

など自然エネルギーを取り入れたま

について、住民への啓発活動と行動

マッサージ法やアロマオイルの活用

ちづくり提唱し、実現に努力します
３．放置農地の有効活用で、自然循
環型新産業地域（加古川水系バイオ
マスタン）構想の研究
４．ゴミの資源化・木質資源のリサ
イクルの研究
５． バイオマス先進地域の見学・意
見交換を行ないます

活力創りで、環境モデル地域を目指

バイオマス技術を活用した地域の
楽しい心と体のコミュニケーショ

う。性別・年齢を問いません。

施設だより

無料
▶申し込み不要
大中遺跡にとまろう
復元竪穴住居で弥生人気分を味わってみ
よう

8月22日(土) 午後3時〜、
23日(日) 午前9時
小学生以上 25人 (保護者同伴)

大人 1,500円
子ども 1,000円
▶6月23日(火)〜多数の場合抽選
ユースセミナー考古博で写生会
考古博をテーマにした写生大会をします

8月23日(日）午前10時〜午後3時 無料
▶6月23日(火)〜定員になり次第
小・中学生 先着40人

塾長

わらしな ふ み お

藁科 文雄

播磨町では都市化が

塾長

がくしゅうたい

もりた

れ

ん

こ

守田 連雲子

温かい地域社会を目

まいました。播磨町の多世代の方と

自然のホタルも見られなくなってし

いた水辺も自然環境が大きく変化し、

な方からもらった「愛」を子へ、孫

ています。親から、先輩から、身近

薄になり「愛の姿」が見えにくくなっ

せんか。今、あらゆる人間関係が希

考え、できることから実行してみま

指して「愛」について

ふれあいながら体験型のエコアップ

焦点に父親の子育て参加の促進、更

トワークの協働と構築、環境問題を

本年度は、水辺のエコアップのネッ

精 一 杯 の こ と で も 受 け る と 癒 さ れ、

日々実感します。細やかなことでも

もそれを表現し伝えていく難しさを

え て い き た い で す。「愛 」 が あ っ て

へ、周りの方々へ、世代を超えて伝

に学社融合や活動をとおして次世代

元気を生み出す「愛」。命の源です。
視野に入れエコアップ活動から魅力

初めての子育てに一喜一憂されてい

♡「コアラ抱っこサロン」の開催
難しい解釈や理屈をぬきにして人

るご家庭に癒しと学びの場を提供し

黒田先生、米山先

教育のページ・きゃんぱすだより

なってくださる方を募集します。

ささやかでもいい、愛の運び手と

超えた集いに参加

♡他の活動グループと共同で世代を

♡行政主催の行事への参加

自己治癒力を高める為の情報提供

心に小児医療体制への協力と家庭の

生からの子育て応援メッセージを中

地域の小児科医

♡「夢つうしん」の発行

とのふれあいを楽しみながら次世代

各種相談

ています

あるまちづくりに取り組みます。

《現在の主な活動》

のリーダー（青少年）の育成なども

ています。

（自然修復活動）を楽しみながら行っ

進み、ホタルが飛んで

「心」そだち場楽習隊塾

8月16日(日)
午後1時〜2時30分
どなたでも 定員なし

ふれあいエコアップ塾

再現「古代のまじない ひとがた流し」
喜瀬川で古代のまじないが復活します！

に誇れる何かを残す為に一緒に活動
しませんか。

保健のページ

して郷土ハリマから全国に発信しよ

に過ごしましょう。

シュし毎日を元気

身ともにリフレッ

く 取 り 入 れ て、 心

生活の中にうま

きます。

みんなで学んでい

それぞれの面から

法などの講座など「心」と「体」の

ワークシートを使用した体験型学

で学んでみませんか？

ケーションを取る方法を楽しく、皆

心身ともに自分でメンテナンスで

キャッチできていますか？

いちょっとした心や体のシグナルを

何となくしんどい、何となくつま

か？

自分のことを後回しにしていません

ことがありますか？

県立考古博物館の夏休み講座

ンの取り方に興味のある方を募集し
ています。

情報ページ

無料
▶申し込み不要
夏休み中の毎日曜
午後2時〜3時
どなたでも 定員なし
ナゾときにチャレンジ！クイズラリー
館内を巡ってクイズを解こう

800円
▶6月30日(火)〜定員になり次第
8月30日(日)
午後1時〜3時30分
どなたでも 先着20人
（小３以下は保護者同伴）
ワクワクまが玉づくり
ふだんより硬い石を使ったまが玉づくり

1,000円
▶6月9日(火)〜定員になり次第
8月9日(日) 午前10時〜午後3時
どなたでも 先着20人
（小３以下は保護者同伴）
ワクワク土器づくり
夏休みに思い出に残る土器を作ってみま
しょう

800円
▶6月2日(火)〜定員になり次第
8月2日(日)
午前10時〜12時30分
小・中学生 先着20人
ユースセミナーまが玉づくり
ふだんより硬い石を使ったまが玉づくり

無料
▶申し込み不要
8月1日(土)
古代体験イベント「むかしの人とあそぼう」
午後1時30分〜3時
たのしい古代人が登場！クイズで遊ぼう
どなたでも 定員なし

500円
▶5月26日(火)〜定員になり次第
7月26日(日) 午前10時〜正午
小・中学生 先着20人
ユースセミナーハニワくんをつくろう
粘土でかわいいハニワをつくります

参加費・▶申込期間
日時・対象・定員
プログラム名

夏休み特集2009

７月19日(日)・20日(祝)
午前10時〜午後４時

活力あるハリマ創り塾

古代の織物づくり（２日間）
古代の織り方で、ベルトやマフラーを作ります（弥生
人の知恵にふれるもの作り）

土器づくり
各20人
（計40人）
○土器づくり ７月11日(土)
または12日(日)
○野焼き ８月８日(土)
○窯出し ８月９日(日)
午前10時〜午後４時
野焼きで古代の土器づくり（３日間）
陶芸家の指導で、２kgの粘土を使い、輪づみで古代
の土器を作り、自然乾燥をして野焼きします

参加費
数
人
開催日時
教室名

心と体のセルフケア塾

「土」と「ぬの」にこだわった夏休み限定、世界にひとつのものづくりです
▶申し込み 先着順です。郷土資料館窓口または電話で申し込んでください
郷土資料館 ☎０７９（４３５）５０００

▶申し込み・問い合わせ 企画グループ ☎０７９（４３５）０３５６
まちづくりの研究活動を行う「播磨ゆめづくり塾」。今年度活動する４つの塾と４人の塾長が決まりました。各
塾とも一緒に楽しく活動してくれる仲間（塾生）を募集しています。参加希望の塾、あなたの氏名、住所、電話番
号を企画グループにお知らせください。塾長よりご連絡をします。

情報わいど

播磨ゆめづくり塾 塾生を募集します
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古代村 夏休み生活体験教室（郷土資料館）

楽しい夏 にしよう

平成21年度

