
雲南の自然体験・宿泊

日本の夏

プロフェッショナル 職場体験 プロフェッショナル～職場体験～テレビ局編
「うんなん夢ネットを探検しよう！」

●参加費：無料
●定　員：10名（先着順）
●申込先：海洋センター

うんなん夢ネットを探検して、番組の打合せ、取
材、収録、編集、番組放映の仕組みを体験しよう !!

持ってくるもの
水筒、筆記用具、
上履き、タオル

8/1（火）10:00～12:00

うんなん夢ネット
※現地集合・現地解散

要申込 7/27（木）締切 2
スタンプ

持ってくるもの

ゆかた、帯

ゆかたの着付けを覚えよう！

●参加費：無料　●定　員：15名　●申込先：チェリヴァホール

今年の夏まつりに向けて、自分で浴衣
を着れるようになりませんか？親子で
も参加 OK！日本ならではの浴衣・作
法などを体験しよう！

7/20（木）14:00～16:00

チェリヴァホール

1
スタンプ

● 夏休みスペシャル教室の申し込み受付開始は
 ７月19日(水)から！！
　 ※準備の関係上、すでに受付開始しているものもあります。ご了承ください。

持ってくるもの
汚れても良い服装（長袖、長ズボン、長靴）、帽子、飲み物、スコップ、魚とり網（あれば）

いわくら水辺の教室
～てづくりビオトープで自然や水の生きものと遊ぼう～

●定　員：10名　 ●申込先：ラメール

去年みんなで作った「ビオトー
プ」（水辺の生き物の住む池）
で遊ぼう！カエルつりをした
り、メダカやドジョウなどの
水辺の生き物を観察しよう！

7/27（木）、8/18（金）
9：30～10：30

加茂岩倉遺跡第2駐車場

1
スタンプ

2
スタンプ

要申込 開催日の 3日前締切

気軽にアーティスト気分夢かなえるけん

世界のいろいろな遊び

アドベンチャーキャンプ～自然とふれあい、夏を満喫！～

●参加費：詳しくは加茂海洋センターまで
●定　員：30名 ●申込先：海洋センター

川流れ、サバイバルゲーム、星
空観測、アイスクリームづくり
などワクワク体験がたくさんあ
るよ !! 参加費、日程など詳しく
は加茂海洋センターまで

持ってくるもの
詳しくは加茂海洋センターまで

要申込 7/24（月）締切
8/4（金）～6（日） 2 泊 3日

加茂中央公園 ふれあいの丘

3
スタンプ

持ってくるもの
別紙ちらしをご覧ください。

尾原ダム☆おろちっこアドベンチャーワールド
尾原ダムに行ったことあります
か？今回はダムでカヌーに乗った
り、竹筒でご飯を炊き、自分たち
で焼き肉の「たれ」を作ったりと、
すべてみんなで協力して体験する
自然合宿です。お楽しみに！

2
スタンプ

●参加費：4,000 円　　●定　員：30名
   （体験費・食材費・保険費込）　●申込先：チェリヴァホール

8/22（火）～23（水） 1 泊 2日

尾原ダム 宿泊先：尾原地域づくり
　　　　支援センター

要申込 8/15（火）締切 対象:小学校
1年生以上

夏休みの自由研究の課題にピッ
タリ！松江のプラバホールある大
きなパイプオルガンについて探
検しながら勉強するよ♪行き帰
りはラメールからバスが出ます。

●参加費：子ども 300円（保険料込）
　　　　　大　人 500円

●定　員：８名
●申込先：チェリヴァホール

持ってくるもの
飲み物

オルガン探検隊 inプラバホール

8/18（木）１２:３０～１６:００
松江市総合文化センター
プラバホール

要申込 7/26（水）締切 1
スタンプ

1
スタンプわくわくドラム教室

わくわくドラム教室は、年間の
お申込みが定員に達しましたの
で、申込みを終了しました。

8/６（日）10:30～11:30
ラメール

みんなでたのしく絵を描こう！

●参加費：無料

8/11（金）
8/12（土）

10:00～12:00
10:00～12:00 1

スタンプ
クレヨンや絵の具を使っていろんな
絵を書くよ！自由にいろんなものを
描いてみよう♪天気が良ければ野外
写生します。

古代鉄歌謡館

中学3年生プログラム

持ってくるもの
2 年・3年の教科書、ノート、筆記用具、辞書

ミスター・ニモダの英語クリニック
【中学3年生教室】

●参加費：無料
●定　員：8名
●申込先：ラメール

学校の授業で習わないような英語学習のちょっとしたコツを『ニモダ式』で
教えます。効果的な勉強方法を身につけて成績アップのチャンスです！お友
達との参加も歓迎です。高校受験に備えて基礎をしっかり見直しましょう。8/7（月）、21（月）、22（火）、28（月）

18:00～20:30

ラメール

1要申込 教室の3日前

修行で鍛える心・技・体

持ってくるもの
詳細はアスパルまで

峯寺で修行体験

●参加費：3,000 円　●定　員：15名

三刀屋町にあるお寺「峯寺」で、座禅や朝
のおつとめなどの修行体験をしてみよう！
カレーを作ったり、夜は肝試しもするよ！
参加費、日程など詳しくはアスパルまで。
専用の申込用紙でお申し込みください。

8/17（木）～18（金）
17日 14：00集合 18日 11：30解散予定

峯寺、遊山荘（三刀屋町）
※集合・解散／アスパル

2
スタンプ要申込 8/9（水）締切

★雲南の自然体験・宿泊
★キャンプリーダー募集！！（中学生ボランティアスタッフ）

子どもＢ＆Ｇ新聞社

山陰中央新報の先生に新聞の作り方
を教えてもらおう !! 取材の仕方、記
事の書き方などをプロに教わろう !!

持ってくるもの
水筒、筆記用具、上履き、タオル

●参加費：無料
●定　員：15名（先着順）
●申込先：海洋センター

7/27（木）10:00～12:00

ラメール 第2会議室 2
スタンプ

要申込 7/24（月）締切

持ってくるもの
弁当、水筒、筆記用具、上履き、タオル、着替え

プロフェッショナル～職場体験～雲南消防署編
「雲南消防署１日入隊」

●参加費：300円（保険料）
●定　員：20名（先着順）
●申込先：海洋センター

雲南消防署に 1 日体験入隊をしよう !!
消防車や救急車の見学や、本格的な救助
訓練を見たり、実際に放水体験もする
よ !! 子ども消防団を結成して、消防の仕
事を体験しよう !!

7/31（月）10:00～16:00

雲南消防署
※現地集合・現地解散

2
スタンプ

要申込 7/25（火）締切

プロフェッショナル～職場体験～ザ・フレンチ編～
「ビストロUNNAN」

●参加費：子ども1,000円、大人1,300円
●定　員：20名（大人含む）
●申込先：チェリヴァホール

持ってくるもの
エプロン、三角巾

8/8（火） 9:30 ～ 14:00

かもてらす

要申込 定員になり次第締切
大人気教室が返ってきた！今回はお家
で簡単に作れるおいしいパスタとお魚
をつかったフランス料理にチャレンジ！
夏休みに1つ、料理を覚えてみよう！

2
スタンプ

プロフェッショナル～職場体験～雲南警察編
「科学捜査で容疑者を探し出せ！！」

●参加費：無料
●定　員：15名（先着順）
●申込先：海洋センター

事件が起きたときはどんな風に容疑者を捜し出
すの？手ががりを集めて容疑者を捜し出そう !!

持ってくるもの
弁当、水筒、筆記用具、タオル

8/10（木）10:00～15:00

ラメール ふれあいホール

2
スタンプ

要申込 8/4（金）締切

白バイの
デモンストレーションが
見れるかも！

自然がいっぱい上久野満喫バスツアー

●参加費：300円（保険料）
●定　員：20名
●申込先：大東体育館

大東体育館からバスで上久野桃源郷へ遊
びに行くよ！水遊びや虫取りを楽しもう！

要申込 ７月27日（木）締切

持ってくるもの
動きやすい服装、着替え、飲み物、タオル、

軽食、その他各自必要なもの（虫取りあみなど）

2
スタンプ

8/3（木）13:00～16:00
上久野桃源郷

だいとう星座観察

●申込先：大東体育館

天体望遠鏡を使って、満天の星空を観
察しよう。夏の大三角やさそり座のほ
か、様々な星座が見ることができます。
運がよければ、流れ星が見ることがで
き、願い事が通じるかもしれないよ!

要申込 8/18（金）締切

8/24（木）19:30～21:00
大東交流センター
※雨天時は室内で星座について教えてもらえるよ！ 1

スタンプ

●参加費：無料

ンンンンプププンプン

対象:中学
３年生

DAITO BASEBALL STADIUM 硬式野球プロジェクト

●参加費：800円　　●定員：30名　●申込先：大東体育館
　（スポーツ安全保険加入費用）

これからも野球を続けた
い！！硬式野球を体験できる
教室です！社会人硬式野球
チームから打撃や守備、硬式
野球の魅力を学ぼう！

9/17（日）9:00～12:00【打撃編】
9/24（日）9:00～12:00【守備編】

大東公園 野球場

要申込 9/7（木）17：30締切
持ってくるもの

ユニフォーム、スパイク
ミット、飲み物、タオル

お知
らせ

w a k u w a k u k y o u s h i t s u

あやかさんの夢を叶えます !! 焼きたてパンのいい香りに
包まれながらパン作りに挑戦しよう !!

2
スタンプ

夢かなえるけん
あやかさんの夢～パン屋さんになってみたい !! ～

8/18（金） 10:00～12:00（９：４５現地集合）

杜のパン屋
（雲南市木次町寺領 2954-2）

●参加費：300円（保険料）
●定員：３名
●申込先：海洋センター

持ってくるもの
エプロン
三角巾
マスク
飲み物
タオル

レッツ！チャレンジリバー

●参加費：150円（保険料）
●定　員：10名
●申込先：大東体育館

暑い夏！川遊びは楽しいぞ～！
吉田・掛合の自慢の【川】を使っ
た体験教室です。ライフジャ
ケットを着て一緒に遊ぼう !!

≪バス停≫「掛合の里」
行き：吉田大東線 12：20「掛合の里」着
帰り：吉田大東線 16：00「掛合の里」発

7/25（火）13:00～16:00
道の駅「掛合の里」

要申込 7/23（日）17：30締切

持ってくるもの
水遊びができる服装、タオル、

帽子、着替え、水筒

対象:小学
４年生以上

キョロパス

森の工作 in吉田グリーンシャワーの森

●参加費：600円 (材料・昼食)
●定　員：25名
●申込先：チェリヴァホール

キョロパスを使って、吉田グリーンシャ
ワーの森へ行こう！バス停を降りたらス
タッフと一緒に町を歩き、鉄の歴史資料
館、そしてグリーンシャワーの森まで行き
ます。木片を使った工作教室やお昼は特
製カレーをご用意しています。
※カレーは少しスパイシーです。

要申込 7/25（火）締切
8/3（木）10:40 ～ 16:00
吉田グリーンシャワーの森

持ってくるもの
飲み物、帽子、動きやすい服装、
作った作品を入れることが出来る袋 1

スタンプ

キョロパス

要申込 定員になり次第締切 対象:小学校
３年生以上

プロフェッショナル～職場体験～木の匠編
「木の匠になろう」

●参加費：1000 円（材料費）
●定　員：10名
●申込先：海洋センター

現代の名工舟木清さんから木にま
つわる不思議や木工の技を教えて
もらおう。今回はあたたかな光を
放つ行灯（あんどん）作りをするよ。

持ってくるもの
水筒、タオル

7/28（金）9:00～12:00

ラメール 第１会議室

要申込 7/25（火）締切

2
スタンプ

写真はイメージです

1
スタンプ

わくわく将棋名人！
8/26（土）10:00～12:00

チェリヴァホール

７月から「将棋」で遊ぶ教室がスタート！
先生と一緒に、将棋で遊ぼう！
●参加費：無料
●申込先：チェリヴァホール

ちびっ子忍者に変身でござる！～中野たんけんの森で忍者修行の段！～
●参加費：200円（材料費）　●定　員：10名
●申込先：ラメール

この町の平和を守るため、強くて優しい忍者に
なってくれる人を募集します。竹やぶを探検し
たり、お寺で筆を使って巻物を書いたり、忍者に
なるための、心と体の修行をするよ。我こそは、
忍者、というお友達！ぜひ挑戦してくれたまえ！ 

8/21（月）
９：00～14：00
中野たんけんの森
（中野交流センター集合）

要申込 8/14（月）締切 1
スタンプ

持ってくるもの 着替え、運動靴、帽子、タオル、飲み物、お弁当、汚れた服を入れるビ ニール袋、
汚れてもいい長そで・長ズボンで来てね

11

～パン屋さんになってみたい !! ～

サイエンスプログラム
わくわくサイエンス
①夏の星座観察
②動物の体の不思議

●参加費：50円
●申込先：ラメール

自然や身近なところにある理科の不思議を楽しく知ろう！

①７/25（火）19:30 ～ 21:00
②８/5（土）10:00 ～ 12:00

①奥出雲多根自然博物館
②ラメール

対象:小学校
5・6年生のみ

要申込 各教室の1週間前

ゆーきどんの手品屋さん夏休みスペシャル
手品を見るだけじゃなく、自分でもやってみるよ。ちょっと
したコツを練習すればだれでもできるようになる手品がたく
さん！夏休みの間に覚えて、お友達やお家で披露しよう！

8/10（木）9:30 ～ 11:00

チェリヴァホール

1
スタンプ

●参加費：無料　●申込先：チェリヴァホール

うまとぼくの夏休み inさくらおろち牧場

●参加費：700円（保険料込）
●申込先：チェリヴァホール

うまはとってもやさしい動物で
す。うまと仲良くなって一緒に
おさんぽや乗馬ができるよ。

要申込 8/18（金）締切

8/20（日）14:00～15:30

さくらおろち牧場
（木次町平田）

持ってくるもの
飲み物、帽子、

動きやすい服装、靴

1
スタンプ

親子で生伴奏に合わせたスキンシップ
マッサージや、様々な楽器でリズム遊び
をします。

●参加費：無料
●申込先：ラメール

8/５（土）10:30 ～11:30 ラメール

親子の音楽リラクセーションサロン
要申込 8/3（木） 締切

1
スタンプ

古代鉄歌謡館
かぐら笛を吹こう♪
ピーヒャラ ヒャラリコ楽しいぞ！

8/6（日）
7/29（土）10:00 ～ 12:00

10:00 ～ 12:00 1
スタンプ

神楽笛教室
●参加費：無料

●参加費：無料　●定　員：2名　●申込先：ラメール

7/22（土）10:30～11:30

ラメール

フルート教室
本物のフルートを近くで見て、
触って、音を出してみよう♪楽
器がなくても、大丈夫！気軽に
ご参加ください。1

スタンプ

要申込 7/20（木） 締切

1
スタンプ

8/13（日）10:00 ～ 12:00
俳句道場

五 七 五

古代鉄歌謡館 ●参加費：無料

俳句だよ
みんなでチャレンジ
５,７,５（ゴーシチゴ）

ゼロからはじめる民謡教室～伝統芸能にチャレンジ！～

民謡っておもしろい！声の出し方や尺八、三味線の音の出し方が優しく
一から分かる教室！親子参加も大歓迎♪
※楽器も無料で貸し出しますので、お気軽にご参加ください。

三味線 … 7/22（土）、8/5( 土 )、8/26( 土 )
尺　八 … 7/29（土）、8/12( 土 )、8/26( 土 )
唄　　 … 8/6（日）、8/20( 日 )
１０:００～１１:００
ラメール

要申込 各教室の3日前締切

1
スタンプ


