
土 月

7/10(月)～7/10(月)～7/10(月)～

ワクワクコラボレーション事業 共同イベント

（先着順※お店ごとに定員あり）（先着順※お店ごとに定員あり）（先着順※お店ごとに定員あり）

保護者同伴での受講をお願いします。保護者同伴での受講をお願いします。

同伴で受講下さい。

おじいちゃんおばあちゃんへのやさしさ体験

（会場 : 岡山北商工会一宮支所）

（会場 : 金川病院）

（会場 : 金川病院）



① ③

④ ⑱

⑯ ⑰

⑳⑲⑤

⑧

⑩

⑨

⑥

⑦

7/10(月)～7/10(月)～7/10(月)～
（定員になり次第、締め切ります）（定員になり次第、締め切ります）

たけべ八幡温泉
岡山市北区建部町建部上 510-1

☎（086）722-2500 fax（086）722-2513
【営業時間】9:00 ～ 21:00 【定休日】不定休

お申込み☎ （086）722-2500

建部建部
ゼミ
会場

ゼミ
開催日

担当･金畑 / 受付時間 9:00 ～ 18:00 定員になり次第〆切ります。

手作りそばを体験してみよう ! !
おそばを作って家族で食べよう。おそばを作って家族で食べよう。

自家製野菜とハーブを使って
ピクルスのプリザーブ（ビン詰め）を作ろう。

チーズクリームを使って､フルーツなどの
入ったおいしいカップケーキを作ってみよう。
チーズクリームを使って､フルーツなどの
入ったおいしいカップケーキを作ってみよう。

たいけん

はじ かわ

チーズクリームを使って
　　　　　　　おいしいカップケーキを作ろう

つか

つく

■対　象 / 小学生全学年
■定　員 / 親子等各３組
■講　師 / 岡本
■材料費 /1,000 円 (5 人前の生地）
■持ち物 / エプロン･帽子 (バンダナ）

小学生全学年
２

■対　象 / 小学生全学年
■定　員 / 親子等各 3組
■講　師 / 江田基宏
■材料費 /200 円
■持ち物 / 筆記用具

生　全学年
5組もしくは10人

500 円

無料
なし

（チーズ･カップ･フルーツ･生クリームなど）
･バンダナ

①9:30 ～ 10:30 ②11:00 ～ 12:00
7/16（日）

①9:30 ～ 10:30
7/16（日）

①11:00 ～ 12:00 ②15:00 ～ 16:00
7/21（金）

7/22（土）

7/31（月）

各 10:30 ～ 12:00

Sunny Day Coffee　(サニーデイコーヒー）

（有）

☎（086）722-0308 fax（086）899-6328

☎（086）724-5150 fax（086）724-5152

【営業時間】10:00 ～ 18:00第 3日曜日 【定休日】火曜･水曜

【営業時間】8:30 ～ 18:00 (土曜9:00 ～ 13:00）【定休日】日曜

・祝日

お申込み☎ （086）722-0308

ゼミ
会場

ゼミ
開催日

担当･江田 / 受付時間 10:00 ～ 18:00 定員になり次第〆切ります。

こどもコーヒー博士になろう！

各 10:00 ～ 11:30

7/29（土）
10:00 ～ 12:00

7/19（水）
13:00 ～ 14:00

コーヒー豆はどこから来るのかな。
どうやってできるのかな。親子でコーヒーを
入れてカフェオレで飲んでみよう。

7/18（火）7/25（火）

そば　河原邸
岡山市北区御津紙工 2248

☎（086）897-7222 fax（086）897-7222☎（086）724-0697 fax（086）724-0697
【営業時間】金･土･日 11:00 ～ 14:00

【営業時間】8:00 ～ 18:00 【定休日】日曜

お申込み☎ （090)9739-4413

御津
ゼミ
会場

ゼミ
開催日

担当･古屋 / 受付時間９:00 ～ 17:00 定員になり次第〆切ります。

僕らは古民家探検隊！そば打ち体験もあるよ！
築 180 年前の古民家で秘密の探検 !?
探検の後は、みんなでおそばを
作って食べよう

うこみんかたんけんたいぼく

はかせ

たいけん

■対　象 /小学生全学年
■定　員 / 親子等各3組
■講　師 /古屋雄吉･片山現市
■材料費 /1000円 (6人前の生地）
■持ち物 /エプロン･キャップ

各 11:00 ～ 12:00

各 10:00 ～ 11:30
7/19（水）7/26（水）

7/15（土）7/23（日）

各 10:00 ～ 12:00
7/18（火）7/17（月） 7/19（水）

各 10:00 ～ 11:00 13:00 ～ 14:00

10:00 ～ 11:30

7/22（土）7/15（土） 7/30（日）

②

200円（ドライフルーツ）

【営業時間】9:00 ～ 17:00

水･木･日･祝

小林

500 円

たいけんかい

５組

中田政洋
安信知尋

7/25（火） 7/22（土）7/21（木）7/28（木）7/20（木）7/27（木）

上道 上道

■対　象 / 小学生全学年
■定　員 / 親子等各５組
■講　師 / 北田健太郎
■材料費 /300 円（針・糸・仕掛けなど）
■持ち物 / のべさお（あれば）

500円
（ピクルスのビン詰め）

エプロン

全学年

全学年

全学年6

200 円

初めての川づりアイス

ハーブでプリザーブしよう !

針やしかけ、えさの選び方、つけ方など
簡単なことを学べます。終了後、近くで
つりをする人は、保護者同伴でお願いします。

針やしかけ、えさの選び方、つけ方など
簡単なことを学べます。終了後、近くで
つりをする人は、保護者同伴でお願いします。

しぼりたての牛乳からおいしいアイスと
カルピスを作って食べて、飲んでみよう !

おかやまけんさん大豆のこなから作った
豆乳でおとうふを作ります。

岡山市北区建部町建部上 60

（とうふ容器･豆乳･にがり）

全学年

カルピス持ち帰り用
ペットボトル1ℓくらい

（アイス・カルピス作り用材料費）

５試食も
あるよ !!
試食も
あるよ !!

7/16（日）

にしざきファーム

いろ

①10:00 ～ 11:30 ②13:00 ～ 14:30
7/24（月）

ゼミ
開催日

①10:30 ～ 12:00 ②14:30 ～ 16:00
7/27（木）

■対　象 / 小学生全学年
■定　員 / 親子等各５組
■講　師 / 成広和朗
■材料費 /100 円（ろ紙など）
■持ち物 / 水性ペン (実験に
　　　　　使いたいものがあれば）

どんな色がかくれてる？
水性ペンにかくれている見えない色を
見てみよう！ペーパークロマトグラフィー
を学べます。金川病院での健康フェスタと
コラボ！他の医療体験も出来ます。

水性ペンにかくれている見えない色を
見てみよう！ペーパークロマトグラフィー
を学べます。金川病院での健康フェスタと
コラボ！他の医療体験も出来ます。

おやこ つく もっこう たの かい

無料
なし

津島護
親子等各 3組
小学生全学年5歳以上

小学生全学年

小林昌子

親子で作る木工を楽しむ会

各 10:00 ～ 11:30
7/22（土）

カナヅチやノコギリを使って、
かんたんなイスを作ろう！
カナヅチやノコギリを使って、
かんたんなイスを作ろう！

簡単な箱をつくることで、木の良さ
つくる楽しさ、道具のつかい方などが
体験できる講座です。

7/20（木）7/24（月） 7/22（土）7/27（木）

とくべつさいばいまい

おかやま りゆう み た まな

☎090-8249-9775 fax（086）724-3948
【営業時間】8:00 ～ 17:00

【営業時間】火･金 10:00 ～ 20:00/月･土 10:00 ～ 17:00

【定休日】日曜

■対　象 / 小学生全学年
■定　員 / 親子等各 4組
■講　師 / 浦上和巳
■材料費 / なし

帽子･水筒･筆記用具

特別栽培米　五城米について
昭和の土作り、稲からお米になるまでの流れ

岡山のブドウがおいしい理由を見て、食べて学ぼう!

田植えのようす、田植え後 1ヶ月の稲の様子
工場見学、コンバイン、トラクター、四季菜選別
の様子、精米、パック詰め。

田植えのようす、田植え後 1ヶ月の稲の様子
工場見学、コンバイン、トラクター、色彩選別
の様子、精米、パック詰め。

ぶどうのなっているところを見て､食べてぶどうの
お話をします。岡山がなぜフルーツの産地になったのか
どうやって育てるのかなど楽しいお話がいっぱいです。

５

真智子

大内盛勢

みりょく くだもの

なし

ドライフルーツの魅力と岡山のおいしい果物

五城米

スコレー

大豆まるごと工房　御津工場
岡山市北区御津平岡西 26-１

岡山市北区横井上83-3エブリイOkanaka津高３F 岡山市北区横井上83-3エブリイOkanaka津高３F

10:30 ～ 12:00

10:30 ～ 12:00

7/15（土）7/29（土）
10:30 ～ 12:00

10:30 ～ 12:00②11:30 ～ 12:30

7/29（土）

☎（086）724-5150 fax（086）724-5152
【営業時間】8:30 ～ 18:00 (土曜9:00 ～ 13:00）【定休日】日曜

090-8249-9775

（086）724-0697

担当･浦上 /受付時間 9:00 ～ 17:00 定員になり次第〆切ります。

たいけん ふくろ

☎（086）255-1788 fax（086）255-1788
【営業時間】10:00 ～ 20:00

■対　象 / 小学生高学年向け
■定　員 / 親子等各 5組
■講　師 / ミセス房子
■材料費 /300 円～ 500 円
（布地・レース・ポンポンテープ他
使い方レシピ）

ミシン体験 あずま袋をつくろう
なんにでも使えてべんりなあづま袋。家庭用
コンピューターミシンを使って作りましょう。
なんにでも使えてべんりなあづま袋。家庭用
コンピューターミシンを使って作りましょう。

手芸の丸十

（086）255-1788

（086）284-2323

担当･新免 /受付時間 10:00 ～ 20:00 定員になり次第〆切ります。

岡山市北区横井上83-3エブリイOkanaka津高１F

たにくしょくぶつ つか かべかけ づく

☎（086）252-8812 fax（086）236-8812
【営業時間】10:00 ～ 20:00

■対　象 / 小学生全学年
■定　員 / 親子等各 5組
■講　師 / 石田有美枝
■材料費 /1,000 円
（額縁･じょうろ･多肉植物･土）

多肉植物を使ったオリジナル壁掛け作り
がくぶちにじょうろを貼り付け、その中に
多肉植物を植え込みます。
がくぶちにじょうろを貼り付け、その中に
多肉植物を植え込みます。

（有）サンフラワー

（086）252-8812
担当･服部 /受付時間 10:00 ～ 20:00 定員になり次第〆切ります。

きせつ き ばな つく

☎080-5612-7527
【営業時間】9:00 ～ 17:00

■対　象 / 小学生低･中学年向け
■定　員 / 親子等各 6組
■講　師 / 砂田芳宏
■材料費 / なし
■持ち物 /ハサミ

季節の切り花でアレジメントを作ろう
季節の切り花をつかって、かわいいアレンジメントを
作ってみよう！作ったアレジメントは持って帰れるから
家族みんなに自慢できるよ！

砂田園芸

五果苑

080-5612-7527
担当･砂田 /受付時間 9:00 ～ 17:00 定員になり次第〆切ります。

岡山市北区尾上 273-2

やさい しょくいくたいけんた

☎（086）284-1807 fax（086）284-1807
【営業時間】7:30 ～ 19:00

■対　象 /3 歳～小学生
■定　員 / 親子等各６組
■講　師 / 永木香織
■材料費 /1,000 円（食材費）
■持ち物 /エプロン･手ふきタオル
　　　　　水筒

野菜をおいしい！と食べちゃう食育体験♪
自分でごはんをつくったことありますか？
野菜をちぎったり、ごまをすったり、ごはん
づくりってたのしいよ！みんなで作って
食べてみよう !

食育こどもえんはぐっこ いちのみや園

090-7774-4800
担当･永木 /受付時間９:00 ～ 18:00 定員になり次第〆切ります。

岡山市北区尾上 273-2 岡山北商工会一宮支所/岡山市北区楢津650－1
（岡山市北区尾上690）

成広薬局金川店
金川病院/岡山市北区御津金川449番地

（岡山市北区御津金川449-2）

（有）スコレー
金川病院/岡山市北区御津金川449番地

（岡山市北区御吉尾 447）

てづく ふしぎ

☎（086）284-1807 fax（086）284-1807

☎（086）297-6835 fax（086）297-6837 ☎（086）297-0070 fax（086）297-0080

【営業時間】7:30 ～ 19:00

■対　象 /４歳～小学生
■定　員 / 親子等各６組
■講　師 / 藤原拓史
■材料費 /1,000 円（食材費）
■持ち物 /エプロン･手ふきタオル
　　　　　水筒

手作りとうふって不思議 ! おいしい♪
とうふって何からできているのかな？
みんなでとうふを手作りしてみよう！まほうの
液で固まる不思議！おいしさにびっくり！を
体験しよう！

食育こどもえんはぐっこ いちのみや園

090-7774-4800
担当･永木 /受付時間９:00 ～ 18:00 定員になり次第〆切ります。

7/17（月）7/20（木）
11:00 ～ 12:00

岡山市北区芳賀 5385-6

おやこ もも つく

☎090-8364-7700
【営業時間】10:00 ～ 18:00 【定休日】水曜

■対　象 / 小学生全学年
■定　員 / 親子等各 5組
■講　師 / 市川俊美
■材料費 /300 円（食材費）
■持ち物 /エプロン（必要であれば）

親子で桃パフェ作っちゃおう！
親子で力を合わせて､おいしい白桃の
パフェを作りましょう！
親子で力を合わせて､おいしい白桃の
パフェを作りましょう！

090-8364-7700
担当･市川 /受付時間 10:00 ～ 18:00 定員になり次第〆切ります。

（株）岡山チャイルド社

7/15（土）
10:00 ～ 11:30

7/16（日）
9:30 ～ 11:30 9:30 ～ 11:30

7/17（月）

岡山市東区沼 1309-1

えほん

【営業時間】8:00 ～ 18:00 【定休日】日･祝日

■対　象 /3歳～6歳（兄弟さんもご一緒に）

■定　員 / 親子等各６組
■講　師 / 沖晃一・山本成洋
■材料費 / なし
■持ち物 /布かばん
　（絵本＆綿菓子を持って帰って頂きます）

絵本 de あ・そ・ぼ・う☆
☆絵本がもっと×２身近な存在になってほしいです。
太陽の下でおしゃべりしながら、絵本にも触れて
みませんか？お父さんにも是非参加して頂きたいです。
（絵本＆綿菓子のプレゼントあります。）

090-7970-4237
担当･山本 /受付時間 12:00 ～ 13:00※ショートメールでしたら 6:00 ～ 21:00 まで。定員になり次第〆切ります。

小規模多機能ケアホステル･ナイスデイ

7/21（金）7/28（金）
11:30 ～ 13:30

岡山市東区平島 321-2

たいけん

【営業時間】8:00 ～ 17:00 【定休日】なし

■対　象 / 小学生全学年
■定　員 / 親子等各 5組
■講　師 / 赤木佳守子
■材料費 /200 円（お食事代）
■持ち物 /エプロン（上履き）

おじいちゃん･おばあちゃんへのやさしさ体験
おじいちゃん、おばあちゃんと一緒に
ごはんを食べながら、お世話をして
喜んでもらいませんか？

おじいちゃん、おばあちゃんと一緒に
ごはんを食べながら、お世話をして
喜んでもらいませんか？

担当･市川 /受付時間 9:00 ～ 17:00 定員になり次第〆切ります。

担当･中田 /受付時間 9:00 ～ 17:30 定員になり次第〆切ります。

12 10 15

７

担当･合田 /受付時間 9:30 ～ 18:00 定員になり次第〆切ります。

5

（086）297-0070

ドライフルーツ＆ナッツマイスターがドライフルーツの
魅力とおかやまのぶどうやドラゴンフルーツを中心に
おいしい果物について説明します。みんなで学びましょう。

ロボットプログラミング体験会
作って ! 組んで！楽しい！
ロボットプログラミングを体験してみよう !!
作って ! 組んで！楽しい！
ロボットプログラミングを体験してみよう !!




