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問い合わせ :
うべ探検倶楽部 　
〒755-0029　宇部市新天町一丁目 2-36  まちづくりプラザ 2F
TEL : 0836-39-7460（月～金 10:00~17:00※祝日を除く） 
【主　催】　特定非営利活動法人 うべネットワーク　【後　援】　宇部市、宇部市教育委員会
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「きっとみつかる、好きなこと。」をあいことばに、「おしごとたいけん」「ものづくり」「あそび」を楽しんじゃお！！
「だい好きなうべ、じまんできるうべ」をみつけてね！！

※ お申し込みは必ず保護者の方が行なってください。
※ 参加人数の変更・キャンセルは３日前までに必ずご連絡ください。 （プログラムによってはキャンセル料が発生する場合があります。）

※ 荒天時等、日程の変更・中止については実施日前日までに連絡します。
※ プログラムには会場・集合場所の施設名、住所を明記しています。事前にお調べの上、お越しください。
　 保護者による送迎をお願いします。（ご不明な場合は、ホームページをご参照いただくか、うべ探検倶楽部までお問い合わせください。）

※ 会場・集合場所へは開始 15 分前までお越しいただき、受付をお済ませください。
※ プログラムの中で撮影した写真はインターネット、ガイドブック等の媒体に使用することがあります。

注意事項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
・当選・落選は返信はがきにてお知らせします。（電話でのお問い合わせはご遠慮ください。）
・抽選通知後、残席のあるプログラムについては、電話予約の受付をします。
・落選の場合は自動的にキャンセル待ち扱いとなり、欠員が出た際に再抽選いたします。
・同日開催プログラム当選した際など、当選を辞退される場合は、早めにご連絡ください。
・残席数の確認はホームページでご確認ください。（http://ubetan.jp）

キッズうべたんは、「職業体験」や「宇部の魅力体験」を通して、子どもたちに、自分たちのまちに愛着や誇りを持ってもら
うための取り組みです。プログラム提供者であるパートナーはそれぞれ、プログラムを通じて「子どもたちに伝えたいことが
ある」「子どもたちにこうなってほしい」など、強い想いを持った人ばかりです。子どもたちにとっても保護者の方にとっても、
素敵な体験・経験になること間違いありません。
プログラムの催行にあたり傷害保険加入の上、スタッフ一同、子どもたちの安全に十分留意し、事故・けがのないよう努めて
まいりますが、保護者の方におかれましても、安全確保の指示に従うように、ご指導ご協力をお願いいたします。

保護者の方へ

キッズうべたんってなに？

どうやったら参加できるの？

往復はがきによる抽選予約です。
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※詳しい予約方法は次のページをご覧ください。

平成 30年

7 月 25 日  （水）、26 日  （木）、27 日  （金）
8 月 1日  （水）、2 日  （木）、3 日  （金）

小中学生　1,600 円　大人　2,600 円

宇部市交通局

ANAクラウンプラザホテル宇部

8 時 30 分 集合　16 時 解散予定

● 開催日

宇部市交通局

申込は 7月 2日（月）から開始です。
参加希望日の 3日前までに、電話にてお申込み下さい。
定員（1日 30 人）になり次第、締め切ります。

@stamprallyjr

☎ 0836-34-8831 宇部市 コンパクトシティ・
共生型包括ケア推進グループ 内

催
　
主

7 20 金 9 10 月

宇部新川駅、草江駅、新山口駅、　
世界を旅する植物館（ときわ公園）、
スモールワールド（サンパークあじす）、
多世代交流スペース（宇部市中央町）
小野田駅、長門本山駅、おのだサンパーク

実 施 期 間 ● ス タ ン プ 設 置 箇 所 ●

抽選で
豪華な賞品が当たる！！

7 月 6 日 ( 金 ) 消印有効



〒755-0029  宇部市新天町一丁目 2-36 まちづくりプラザ 2F
■ 電話：0836-39-7460
■ facebook：www.facebook.com/ubetan

特定非営利活動法人　うべネットワーク

うべ探検倶楽部

★プログラムの参加は予約制（往復はがきによる抽選予約です。※7/6 （金） 消印有効）

■往復はがきの購入
　郵便局等で、ご購入ください。（１通 124 円）
■記入方法
①【往信の宛名面】
　〒755-0029   宇部市新天町一丁目2-36 まちづくりプラザ２F
　うべ探検倶楽部　宛　
②【往信の文面】
　ページ下部、「キッズうべたん2018予約シート」（複写可）
　1枚を、すべてご記入の上、切り取って貼ってください。
　（1通につき１プログラム、2名まで、日時は複数可）
③【返信の宛名面】
　保護者の郵便番号・住所・氏名をご記入ください。
④【返信の文面】
　当選・落選通知を記入してお知らせしますので、記入しないでください。
※投函するときは、往信の宛名と返信の文面が外側になるように折ってください。
※投稿する前に必ず、記入不備・間違いがないか、ご確認ください。 ※返信不可能になる場合があります。
※抽選対象は、7/6（金）までの消印有効とさせていただきます。

往復はがきでの予約方法

参加者（兄弟、姉妹、友人など、２名まで）

参加希望プログラム（1通につき 1プログラム）

番　号　　　　　　　　タイトル（省略可）

希望日時（複数選択可）

キッズうべたん 2018 予約シート

月　　日　　曜日　　　　　　　時　間　　　　　

日時を問わない場合はチェックしてください ➡ □

：　　　～　　　：

：　　　～　　　：

保護者
お名前

ご住所

フリガナ 電話番号

お名前

フリガナ 性別 学年

お名前

フリガナ 性別 学年

親子対象など、組単位のプログラムで、3名以上になる場合は、
こちらにご記入ください。

参加者（兄弟、姉妹、友人など、２名まで）

参加希望プログラム（1通につき 1プログラム）

番　号　　　　　　　　タイトル（省略可）

希望日時（複数選択可）

キッズうべたん 2018 予約シート

月　　日　　曜日　　　　　　　時　間　　　　　

日時を問わない場合はチェックしてください ➡ □

：　　　～　　　：

：　　　～　　　：

保護者
お名前

ご住所

フリガナ 電話番号

お名前

フリガナ 性別 学年

お名前

フリガナ 性別 学年

親子対象など、組単位のプログラムで、3名以上になる場合は、
こちらにご記入ください。
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往復はがき

お間違いのない様にご注意ください。

予約シートを貼る

何も書かない
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竹竿とブルーシートでカンタン日除けをつくろう
君はヒモやロープをキチンと結ぶことができますか？

開催日  7 / 21 (土) 宇部市交通局・湖水ホール入口バス停 下車 徒歩 5分

集合 ときわ少年キャンプ場（沖宇部254）／時間 10：00～14：00
料金 1組、テント1張り 3,000円（何名でも）／定員 20組／対象 どなたでも
【用意】昼食持参、飲み物、ハサミ　※シート等材料はお持ち帰りいただけます。

01

ヒモやロープを使って竹竿を縛り骨組を作り、これにブルーシー
トを天井に貼りつけ日除けを作ろう。カンタンそうに見えてバラ

パートナー
宇部物流研究会 さん

ンス良く仕上げるのは意外に難しい。チームワークが試
されます。形は悪くても完成すれば楽しいものだよ！

めざせ！とうげいか！じぶんカップをつくろう
せかいにひとつのオンリーワン

開催日  7 / 22 (日)、7 / 28 (土)、7 / 29 (日) 宇部市交通局・市役所前バス停 下車 徒歩 2分
JR琴芝駅 下車 徒歩10分

集合 宇部市民活動センター「青空」（新天町一丁目2-36）／時間 10：00～12：00
料金 1名 2,000円／定員 各12名／対象 小1～中3
【用意】タオル、筆2本、パレット、水いれ、布切れ、セロテープ

02

たたいて、のばして、きって、はって、いろいろな作業を楽しみ
ながらマグカップをつくります。

パートナー
平野 教道 さん

時間があれば、絵も描けるかもしれないよ。作品は夏休
みが終わるまでに焼きあがるよ。

お寺に泊まろう！小坊主合宿
浄土真宗本願寺派 善福寺で小坊主体験

開催日  7 / 22 (日)～7 / 23 (月) 宇部市交通局・香川学園前バス停 下車 徒歩 5分

集合 善福寺（上条三丁目8-8）／時間 18：00～翌9：00
料金 1名 1,000円／定員 20名／対象 小3～小6
【用意】タオルケット、ねまき等お泊りセット

04

夏休み、規則正しい生活をお寺体験でスタート。お経を読んで、
きもだめしして、大きなお堂にみんなで泊まるよ。朝ごはんはみ

パートナー
善福寺 さん

んなで作って感謝をこめて食べようね。夕食とお風呂は
うちですませてきてね。

…朝食付

はじめてのプログラミングに挑戦！
プログラム・ロボットカーをつくって動かそう！

開催日  7 / 23 (月)、7 / 24 (火)、7 / 25 (水)、7 / 26 (木)、7 / 27 (金) 宇部市交通局・琴芝駅前バス停 下車 徒歩 3分JR琴芝駅 下車 徒歩 3分

集合 有限会社アクシオン（琴芝町一丁目3-7）／時間 A.10：30～12：00、B.14：00～15：30
料金 1名 3,500円／定員 各4名／対象 小4～小6　※保護者同伴
【用意】持ち帰り用の袋

05

プログラム・ロボットカーを組み立てよう！
完成したら子ども向けプログラミング言語「Scratch」と同じ方法

パートナー
ロボット教室  アクシオン さん

でプログラムを作成して、ロボットカーを自由にコント
ロールすることができます。

プリザーブドフラワーでハーバリウムを作ろう今、全国で大人気！個性あふれる植物標本作り
開催日  7 / 22 (日)、7 / 29 (日) 宇部市交通局・農協本所バス停 下車 徒歩 5分

集合 川上ふれあいセンター2F 会議室（川上81-1）時間 A.10：00～12：00 B.13：00～15：00
料金 1名 2,400円／定員 各5名／対象 小1～中3
【用意】持ち帰り用の紙袋（めやす：ｗ10cm×H24cm）

03

プリザーブドフラワーやドライフラワーをびんに入れオイルを注
ぐインテリア雑貨ハーバリウム。大きなびんなら1本小さなびん

パートナー
プリザーブドフラワージュリエ さん

は2本作れます。アジサイ、カスミソウ、バラの花ビラ
など好きな花材を選んで作ってみましょう。

…お菓子お茶付



★プログラムの参加は予約制（往復はがきによる抽選予約です。※7/6 （金） 消印有効）

（顔）

わたしたちの新星座博物園をつくろう
この夏のわたし流星空の楽しみ方

開催日 7 / 23 (月) 

集合 勤労青少年会館4F うべプラネタリウム（松山町一丁目12-1）
時間 18：00～21：00／料金 無料／定員 50名（保護者を含む）
対象 どなたでも ※小学生以下は保護者同伴

06

星空には人や動物、鳥や道具など88の星座が描かれています。ど
んな星座があるのか、プラネタリウムで訪ねてみましょう。

パートナー
宇部天文同好会

そして今年の夏は、火星大接近をはじめ、惑星が宵の空
に集合します。望遠鏡で惑星探訪も楽しみましょう。

 JR東新川駅 下車 徒歩10分
常盤町二丁目バス停 下車 徒歩 2分

電車のおしごとやってみよう！
電車のりかた教室＆宇部新川駅たんけん

開催日  7 / 23 (月)、7 / 24 (火)

集合 JR宇部新川駅前（上町一丁目7-7）／時間 8：45～12：00
料金 1名 500円（運賃別途 200円）／定員 各10名／対象 小3～小6
　　　　　　　　　　　　　　【協力：JR宇部線利用促進協議会】

07

自分で切符を買って、宇部新川駅と宇部駅を往復します。宇部新
川駅では、駅長さんの案内で駅を見学します。ふだん入れない場

パートナー
JR宇部新川駅長 さん

所にも入れるかも！ねぼう防止の自動起床装置も体験し
ます。

トリマーのお仕事やってみよう
ご自宅で出来るワンちゃんのケア

開催日  7 / 24 (火)

集合 ペットハウス ほーりー（錦町5-5）
時間 A.10：00～12：00 B.12：00～14：00 C.14：00～16：00
料金 親子1組 1,500円／定員 各1組／対象 小3～【用意】エプロン

08

カットだけじゃない、トリマーの仕事。ワンちゃんの簡単な健康
チェックと、シャンプーやブラッシングをしてみましょう。

パートナー
ペットハウス ほーりー さん

ご家庭でもできるお手入れの仕方も教えます。ご家庭の
ワンちゃんを連れてきてください。※小型犬に限ります。

宇部市交通局・常盤町二丁目バス停 下車 徒歩 3分
JR東新川駅 下車 徒歩 8分

宇部の食の台所「宇部魚市場」へ行ってみよう！
メッチャ早起きして

開催日  7 / 24 (火) 宇部市交通局・常盤町二丁目バス停 徒歩 1 0 分

集合 宇部魚市場（港町二丁目5-1）／時間 4：30～6：00
料金 1名 1,000円／定員 20名／対象 小4～小6

09

魚市場は山口近郊で穫れた旬の魚が多く並び、毎日活気にあふれ
ています。見どころ満載の地物のセリ風景見学や魚の流通のしく

パートナー
宇部鮮魚組合 魚食普及委員会 さん

みを学ぶ職場体験コース。〆はまぐろ丼を用意しています。
通常は市場内の一般の立ち入りは禁止です。

…朝食付

きっずつたや  書店員体験本屋さんではたらいてみよう！
開催日  7 / 25 (水) 宇部市交通局・小松原通バス停 下車 徒歩   3分

JR宇部新川駅 下車 徒歩10分

集合 幸太郎本舗TSUTAYA宇部店（島三丁目3-8）
時間 8：00～9：00
料金 親子ペア1組 200円／定員 4組／対象 小1～小3　※保護者同伴

10

「きっずつたや」を開催します！
本屋さんの事をもっと知って、レジ体験やみんなでチカラを合わ

パートナー
幸太郎本舗TSUTAYA宇部店 さん

せて、1つの売場作成を体験してみよう。最後にみんな
で、作った売場の前で記念撮影！

ＬＥＤハンディライトづくりに挑戦！！
ものづくり工場へ行こう！イチから学ぶLED照明

開催日  7 / 26 (木)、8 / 2 (木)

集合 ブルーウェーブテクノロジーズ㈱（あすとぴあ二丁目1-1）
時間 10：00～12：00／料金 1名 1,500円／定員 各10名／対象 小4～小6
※保護者同伴

11

そもそもLEDとはどういうものなのか。LED照明の構造や仕組み
を楽しく学びながら、各種部品を組み合わせて、かいちゅう電灯     

パートナー
ブルーウェーブテクノロジーズ㈱ さん

　（ハンディライト）を作ります。実際にものづくりの工程
を見たり、灯具にふれたりしながら学ぶ工場見学付き。

オリジナル・スツール作り好きな壁紙を貼って、ペイントしよう！
開催日  7 / 26 (木) 宇部市交通局・宇部西高入口バス停 下車　 徒歩 3分

集合 インテリア紅葉（中山新堀1138-1）
時間 A.10：00～12：00 B.13：30～15：30
料金 1名 3,000円／定員 各5名／対象 小1～小6

12

好きな輸入壁紙を選んでいすに貼り、上からコーティング。
好きな色でペイントすると、世界に一つの自分だけのいすが完成！

パートナー
インテリア紅葉 さん

お部屋に置くだけでかわいいインテリアになるよ。

ふわふわ粘土でブックスタンドに飾りつけ！夏休みの宿題にオリジナルの粘土作品を♪
開催日  7 / 27 (金)

集合 ㈱三和ギャラリー宇部（西岐波 宇部臨空頭脳パーク13番）
時間 A.10：00～12：00 B.13：00～15：00／料金 1名 1,500円／定員 各10名
対象 小1～中3  小3以下は保護者同伴【用意】木工用ボンド

13

マシュマロのようなふわふわの粘土をこねて好きな色を作り、
ブックスタンドに自分だけの壁面のデザインを貼り付けましょう。

パートナー
茂刈  孝子 さん

世界にたったひとつのオリジナルのブックスタンドが
完成します。

レカンフラワーでオリジナルBOXを作ろう！植物をBOXにちりばめて…
開催日  7 / 27 (金)

集合 ㈱三和ギャラリー宇部（西岐波 宇部臨空頭脳パーク13番）
時間 A.10：00～12：00 B.13：00～15：00／料金 1名 1,600円／定員 各10名
対象 小1～中3

14

立体的に乾燥させた植物（レカンフラワー）を使って、オリジナ
ルの作品を作ります。

パートナー
エンジェルブーケ さん

密封BOXにとじこめたら、数年間そのままの風合いを楽
しむことができますよ。

布バッグに好きな絵を描こう！
トールペイント体験♪

開催日  7 / 27 (金)

集合 ㈱三和ギャラリー宇部（西岐波 宇部臨空頭脳パーク13番）
時間 A.10：00～12：00 B.13：00～15：00／料金 1名 1,500円／定員 各10名
対象 小1～中3【用意】汚れても良い服装、描きたいものの資料

15

布バッグをキャンパス代わりに好きな絵を描こう。果物、花、動
物など描きたい絵を考えてきてね。絵を描くのが好きな子も苦手

パートナー
添田 貴美子 さん

な子も世界でひとつの素敵な作品が完成するよ。
※保護者の判断で同伴をお願いします。



★プログラムの参加は予約制（往復はがきによる抽選予約です。※7/6 （金） 消印有効）

カリブの海賊スパロウのブラックパール号
木製ゴム動力海賊船を作って遊ぼう！

開催日  7 / 27 (金)、8 / 7 (火)

集合 7/27 宇部市民活動センター「青空」（新天町一丁目2-36）8/7 山口宇部空港 2F出発ロビー（沖宇部625）
時間 14：00～16：30／料金 1名 1,500円／定員 15名／対象 小1～小6
※小3以下は保護者同伴【用意】汚れても良い服装　

16

次々とおそってくる困難を、勇気と幸運を味方につけて乗り越え
た、伝説のカリブの海賊ジャック・スパロウの船ブラックパール

パートナー
帆船模型工房「舟小屋」 さん

号を作ります。ゴム動力なのでお風呂に浮かべて遊ぶこ
ともできますよ。

みんなで楽しくテニスをしようよ！初心者も大歓迎！！
開催日  7 / 28 (土) 宇部市交通局・常盤町二丁目バス停 下車 徒歩 1分

集合 宇部マテ“フレッセラ”テニスコート（神原町一丁目7-45）／時間 A. 10：00～10：45 B. 11：00～11：45
料金 1名 500円／定員 各12名／対象 A. 幼児～小3 B. 小4～小6
【用意】動きやすい服装、運動靴、あれば帽子、飲み物、タオル

17

「テニスってどんなスポーツだろう？」と思ったら、まずはラ
ケットを持ってテニスボールを打ってみようよ！

パートナー
SUN FOREST TC さん

楽しく体を動かしながらテニスの基礎を指導します。
ラケットにボールが当たると気持ちいいよ

夏らしいアイシングクッキーを作ってみよう！！
かわいくて♪おいしい！アイシングクッキー作り！

開催日 7 / 28 (土)

集合 宇部市民活動センター「青空」（新天町一丁目2-36 まちづくりプラザ2F）
時間 A.10：00～11：30 B.13：00～14：30／料金 1名 1,500円
定員 各20／対象 小１～【用意】エプロン、ハンドタオル　

18

自分だけのオリジナルクッキーを作ってみませんか？
クッキーやアイシングクリームはこちらで準備します。お絵かき

パートナー
yellow princess  寄兼  莉央

感覚で出来ますので、気軽にご参加くださいね！

宇部市交通局・市役所前バス停 下車 徒歩 2分
JR琴芝駅 下車 徒歩10分

Ｅ４Ｕ！  Ｋｉｄｓ  Ｋｉｔｃｈｅｎ かんたん♪おいしい♪スペイン料理
開催日  7 / 28 (土)、7 / 29 (日) 宇部市交通局・神原中学校前バス停 徒歩 6分

集合 琴芝ふれあいセンター（西梶返二丁目10-1）／時間 10：00～12：00
料金 親子ペア1組 3,000円(3名以上は1名あたり+500円)／定員 各12組
対象 小1～【用意】エプロン、三角巾、スリッパ、筆記用具、タオル、持ち帰り用容器

19

じゃがいもたっぷりのスペイン風オムレツとパエリアというトマ
ト風味のピラフを作ります♪食事の後に、スペインから来たファ

パートナー
English 4 U! 国際交流サロン さん

ンさんの生演奏を聴けるかもしれないよ。簡単でおいし
いスペイン料理を作ってみませんか？

…昼食付

プロが教える小学生からできる体幹トレーニング宇部市スポーツコミッション スポーツスタートプログラム
開催日  7 / 28 (土)、8 / 18 (土)、8 / 19 (日)、8 /25 (土) 宇部市交通局・常盤町二丁目バス停 下車 徒歩 1分

集合 姿勢改善 体育幹（新天町二丁目3-7）／時間 A. 13：30～15：00 B. 15：30～17：00
料金 1名 1,500円／定員 各10名／対象 A. 小1～小4 B. 小3～小6
【用意】着替え、タオル、動きやすい服装

20

勉強やスポーツには良い姿勢が大切なんだって！「体幹」とは身
体の胴体部分のことで、トレーニングによって姿勢が良くなるん

パートナー
姿勢改善 体育幹 さん

だよ。5,000人以上の子ども達を指導してきたトレーニン
グのプロ達と一緒に楽しく体験してみよう！

竹を使って遊んで！食べて！
何もない所だけど、自然はいつもみんなが来るのを待っている

開催日  7 / 29 (日) 宇部市交通局・下請川バス停下車 徒歩 5分

集合 請川の里（西岐波6344）／時間 10：00～14：00
料金 親子ペア1組 1,500円(3名以上は1名あたり+500円)／定員 5組
対象 幼児～小6

21

請川の里は自然がいっぱい。まるで田舎へ遊びに行ったような気
分になる、とても不思議な空間です。「竹かっぽん」というおも

パートナー
ワイルド・キッズ・クラブ さん

ちゃを作ったり、昼食は長い竹を使ってそうめん流し、
何がながれてくるかはお楽しみ！

…昼食付

Ｂｅｔｔｙ♪さんと遊ぶ『まぜこぜかるた会』沢山のかるたを混ぜてやるから、楽しくて大笑い！
開催日  7 / 29 (日)、8 / 25 (土) 宇部市交通局・近隣センターバス停下車 徒歩 1分

会場 小羽山ふれあいセンター（北小羽山町二丁目6-50）／時間 13：00～16：00
料金 1名 1,000円／定員 各12名／対象 小1～中3

22

沢山のかるたを混ぜてやる、かるた会です。
同じ文字がいくつもあるので大混乱！…でも、面白いよ～。

パートナー
坂井  泰子 さん

一味違った新感覚なかるたをみんなで楽しみましょう。

…お菓子お茶付

（顔）

子どもドローンチャレンジ！！
話題のドローンを操縦してみよう！

開催日 7 / 29 (日)、8 / 5 (日)  

集合 アクトビレッジおの（小野7025）
時間 7/29.14：00～16：00 8/5.10：00～12：00
料金 1名 ２,000円／定員 10名／対象 小1～中3 ※保護者同伴

23

今、話題のドローンについて、知識、法律やマナー、ルールを分
かりやすく解説します。

パートナー
ドローンパイロット 山口 晋 さん

小型ドローン（tello）の操縦体験ができます。ドローン
の本格的な空撮動画放映やデモフライトもあります。

宇部市交通局・花香バス停 下車 徒10分

親子で聴こう　いのちのお話生まれてきたことがうれしくなると、未来が楽しくなる！！
開催日  7 / 30 (月)

集合 ㈱三和ギャラリー宇部（西岐波 宇部臨空頭脳パーク13番）
時間 9：30～10：30／料金 無料／定員 親子 50組
対象 どなたでも  ※10：30～14：30は女性起業家達による体験イベントも開催

24

自分自身がお母さんのおなかに居た時のことをポジティブに知る
ことで命の力を感じ、自己肯定感のUP、人を大切にする気持ちの

パートナー
NPO山口ヒメ倶楽部 さん

UPが出来ます。講師は誕生学アドバイザー・江頭久美先
生。思春期に向けての予備知識もお伝えしています。

アルパカの毛でアルパカバッジをつくろう
ときわ動物園で夏休みの自由工作体験

開催日  7 / 30 (月) 宇部市交通局・常盤公園入口バス停 下車 徒歩 5分

集合 ときわ動物園入口（宇部市則貞三丁目4-1）／時間 9：30～11：30
料金 1名 500円（別途入園料 500円 中学生以下 200円 70歳以上 250円）
定員 20名／対象 小1～中3 ※小3以下は保護者同伴

25

毎年夏前に、ときわ公園で実施しているアルパカの毛刈り。その
時に刈ったアルパカの毛を利用して、かわいいバッジを作りま

パートナー
ときわ動物園さん

しょう。アルパカのエサやりも体験できて、夏休みの良
い思い出になること間違いなしです！！



★プログラムの参加は予約制（往復はがきによる抽選予約です。※7/6 （金） 消印有効）

Ｓ　ＵＰ＆ウィンドサーフィンにチャレンジだ！夏の海、風と波とあそんじゃえ
開催日  7 / 30 (月)、7 / 31 (火) JR岐波駅 下車 徒歩 1 0 分

集合 キワ・ラ・ビーチ（東岐波54-1）／時間 7/30. 9：30～11：30 7/31. 10：00～12：00
料金 こどもと保護者ペア1組 2,500円／定員 各7組／対象 小3～小6 
※保護者同伴・参加【用意】水着、タオル、飲み物、ぬれても良い靴

26

SUP（サップ）はボードの上に立って、パドルをこいで海の上を
さんぽするよ。ウィンドサーフィンは、風の力を利用して、海の

パートナー
ホワイトウイング さん

上を走るよ。どちらも体ぜんたいを使いバランスをと
り、自然と一体になれる楽しいスポーツだよ。

みんなで踊ろう！宇部市こども元気体操宇部市スポーツコミッション スポーツスタートプログラム
開催日  7 / 31 (火) 宇部市交通局・恩田運動公園バス停 下車 徒歩 4分

集合 ユーピーアールスタジアム  トレーニングルーム1（恩田町四丁目1-4）
時間 10：00～10：40／料金 無料／定員 30名／対象 幼児～小6 
※親子参加OK【用意】動きやすい服装、上靴、タオル、飲み物

27

宇部市こども元気体操はノリの良い音楽と親しみやすい振付で
基礎的な運動能力が身につく楽しい体操です。この体操をスズ

パートナー
宇部市スポーツコミッション さん

カダンススクールの山崎鈴佳さんに指導していただき
ます。みんなで一緒に楽しく踊ってみませんか？

タワーペンスタンドにグラスアートしよう！さあ、何を収納しようかな？
開催日  7 / 31 (火)

集合 ㈱三和ギャラリー宇部（西岐波 宇部臨空頭脳パーク13番）
時間 A.10：00～12：00 B.13：00～15：00／料金 1名1,500円
定員 各12名／対象 小1～中3（小3以下は保護者同伴）【用意】はさみ

28

カラーフィルムと接着剤付きのリード線を使って、ステンドグラ
ス風の作品が手軽に出来るグラスアート。フィルムを好きな形に

パートナー
金子 佳子 さん

切って自分だけの作品を作ってみませんか。省スペース
で大容量。横置きでも使えますよ♪

花が文字盤に！自分だけの時計を作ろう！アクリル樹脂液のカラフルな花が舞う♪
開催日  7 / 31 (火)

集合 ㈱三和ギャラリー宇部（西岐波 宇部臨空頭脳パーク13番）
時間 A.10：00～12：00 B.13：00～15：00／料金 1名 1,800円（ケース付き）
定員 各8名／対象 小1～中3（小3以下は保護者同伴）

29

好みの色にディップした12個の花を文字盤に、5枚の葉と花茎を
好きな位置に飾りつけて、自分だけの可愛い時計を作りましょ

パートナー
尾葉石 美紀子 さん

う。押しピンで壁掛時計に、イーゼル利用で卓上時計
になります。持ち帰り用のケース・単三電池付き。

粘土で本物そっくりのアイシングクッキー作り♪アイシング風のクッキーでティッシュボックスを飾ろう！
開催日  7 / 31 (火)

集合 ㈱三和ギャラリー宇部（西岐波 宇部臨空頭脳パーク13番）
時間 A.10：00～12：00 B.13：00～15：00／料金 1名 1,500円／定員 各16名
対象 小1～中3 ※小3以下は保護者同伴【用意】木工用ボンド、はさみ、ウェットティッシュ

30

粘土でアイシング風のくじらやカメなどを作り、色を塗った木製
のティッシュボックスをアレンジ！

パートナー
岡田 千恵美 さん

ボックスティッシュが入る大きめサイズです。

二コニコキッズキッチン
食の実験室

開催日  7 / 31 (火)

集合 ヒストリア宇部（新天町一丁目1-1）／時間 A.10：00～12：00 B.14：00～16：00
料金 1名 800円／定員 各20名／対象 小1～

31

みんなでジュースやマヨネーズをつくります。
砂糖やアブラがどのくらい食べ物に含まれているか、おやつの選

パートナー
やまぐち食育の会 さん

び方など、遊びながら食べ物とカラダの関係を楽しく学
びます。おむすびもつくるよ！

宇部市交通局・市役所前バス停 下車 徒歩  1 分
JR琴芝駅 下車 徒歩 1 0 分

貝がらをつかって、夏らしい時計を作ろう
夏休みの宿題にぴったり♡

開催日  8 / 2 (木)、8 / 3 (金) 宇部市交通局・市役所前バス停 下車 徒歩 2分
JR琴芝駅 下車 徒歩10分

集合 宇部市民活動センター「青空」（新天町一丁目2-36）
時間 A.10：00～11：30 B.12：30～14：30 C.14：30～16：00
料金 1名 1,200円／定員 各10名／対象 小1～【用意】カッター、えんぴつ

32

25×25cmの土台に時計を組み込み、自分のすきなように貝殻を
飾り付け、自分だけの世界で1つだけの時計を作りましょう。

パートナー
アトリエ Kids  sea egg 井元 さおり さん

夏ならではの作品に仕上がります。

フィデウア（スペインパスタ）を作ろう！パエリアだけじゃないスペイン料理
開催日  8 / 3 (金) 宇部市交通局・神原中学校前バス停 徒歩 6分

集合 総合福祉会館（琴芝町二丁目4-20）／時間 10：00～13：00
料金 親子ペア1組 2,000円(3名以上は1名あたり+500円)／定員 12組
対象 小1～【用意】エプロン、三角巾、タオル、持ち帰り用容器

33

スペインのバレンシア州カステジョン県に6年間在住した主婦が
住んでいたから教えられる家庭料理を作ります。パエリア鍋を

パートナー
Cariño(カリニョ) さん

使って作るパスタ（フィデウア）、夏の野菜がたくさん
入ったトマトベースのスープ（ガスパチョ）を作ります。

…昼食付

運動遊びを通じて、体づくり＆バスケ教室
宇部市スポーツコミッション スポーツスタートプログラム

開催日  8 / 4 (土) 宇部市交通局・恩田運動公園バス停 下車 徒歩 4分

集合 ユーピーアールスタジアム トレーニングルーム2（恩田町四丁目1-4）
時間 10：00～11：15／料金 1名 1,000円／定員 20名
対象 年長～小3 【用意】タオル、飲み物 

34

たくさんの遊びの体験、経験をして体の使い方の学習をしていき
ます。その後、様々なボールに触れて、ボールを使う楽しさを体

パートナー
大田 庸補 さん

感して、最後にみんなでバスケットボールのゲームを予
定しています。

おいでよ吉部  やよいの里でそうめん流し
夏休みのいちにちキャンプ！

開催日  8 / 4 (土)

集合 今富ダム／時間 10：00～14：00
料金 親子ペア1組 1,500円(3名以上は1名あたり+500円)／定員 10組
対象 幼児～小6 【用意】ぬれても良い服装、着替え

35

里山を歩いたり、魚切の滝で川遊びをしたり。カブト虫やメダカ
が見つかるかな？現れたら上手にゲットしてね。

パートナー
やよいの里 さん

お昼ごはんはそうめん流し。
たくさん遊んでたくさん食べよう！

…昼食付



★プログラムの参加は予約制（往復はがきによる抽選予約です。※7/6 （金） 消印有効）

Ｂｅｔｔｙ♪さんと作る『クローバーのしおり』四つ葉のクローバーを持っていると幸せが来るかも♡
開催日  8 / 4 (土)、8 / 9 (木)、8 / 26 (日) 宇部市交通局・東小羽山バス停下車 徒歩 4分

会場 Betty♪さんちアトリエ（集合：東小羽山バス停）／時間 13：00～16：00
料金 1名 1,000円／定員 各7名／対象 幼児～中高生
個人宅につき駐車場がありません。バスを利用または、保護者の送迎をお願いします。

36

四つ葉のクローバーで、ステキな栞を作ろう！四つ葉のクローバ
ーの他に、飾り用の小物をたくさん用意して待っています♬

パートナー
坂井  泰子 さん

※東小羽山バス停(ささい小児科前)から、会場までご案
内します。

親子グラブづくり＆キャッチボール教室
親子の絆と道具の大切さを実感！

開催日  8 / 4 (土) 宇部市交通局・恩田運動公園バス停 下車 徒歩 4分

集合 ユーピーアールスタジアム 第一会議室（恩田町四丁目1-4）／時間 13：00～16：00
料金 キッズサイズ(3S・年長～小1) 5,500円、ジュニアサイズ(L・小1～小6) 9,500円
定員 20名／対象 年長～小6　※保護者同伴【用意】飲み物

37

親子で力を合わせて野球グラブづくりに挑戦！グラブにひも
を通してマイグラブを完成させよう。ミズノと幸太郎スポー

パートナー
ミズノ、幸太郎ポーツさん

ツがサポートいたします。ユーピーアールスタジアムで
キャッチボール教室も！

カラフル★パフェランプ夏休みの自由課題はこれで決まり！楽しく作ろう♪
開催日  8 / 4 (土) 宇部市交通局・市役所前バス停 徒歩 2分

JR琴芝駅 徒歩 1 0 分

集合 宇部市民活動センター「青空」（新天町一丁目2-36）
時間 A.9：30～10：30 B.11：00～12：00 C.13：30～14：30 D.15：00～16：00
料金 1名 2,000円／定員 各18名／対象 小1～【用意】シール（おうちにあるもので大丈夫です）

38

「LEDイルミネーションカラーがゆっくり光るパフェランプ」
パティシエ気分で想像力豊かな作品をつくります。

パートナー
河上 亜矢子 さん

2種類（ハート／モンスター）のパフェから選べます。

建材卸だから出来る、創造性あふれる木工体験！
 ★木材が使い放題★　オリジナル作品を夏休みの宿題に！

開催日  8 / 4 (土) 宇部市交通局・ときわ公園バス停 下車 徒歩 5分

集合 ときわの森ホール（ときわ遊園地内）（則貞三丁目4-1）／時間 A.9：50～12：30 B.13：20～16：00
料金 1名 2,500円／定員 各25名／対象 小1～中3
※保護者同伴、協働作業になります。【用意】軍手等の作業手袋

39

多種多様な木材が使い放題の「自ら考え」「自由製作」をコンセプ
トにした木工体験を今年も開催します。木材を取り扱うプロが製作

パートナー
株式会社  林材 さん

アドバイザーとしてサポート。直ぐ製作に取り掛かれる
様、作りたい物の設計図など考えてから来てね！

日本の食文化・落雁づくりに挑戦！！粉を混ぜ合わせるところから、仕上げまで
開催日  8 / 5 (日) 宇部市交通局・市役所前バス停 下車 徒歩  2 分

JR琴芝駅 下車 徒歩 1 0 分

集合 宇部市民活動センター「青空」（新天町一丁目2-36）／時間 10：00～12：00
料金 1名 1,500円／定員 15名／対象 小1～小6
【用意】汚れても良い服装、エプロン

40

木枠を用いた昔ながらの手法で、お盆にご先祖様にお供えする干
菓子「落雁」をつくります。和菓子にまつわるお話を聞きなが

パートナー
宇部大黒屋製菓 さん

ら、職人さんと一緒に、お父さんやお母さんもした事が
ない、貴重な体験をしてみよう！

…お茶付

読書感想画にチャレンジしよう！
これで、夏休みの宿題もOK！

開催日  8 / 5 (日)、8 / 8 (水) 宇部市交通局・香川学園前バス停 下車 徒歩 8分

集合 コープやまぐち宇部センター・YOU友館（東藤曲二丁目7-2）／時間 13：30～16：30
料金 1名 1,500円／定員 各10名／対象 小1～
【用意】絵の具の道具、クレパス、油性マーカー（8色以上）、筆記用具、タオル

41

読書感想画は一見難しく思えますが心配はいりません。一冊の本
の感動を表現してみましょう。完成後の達成感・満足感は貴重な

パートナー
川原 妙子 さん

体験になりますよ。事前に西日本読書感想画指定図書の
中から選んで読んでおいてくださいね。

ゴルフを楽しく学ぶ「スナッグゴルフ」体験教室宇部市スポーツコミッション スポーツスタートプログラム
開催日  8 / 6 (月) 宇部市交通局・恩田運動公園バス停 下車 徒歩 4分

集合 恩田運動公園補助競技場（恩田町四丁目1）
時間 13：30～16：00／料金 1名 500円／定員 10名／対象 小1～小6 
【用意】動きやすい服装、運動靴、帽子、飲み物、タオル

43

スナッグゴルフはゴルフのスイングやルールを「やさしく」
「楽しく」「正しく」学ぶことができるスポーツです。

パートナー
宇部市スポーツコミッション さん

スナッグゴルフでゴルフの基本を体験した後は、みんな
でコースを回って楽しみます。

夏の思い出を飾る写真立てを作ろう
かんたんでおしゃれ　宿題にもってこい！

開催日  8 / 9 (木)、8 / 10 (金) 宇部市交通局・市役所前バス停 下車 徒歩 2分
JR琴芝駅 下車 徒歩10分

集合 宇部市民活動センター「青空」（新天町一丁目2-36）
時間 A.10：00～11：00 B.13：00～14：00 
料金 1名 1,000円／定員 各10名／対象 小1～※グルーガンを使います。

44

自分のすきな枠をえらんで買いやビーズなどを自由に貼り付けて
オリジナルの写真立てを作ります。

パートナー
アトリエ Kids  sea egg 井元 さおり さん

世界でひとつの自分だけの1品を。

竹紙でハガキ作り
竹で紙ができるんだよ！

開催日  8 / 15 (水)、8 / 16 (木) 宇部市交通局・市役所前バス停 下車 徒歩  2 分
JR琴芝駅 下車 徒歩 1 0 分

集合 宇部市民活動センター「青空」（新天町一丁目2-36）／時間 10：00～12：00
料金 1名 2,000円／定員 各5名／対象 小1～小6
【用意】汚れても良い服装

45

昔は宝の山だった竹林。今は材料としてあまり使われなくなって
管理されず荒れてしまっています。そんな竹からどうやって紙を

パートナー
河村  一郎 さん

作るのかを教えてもらうよ。竹と水だけで、ハガキを
漉（す）いてみよう。5枚持って帰れます。

（顔）

ＪＡＸＡコズミックカレッジ
ペンシルロケットを作ろう！

開催日 8 / 5 (日) 

集合 宇部市立図書館 2F 講座室（琴芝町一丁目1-33）
時間 14：00～15：30／料金 無料／定員 子どもと保護者ペア 30組
対象 小1～小2 ※保護者同伴　　　　　　　　　　　　 【協力：JAXA】

42

コズミックカレッジは子どもたちが豊かな心を育むことを目的と
した、体験体感を重視した宇宙教育プログラムです。

パートナー
宇部市教育委員会 さん

ペンシルロケットを工作し、ランチャーを使って、遠くに
飛ばす方法を考えましょう。

 JR琴芝駅 下車 徒歩10分
宇部市交通局・図書館・県総合庁舎バス停 下車 徒歩 3分

※写真はイメージです。※写真はイメージです。



★プログラムの参加は予約制（往復はがきによる抽選予約です。※7/6 （金） 消印有効）

路線バスの運転士になろう！
交通局のヒョッコリマンが待ってるよ

開催日  8 / 21 (火)

集合 宇部市交通局（善和203-90）／時間 10：30～12：00
料金 無料／定員 20名／対象 小1～小6

47

バスの運転以外の運転士の仕事を知っていますか？普段見ることので
きない運転前後の仕事を体験してみましょう。参加者には「乗務員体

パートナー
宇部市交通局  西村 さん

験終了証明書」がもらえます。また、運転席からの死角体
験やバスのスイッチ操作もできますよ。

宇部市交通局・交通局バス停 下車 徒歩2分

素敵なミニティッシュケースを作ろう！！
夏休みの宿題はこれで完璧！かんたんデコパージュ

開催日  8 / 25 (土) 宇部市交通局・市役所前バス停 下車 徒歩 2分
JR琴芝駅 下車 徒歩10分

集合 宇部市民活動センター「青空」（新天町一丁目2-36）／時間 10：00～12：00
料金 1名 1,500円／定員 20名／対象 幼児～中3
※未就学児は保護者同伴

48

木製の箱にペーパーナプキンを使って、かんたんデコパージュす
ることで、ポケットティッシュサイズの素敵なミニティッシュケ

パートナー
藤田  雅子 さん

ースに変身！筆の使い方、ハサミの使い方がわかれば、
だれでも簡単に作れますよ♪

レノファ山口 F C 運動教室 in 宇部宇部市スポーツコミッション スポーツスタートプログラム
開催日  8 / 25 (土) 宇部市交通局・宇部中央バス停 下車 徒歩 3分

集合 多世代交流スペース芝生広場（宇部市中央町三丁目）時間 A. 9：30～10：20 B. 10：30～11：30
料金 1名 700円／定員 各20名／対象 A. 年中～年長 B. 小1～小2 
※保護者同伴【用意】動きやすい服装、運動靴、タオル、飲み物

49

運動が苦手なお子様にも運動の楽しさを実感していただける、
ボールを使ったトレーニングを行うプログラムです。

パートナー
レノファ山口スポーツクラブ さん

レノファ山口FCスクールコーチが指導いたします。
最後に、集まったみんなで楽しくサッカーをします！

ナイトウォーク & 牛乳パックでホットドッグ作り
夜の常盤湖畔を歩いてみよう！

開催日  8 / 26 (日) 宇部市交通局・スポーツ広場入口バス停 下車 徒歩 5分

集合 ときわ湖畔北キャンプ場（宇部市沖宇部）／時間 17：30～21：00
料金 1名 1,000円／定員 15名／対象 小1～小6 
【用意】牛乳パック2個（潰さないまま）、虫に刺されない服装・対策、飲み物、タオル

50

夏休み最後の日曜日、牛乳パックでホットドッグを作って食べた
り、みんなで遊んだりしよう！そして夜の常盤湖畔を歩いて友だ

パートナー
NPO法人 うべ★子ども21 さん

ちと一緒にワクワクドキドキの暗闇を体験してみよう。
何か出てくるかな～？？

…食事付

お買い物ゲームで上手なお金の使い方を学ぼう！！
子どものやりくり教室　～君も今日からやりくり上手～

開催日  8 / 19 (日) 宇部市交通局・市役所前バス停 下車 徒歩   2分
JR琴芝駅 下車 徒歩10分

集合 宇部市民活動センター「青空」（宇部市新天町一丁目2-36）
時間 13：30～15：00／料金 1名 200円／定員 25名／対象 小4～小6
                                                                    【共催：宇部市消費生活センター】 

46

物やお金には限りがあることを理解して、よりよいお金の使い方
を考えます。計画を立てて買い物をし、記録をつけてふりかえる

パートナー
NPO法人 消費者ネットワークうべ さん

ことを、お買い物ゲームを通して体験します。
おこづかい帳のつけ方も学べます！


