
令和元年度 夏休み体験教室 ＆ 子ども体験くらぶ  参加申込書 

 

【日 程】８月２４日（土）午前１０時～ 

【内 容】こんにゃくづくり 

【募集組数】先着１０組 

（1 組：こども 1 名、保護者 1 名） 

【参 加 費】１組 2,000 円 

コンニャクのおみやげ付き 

【持 参 物】エプロン、三角巾、飲み物 

【開催場所】ふれあいの郷みうち若杉館 

【申込締切】７月３１日（水） 

★お問い合わせ・お申込み 

〒679-5335 佐用町海内 63 

 ふれあいの郷みうち若杉館 

TEL：85-0003／FAX：85-0003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  お名前 

（フリガナ） 希望コース 日 程 

                           
男 ・ 女 ｺｰｽ 月  日（ ） 

② 学校・学年           小学校       年 

③ 住 所 佐用町               番地 
ｺｰｽ 月  日（ ） 

④ 電話番号 
自宅 （      ）    － 

携帯（緊急時連絡先）      —      －  

ｺｰｽ 月  日（ ） 
⑤ 保護者名 ○印  

⑥参加される
保護者名 

 
（保護者の参加が必要なコースや、保護者も参加可能なコースで、保護者の参加申し込みする場合のみご記入ください。 

付き添いや見学の場合は記入しないでください。） 

 
【日 程】８月１日（木）午前１０時～ 

【内 容】そば打ち体験   そばのおみやげ付き 

【募集組数】先着１０組（最大２０名まで） 

（1 組：こども 1 名、保護者 1 名） 

【参 加 費】１組 2,３00 円 

（こども１名追加につき 800 円） 

【持 参 物】エプロン、三角巾、飲み物 

【開催場所】味わいの里三日月 

【申込締切】７月２６日（金） 

★お問い合わせ・お申込み 

  〒679-5134 佐用町乃井野 1266 

味わいの里三日月   （火曜定休） 

ＴＥＬ：79-2521／ＦＡＸ：79-2658  

 

【日 程】７月２１日（日） 

午前９時～午前 11 時ごろ 

※受付：午前８時３０分～ 

【内 容】高年大学上月陶芸部の指導で、自由に作品を 

作ります（１人あたりコップかお茶碗２個程 

度）。素焼き後の色付けは８月１8 日（日）午 

前９時から行います（終了は午前 11 時ごろ）。 

（希望により 11 月の文化祭に出品する予定です） 

【募集組数】先着１５組 

【対 象 者】町内の小学生、保護者 

      ※お子様だけの参加も可 

【参 加 費】子ども１人 1,100 円 

      大 人１人 3,100 円 

（例：親子２名の場合は 4,200 円） 

【持 参 物】タオル、飲み物、エプロン 

（汚れてもよい服装で） 

【開催場所】JR 上月駅に併設の陶芸室 

★お問い合わせ・お申込み  教育委員会生涯学習課 

 TEL：82-3336／FAX：82-0313 

★申込締切  ７月１6 日（火） 

 

 

 

【日 程】①７月２５日（木） 

②８月 １日（木） 

それぞれ午前９時～正午ごろ 

【内 容】湯飲み、お皿などを作ります。 

完成品は後日お渡しします。希望者は、後日 

色付けをすることもできます。 

【募集人数】各日 先着１０人 

【対 象 者】町内の小学生 

【参 加 費】子ども１人 600 円 

【持 参 物】タオル、飲み物（汚れてもよい服装で） 

【開催場所】三日月陶芸センター 

     （三日月中学校裏・もくもく村木工館隣り） 

 

★お問い合わせ・お申込み 

  教育委員会生涯学習課 

 TEL：82-3336 

 FAX：82-0313 

★申込締切 ①７月１８日（木） 

      ②７月２５日（木） 

【日 程】８月３日（土） 午前 10 時～正午ごろ 

【内 容】木の枝でピノキオのあやつり人形を作ろう 

    ※「ピノキオ」って知ってる？調べておいてね！ 

【対 象 者】 町内小学生と保護者 

【募集組数】先着１０組 

【参 加 費】子どもと保護者２人１組１,２00 円（材料費込み） 

【持 参 物】タオル、飲み物、カラーペンや絵の具、筆記用具 

【そ の 他】必ず運動靴と作業しやすい服装で来てください。 

【開催場所】三日月木工加工施設（もくもく村木工館） 

★お問い合わせ・お申込み  三日月木工加工施設（もくもく村木工館） 

TEL・FAX：７９－２６０４ 

★申込しめきり ７月２６日（金） 

右の申込書に、希望コース・希望日・住所などの必要事項を記入し、 
それぞれの申込み先までご持参もしくは FAX にてお申し込みください。 

 

 
【日 程】８月３日（土）午前 10 時～ 

【内 容】ブルーベリーのジャムづくり 

【募集組数】先着５組 

（1 組：こども 1 名、保護者 1 名） 

【参 加 費】１組 1,500 円 

 ブルーベリージャムのおみやげ付き 

【持 参 物】エプロン、三角巾、飲み物 

【開催場所】ふれあいの里上月加工施設 

【申込締切】７月２５日（木） 

★お問い合わせ・お申込み 

〒679-5514 佐用町福吉 674-1 

ふれあいの里上月 

TEL：87-0008／FAX：87-0447   

 
【日 程】８月２５日（日）午前１０時～ 

【内 容】ひまわり油しぼりと軽食 

【募集組数】先着４組 

（1 組：こども 1 名、保護者 1 名） 

【参 加 費】１組 1,500 円 

  ひまわり油 90g１本おみやげ付き 

【持 参 物】エプロン、三角巾、上履き、飲み物 

【開催場所】南光ひまわり館 

【申込締切】８月９日（金） 

★お問い合わせ・お申込み 

〒679-5227 佐用町船越 232-1 

南光ひまわり館  （月曜定休） 

TEL：77-0766／FAX：77-0767  

佐用農産物直売所連絡協議会 光都農業改良普及センター 佐用町 

ひひままわわりり油油ししぼぼりり体体験験ココーースス 

ブブルルーーベベリリーーののジジャャムムづづくくりりココーースス 手手作作りりここんんににゃゃくくココーースス 

そそばば打打ちちココーースス 

●各コースとも申込締切にご注意ください。また定員になり次第締切りますので、ご了承ください。 

●いずれの事業も、「広報さよう」の記事や「佐用チャンネル」の番組用に、撮影や取材

をする場合があります。ご了承ください。 

きりとり 



 

 
【日 程】７月２６日（金）午前１０時～ 

【内 容】ソーラーカーをつくって電気と光について学ぼう！ 

【募集人数】先着１０人 

【対 象 者】町内の４年生以上の小学生   

【申込締切】７月１８日（木） 

【持参物】飲み物 

【参 加 費】1,000 円       

【開催場所】さよう文化情報センター 会議室１ 

 

★お問い合わせ・お申込み  役場企画防災課 

 TEL：82-0664／FAX：82-0492 

 

電電子子工工作作ココーースス 

 

 

 

裏面の申込書に、希望コース・希望日・住所などの必要事項を記入し、 
それぞれの申込み先までご持参もしくは FAX にてお申し込みください。 

 

●各コースとも申込締切にご注意ください。また、定員になり次第締切りますので、ご了承ください。 

●いずれの事業も、「広報さよう」の記事や「佐用チャンネル」の番組用に、撮影や取材

をする場合があります。ご了承ください。 

 競技スポーツに比べ「ニュースポーツ」は、ルールがやさし
い、運動量が適度、年齢を問わずだれでもできるという特徴が
あります。 
 子どもと大人が一緒になって遊べる種目もたくさんあるの
で、親子でわいわい楽しめ、親子間のコミュニケーションの場
にもなります。 

 冬季オリンピック競技に採用さ

れているカーリングを基に開発さ

れた、いつでも楽しめる競技です。 

 ローラー付の木製ストーンは心

地よい衝撃音があり、大人と子ど

もでハンディがなく一緒になって

楽しめます。ストーンをターゲッ

トストーンにいかに近づけるかを

競うスポーツです。 

直径 122cm・重さ 1kg という巨

大で軽いアドバルーンのようなボー

ルを床に落とさないよう、チームで

協力し合う競技です。 

運動神経を磨き、競うような記録

主体の競技とは違い、「励まし、助け

合い、感動の共有や協調性を高める」

ことを大切にするスポーツです 

フロアカーリング 

ニュースポーツとは・・・ 

キンボール 

『競い合うことより“楽しむ”ことを重視！』 

 
 

【日   程】８月８日（木）午後７時～午後８時半ごろ 

【内  容】フロアカーリング 

      キンボール  

【募集人数】５０名 

【対 象 者】町内の小学生、保護者 

※お子様だけの参加も可 

【申込締切】７月２９日（月） 

【持 参 物】運動しやすい服装、運動靴、タオル 

      飲み物 

【参 加 費】１００円 

【開催場所】佐用小学校体育館 

【そ の 他】参加賞あり 

 
★お問い合わせ・お申込み  教育委員会生涯学習課 

 TEL：82-3336／FAX：82-0313 

親親子子ニニュューーススポポーーツツ体体験験ココーースス 

 

実施スポーツの詳細は

左面をご覧ください。 


