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子どもたちが大きく育つ夏休みです。
家族みんなで、計画的に過ごしましょう。

夏休み子どもチャレンジ教室 播磨町・朝来市交流事業

平和上映会・平和展　

子ども防災体験キャンプ
子どもたちが大きく育つ夏休みです。
家族みんなで、計画的に過ごしましょう。
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夏なつやすみ特集なつやすみ特集
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図書館の夏休みの催し

▶日程　７月24日（水）９：00～25日（木）17：00
▶場所　中央公民館　他
▶費用　1,500円
▶内容　防災に関する体験と学習をします
　・段ボールの家づくり　　　・非常食による食事
　・火災発生時の避難訓練　　・災害時の救助活動訓練
▶対象　小学校５・６年生
▶定員　20人
▶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
▶締切日　７月９日（火）17：00
▶申込方法　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
●説明会　７月11日（木）19：00　中央公民館

申し込み締め切り後、申込者の保護者に対して説明会を開催します。説
明会に欠席されるとキャンプには参加できません。
※申し込みが募集人員を超えている場合は、説明会での抽選とします。

　皆さんは日々の生活の中で疑問や不思議に思うこと
はありませんか？ そんな皆さんの「なぜこうなるのだ
ろう？」といった疑問や興味を、図書館を使って調べて
まとめた作品を募集します。
▶応募要項

・テーマは自由です
・実験やインターネットの使用など調べ方は自由で

すが、必ず図書館や学校図書室などの本を使って
調べ、まとめた作品を募集します

・調べるときに参考にした本の名前や図書館名は必
ず書いてください

・大きさは小学生はＢ4サイズまで、中学生以上はＡ
4サイズまで

・応募者本人の創作で未発表のものに限ります
▶募集期間　８月１日（木）～９月30日（月）

▶応募資格　町内または東播磨地域に在住、在学、在
勤の小学生以上の方
▶募集部門　小学生の部、中学生の部、高校生の部、一

般の部、子どもと大人の部（ファミリーの部）
▶授与賞　ジョセフ・ヒコ賞（新設）・教育長賞・図書

館長賞・審査委員会賞・奨励賞・佳作
　☆『ジョセフ・ヒコ賞』

　来年度は「ジョセフ・ヒコ」が日本で最初の新聞
を創刊してから150年をむかえます。そこで、「新聞
の父  ジョセフ・ヒコ生誕の地」である播磨町では本
年度より新たに「ジョセフ・ヒコ賞」を設けました。
この賞は、ジョセフ・ヒコに関して調べた作品の中
で、特に優れた作品に対して授与します。
▶作品提出先　播磨町立図書館
　〒675-0156　播磨町東本荘１-５-55

一日図書館員　図書館での仕事を体験してみませんか？

第４回 播磨町図書館を使った調べる学習コンクール

　仕事を通じてもっと図書館のことを
知ってもらうために「一日図書館員」を
募集します。
▶内容　図書館の仕事全般
▶募集期間　７月１日（月）～９日（火）
▶申込み　図書館２階事務室で受け付

けます（電話申し込み不可）

対象 日程 定員

小学生
５、６年生

７月22日（月）
７月26日（金）

9：00～15：00

先着
６人

高校生
町内在住

または在学

７月29日（月）
9：00～15：00

先着
３人

●平和上映会
▶日時・場所・内容
①７月26日（金）
10：00～11：30

中央公民館
大ホール

はだしのゲン
１

②７月28日（日）
10：30～12：00

図書館
視聴覚室

はだしのゲン
１

③７月28日（日）
14：00～15：30

図書館
視聴覚室

はだしのゲン
２

※申し込み不要。当日受け付けをします。

●平和展　広島・長崎の原爆について
の写真など、広島平和記念資料館から
お借りした貴重な資料を展示します。
▶期間・場所
①７月27日（土）～
　８月４日（日）

図書館２階
ロビー

②８月６日（火）～
　　　18日（日）

中央公民館
ロビー

▶問合せ　企画グループ☎０７９（４３５）０３５６　図書館☎０７９（４３７）４５００

▶申込み・問合せ　生涯学習グループ☎０７９（４３５）０５６５　 ０７９（４３７）４１９３

▶問合せ　図書館☎０７９（４３７）４５００

▶申込み・問合せ　ＮＰＯ法人スポーツクラブ21はりま　☎０７９（４３７）２２０１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ０７９（４３７）３３８２

　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、

キャンプファイア、宿
泊生活などを通して交
流を深めます。
　そして翌日は朝来市
の友達と共に播磨町に
もどり、工場見学や県
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。

　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上映会と平和展を開催します。この機会
に平和について考えてみませんか。今年は一部図書館との共催事業として行います。図書館では平和についての本
の展示も行いますので、ぜひご覧ください。

▶日程　７月23日（火）～24日（水）　１泊２日
▶宿泊先　スカイビラさのう
▶対象　町内在住の小学３・４年生
▶定員　25人

※応募多数の場合は抽選を行い７月12日
(金)までに申込者に連絡します。

▶費用　１人4,000円
　※参加者説明会で集めます。
▶申込方法　住所、氏名、電話番号、学校名、

学年、保護者氏名を記入して、FAXか郵送ま
たは直接お申し込みください
▶締切日　７月２日（火）
●参加者説明会
　７月16日(火)18：30　総合体育館

※必ず参加者と保護者が一緒に出席してく
ださい。

▲ダンボールの中で野宿します

▲土
ど の う

嚢で水をせき止める

小学生のための調べる学習教室 〜目指せとしょかん博士〜 ６月29日（土）、30日（日）。７月６日（土）、７日（日）。
７月27日（土）、28日（日）。時間や対象学年など詳しくは広報はりま６月号または図書館にお問い合わせください。 23

広報はりま 25.7広報はりま 25.7
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郷土資料館の オポナカムラの夏休み教室 教育委員会の『播磨町子どもサマーセミナー』

2013 夏2013 夏 なつやすみ特集なつやすみ特集

郷土資料館の オポナカムラの夏休み教室

播磨町民応援デー
「ヴィッセル神戸vs.横浜FC」の試合に抽選で200人をご招待

兵庫県立考古博物館企画展
はかせからの挑戦状
こうこはく動物園

▶申込方法
（１）町立幼稚園・小学校の園児児童は、学校園配布の「サ

マーセミナー」用紙で幼稚園・学校に申し込んでください
（２）学校教育グループでも申し込みを受け付けます。申込用

紙は学校教育グループにもありますのでご利用ください
（３）「⑬日本語検定チャレンジ教室」のみ、電話での申し込み

も受け付けます。希望の級をお知らせください

▶日時　７月27日（土）　18：00試合開始
▶場所　ノエビアスタジアム神戸　　▶席種　バック自由席
▶申込方法　往復はがきに①申込人数（はがき１枚で町内在住者4人

まで）、②参加者全員のお名前、住所、年齢、電話番号を記入して
ご応募ください　〒652-0855 神戸市兵庫区御崎町1-2-1「ヴィッ
セル神戸 播磨町民応援デー」係へ
▶申込締切　７月12日（金）必着
▶当選発表　返信はがきの送付をもって発表に代えさせていただき

ます。7月22日（月）発送予定
▶問合せ　ヴィッセル神戸チケットセンター 
　☎０７８（６５１）１２２２（10：00～17：30）　
　※土・日曜日、祝日は休業

今年の夏はこうこはくで、むかしの人
が作った動物を観察してみませんか？
▶日時　７月20日(土)～９月１日（日）
　　　　9：30～18：00
▶場所　特別展示室
▶観覧料金　大人200円、
　大学生150円、
　高校生100円、小中学生無料
▶問合せ　兵庫県立考古博物館
　☎０７９（４３７）５５８９

　事前の申し込みが必要です。先着順で定員になり次第締め切ります。
　郷土資料館窓口で直接、または電話でお申し込みください。

教室名 開催日時 対象・定員
【参加費など】

水鉄砲をつくろう（１日）
竹を切って水鉄砲を作った後は、風船などの的あ
てをして遊びます。

７月20日（土）
13：00～15：30

小学生以上20人
（低学年は親子参加）

【100円】
日本古来の藍の生葉染め（１日）
藍の生葉っぱをたたいてＴシャツやテーブルクロ
スを染め、葉っぱの汁でシルクのショールをスカ
イブルーに染め上げてすてきな装身具を作ります。

７月21日（日）
13：30～15：30

15人
【500円～1,500円

Ｔシャツ持参】

弥生のはた織りに挑戦（２日間）
弥生時代のはた織り機で、弥生人になりきって布
を織り古代風マフラー、アクセサリーを作ります。

７月27日（土）・28日（日） 
10：00～16：00

小学３年生以上
15人【500円】

竪穴住居に泊まる弥生サバイバル体験（１泊２日）
火おこし大会や食材獲得ゲームで取った材料で夕
食を作ります。夜は目隠しをして遺跡を散策し、
流れ星を観察したあと竪穴住居に泊まって寝ます。
２日目は、まが玉を作り、古代衣装を着て記念撮
影など、サプライズ体験でいっぱい!!

８月１日（木）9：30～
８月２日（金）12：00

〔事前説明会 ７月21日（日）10：00～〕

小学5・６年生
20人

【1,500円】

まが玉でペンダントをつくろう（１日）
形や大きさの違うかわいいまが玉と竹を組み合わ
せて、オリジナルなまが玉ペンダントを作ります。

８月４日（日）
13：00～15：00

15人
【300円】

古代窯で古代土器を焼こう（３日間）
２kgの粘土で土器や埴

は に わ

輪を作り、みんなで古代窯
をつくって焼きます。でき上がった土器は本物
そっくりです。

土器づくり　８月10日（土）、11日（日）
いずれか１日10：00～16：00
窯づくり・窯たき　８月24日（土）
窯出し　８月25日（日）

各日20人
【500円】

ミニ竪穴住居をつくろう（２日間）
竪穴住居の造りを学習し、自然の木を使って本格
的な1/20の小さな竪穴住居を作ります。

８月７日（水）・８日（木）
10：00～16：00

10人
【300円】

古代文様のＴシャツをつくろう（１日）
かわらや土器の文様、自然の葉っぱをすみで写し
取ってオリジナルＴシャツを作ります。

８月18日（日）
10：00～16：00

15人
【300円　　　
　Ｔシャツ持参】

▶締切日　７月５日（金）必着
　※ただし、⑬のみ７月19日（金）締め切り

①～⑫は、申し込み多数の場合、７月８日（月）
に抽選し、７月12日（金）までに町立学校園を
通じて結果をご連絡します。（町立幼稚園・小
学校以外の園児児童には直接連絡します）

番号 講座名・内容 日時・場所 対象・定員 費用・持ち物 指導者

① 子ども料理教室 ①
生地から作るピザ

７月22日（月）９:30～12:30
野添コミセン

小学校５・６年生
20人

材料費350円
・エプロン
・三角巾
・ふきん2枚

栄養教諭
給食調理員

② 子ども料理教室 ② 
生地から作るピザ

７月23日（火）９:30～12:30
中央公民館

小学校５・６年生
20人

③
子ども料理教室 ③
播磨町のタコと穴子を食
べよう

７月24日（水）９:30～12:30
西部コミセン

小学校５・６年生
20人

④ 子ども料理教室 ④
播磨町の野菜を食べよう

７月25日（木）９:30～12:30
南部コミセン

小学校５・６年生
20人

⑤ 子ども英語教室（小１）
あいさつ・歌・ゲームなど

７月23日（火）９:00～９:45
中央公民館（第２研修室）

小学校１年生
30人

無料

町内学校園
に勤務して
いる外国人
講師

⑥ 子ども英語教室（小２） 
あいさつ・歌・ゲームなど

７月23日（火）10:00～10:45
中央公民館（第２研修室）

小学校２年生
30人

⑦ 子ども英語教室（幼稚園） 
あいさつ・歌・ゲームなど

７月23日（火）11:00～11:45
中央公民館（第２研修室）

５歳児園児
30人

⑧ 子ども英語教室（小１）
あいさつ・歌・ゲームなど

７月26日（金）９:00～９:45
中央公民館（第２研修室）

小学校１年生
30人

⑨ 子ども英語教室（小２） 
あいさつ・歌・ゲームなど

７月26日（金）10:00～10:45
中央公民館（第２研修室）

小学校２年生
30人

⑩ 子ども英語教室（幼稚園） 
あいさつ・歌・ゲームなど

７月26日（金）11:00～11:45
中央公民館（第２研修室）

５歳児園児
30人

⑪

親子理科教室
－楽しい実験と科学工作－
てこを使った実験と工作、電
気に関する実験と工作 など

８月２日（金）９:00～11:30
中央公民館（視聴覚室）

小学生と保護者
32組
※必ず親子で参加し

てください 

材料費300円
斎藤 賢之輔
(神戸市立青少年
科学館サイエンス
コーディネーター）

⑫

小学生のためのロボット
教室
ロボットのお話、ロボッ
ト（模型自動車）の組み立
て、動かしてみよう

８月８日（木）９:30～12:00
中央公民館（大ホール）

小学校４年生～
６年生　30人
※保護者が参加する

場合は小学校１年
生～３年生も参加
できます

無料
（組み立てた模型自
動車は回収します）

森山 潤
（兵庫教育大学 
大学院教授）

⑬ 日本語検定チャレンジ教室
日本語検定の練習問題

７月30日（火）10:00～11:30
中央公民館（第２研修室） 小学生～大人 無料 教育委員会

▶問合せ　学校教育グループ☎０７９（４３５）０５４５▶申込み・問合せ　郷土資料館☎０７９（４３５）５０００

▲子ども料理教室 ▲ロボット教室▲理科教室

古代窯▶

45
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子育て支援センターの 夏休みの催し

2013 夏2013 夏 なつやすみ特集なつやすみ特集

子育て支援センターの 夏休みの催し 加古郡リサイクルプラザの 夏休みお助け工房加古郡リサイクルプラザの 夏休みお助け工房

夏休み下水道施設見学会
加古川流域下水道管理事務所　加古川下流浄化センター

　夏休みの宿題（工作）を助けてくれるスタッフがここにいます！いろんな
モノ作りにチャレンジしてみよう。大人の方の参加も大歓迎です。
▶対象　播磨町または稲美町に在住の小学生以上の方
▶申込開始日　７月８日（月）８：30受付開始

※ただし、開催日が太字になっている７月20日（土）より早い催しについ
ては、すでに申し込みを受け付けしています。

▶申込方法　電話でリサイクルプラザまでお申し込みください
※予約制です。それぞれ定員になり次第受け付けを終了します。
※予約は、一家族につき２日までとさせていただきます。

コース名 日程 時間 定員 費用
①オリジナル風鈴作り　大人気の風鈴の絵付けです。
涼しい音色が人気を呼んでいます。何を描くかデザイ
ンや絵などを考えておいてください

７月27日（土）、28日（日）
８月10日（土）、11日（日）、
17日（土）、18日（日）

9:30～12:00 10人
300円

13:30～16:00 10人
②ペットボトル工作　ペットボトルを利用して貯金箱
などを作ります

【持ち物】500mlペットボトル２本

８月７日（水）、14日（水）、
21日（水） 9:30～12:00 15人

100円
７月24日（水） 13:30～16:00 15人

③紙すき はがき＆万華鏡作り　牛乳パックを利用し
た紙すきではがきと万華鏡を作ります

【持ち物】バスタオル１枚

７月27日（土）
８月10日（土）、17日（土） 9:30～12:00 15人 300円

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。こわしたくない人はお金が貯まるかも。
何を描くかデザインや絵などを考えておいてください

７月25日（木）、26日（金）
８月15日（木）、16日（金）

9:30～12:00 10人
300円

13:30～16:00 10人

⑤ガラスのリメイク（２人１組）　熱で柔らかくした
ガラスびんを加工し、オリジナルグラスを作ります。
おひとりでも参加OKです ※小学校４年生以上対象
※作品は後日の引き渡しとなります。

７月６日（土）、７日（日）、
13日（土）、14日（日）
８月31日（土）
９月１日（日）

9:30～10:40 2組4人

500円
10:50～12:00 2組4人
13:30～14:40 2組4人
14:50～16:00 2組4人

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※作品は後日の引き渡しとなります。８月３日（土）、４日（日）

9:30～12:00 ８人
300円

13:30～16:00 ８人
⑦ガラス製ぶんちん作り（サンドブラスト）　ガラスの
ぶんちんに砂を吹き付け加工し、自分だけのぶんちん
を作ります

８月２日（金）、23日（金）
9:30～12:00 10人

500円
13:30～16:00 10人

⑧古着でリフォーム　古着や布切れを使って、おしゃ
れなティッシュケースを作ります

【持ち物】古布２種類（約50㎝×50㎝）、裁縫道具、ボタ
ン２つ（直径約２㎝の物）

８月８日（木） 9:30～12:00 10人 100円

⑨判子作り（サンドブラスト）　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24日（土）、25日（日）
9:30～12:00 10人

300円
13:30～16:00 10人

⑩花瓶作り　ガラスで作った花瓶に絵付けをします。
何を描くかデザインや絵などを考えておいてください ８月８日（木）、９日（金）

9:30～12:00 10人
300円

13:30～16:00 10人
⑪牛乳パック工作　※小学校３年生以下のお子様は親
子で参加してください。牛乳パックから椅子を作ります

【持ち物】牛乳パック数枚、着古したTシャツ２枚と古
布２枚（約50㎝×50㎝）

７月28日（日）
８月17日（土） 13:30～16:00

親子5組
（一人で

も可）
100円

⑫ガラス製時計作り　※作品は後日の引き渡しとなりま
す。板ガラスに模様をつけて、自分だけの時計を作ります

【持ち物】白い紙にデザインや絵などを描いておいてく
ださい（約20㎝×20㎝）

７月20日（土）、21日（日）
9:30～12:00 ８人

500円
13:30～16:00 ８人

⑬ペーパークラフト作り　再生紙を使って手編みのカ
ゴを作ります

【持ち物】洗濯バサミ（小）10個

７月24日（水）、31日（水）
８月９日（金）、16日（金） 9:30～12:00 10人 300円

北部子育て支援センター  子育て講座「パパと一緒に運動あそび」
　年齢に応じたダイナミックな動きを入れながら、子どもと一緒に体を動かして遊び
ます。さあ、パパの出番ですよ。子ども時代に戻ってわが子に負けないくらい楽しい
時間を過ごしませんか？ママやおじいちゃんおばあちゃんたちの参加も大歓迎です。
　事前の申し込みが必要です。
　詳しくは、北部支援センターの掲示板、チラシなどでお知らせします。
▶持ち物　名札、水分補給用の水筒、汗ふき用タオル、手ふき用タオル

※動きやすい服装でご参加ください。
▶申込み・問合せ　北部子育て支援センター☎０７８（９４４）０７１７
　※駐車場が少ないので、徒歩・自転車でお越しください。

内容など（指導者） 日時 対象・定員 申込方法など

運動遊びなど
（スポーツクラブ21はりま）

７月13日（土）
10：00～11：15

町内在住のおおむね１～３歳の子
どもと父親（母親、祖父母も可）
先着25組

７月１日（月）９：00
受付開始（電話可）

運動遊びなど
（スポーツクラブ21はりま）

８月31日（土）
10：00～11：30

町内在住のおおむね４～８歳の子
どもと父親（母親、祖父母も可）
先着25組

８月２日（金）９：00
受付開始（電話可）

体操・ストレッチ・ダンスなど 12月26日（木）
10：00～11：30 ８月以降の申し込みについては、広報はりまでお知らせし

ます運動遊びなど
（スポーツクラブ21はりま）

１月11日（土）
10：00～11：30

南部子育て支援センター  
地域交流手作り会　「くるくるレインボーとのぼるアニマルづくり」
　地域の方々と一緒に手作り会をします。今回は、き
らきら光る不思議なおもちゃを作って遊びます。お友
達も誘っていっしょに遊びましょう。
▶日時　８月27日(火)10：00～11：30
▶場所　南部子育て支援センター

▶対象　小学生（保護者同伴であれば就学前の子ども
でも参加できます）
▶定員　先着20人　　▶費用　100円
▶申込み・問合せ　７月１日（月）９：00受付開始
　費用を添えて申し込んでください
　南部子育て支援センター☎079（437）4188

▶日時　７月27日（土）10：00～12：00　雨天決行
▶場所　加古川下流浄化センター
　　　　※現地集合でお願いします。
▶内容　下水処理の説明、下水処理施設の見学
▶募集人数　先着60人　

※小学生以下は保護者同伴とし、保護者も含めて
合計60人とします。

▶申込み・問合せ　参加費は無料です。７月１日
（月）～19日（金）の期間中に直接電話で加古川下流
浄化センターへお申し込みください
加古川流域下水道管理事務所
加古川下流浄化センター
☎０７９（４２４）１３１３

　（8：45～17：30　土・日曜日、祝日を除く）

　“下水道”は、きれいな町や川、そして海を守るために大切な役割を果た
しています。家庭から出る汚水をどのようにして、きれいな水にもどして
いるかご存知ですか？
　加古川下流浄化センターで、施設見学会を開催します。この機会にぜひ
お越しください。参加者には参加記念品をプレゼントします。

▶申込み・問合せ　リサイクルプラザ☎０７９（４３７）７６７１▶問合せ　南部子育て支援センター☎０７９（４３７）４１８８
　　　　　北部子育て支援センター☎０７８（９４４）０７１７
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