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水･祝

火･祝

親子３世代で楽しめるイベントがいっぱい！

うれしのうれしの～夢がきらめく☆元気なまち 加東～

家電販売・修理、電気・給排水設備工事、水まわりのリフォーム

小野加東青年会議所
新会員募集中

播州農機販売株式会社

うれしの絵手紙同好会

ハングルカフェ

兵庫ヤクルト販売株式会社

明るく楽しくハーモニー

一般社団法人

心に響くハーモニー

やしろ女声コーラス

山本製作所株式
会社

10：00～15:00 入場無料

フェスティバルフェスティバル
春春 のの

「うれしの春のフェスティバル2022」実行委員会
（公財）兵庫県生きがい創造協会 嬉野台生涯教育センター

「うれしの春のフェスティバル2022」実行委員会事務局

くわしくは、当センターＨＰでご確認ください。

加東市下久米1227-18 嬉野台生涯教育センター内
 

シンエーフーヅ株式会社

浜本保険株式会社

お車をご利用の場合
中国道「ひょうご東条」または「滝野社」から10分

PINK HOUSE
C0FFEE＆RESTAURANT

 酒米「山田錦」

　       を愛する会

主幹　小野里秀峰

東条湖おもちゃ王国

子供から大人まで

主幹　小野里秀峰(加東市)

書道研究和心会
・社イオン教室 ・小野黒川公民館

since2007since2007

道の駅とうじょう
TEL(0795)47-2400

甘中瓦

TEL:090-2018-7757

㈱アーリークロス㈱アーリークロス

マゴワヤサシイキッチン

マゴハヤサシイキッチン

㈱アーリークロス

ここから
（嬉野台生涯教育センター内）

レストランうれし野

マゴワヤサシイキッチン

※カヌー・HAPの受付は９：４５から始まります

雨天決行

 うれしの茶道同好会

神姫観光株式会社
小野支店

小野市鹿野町2468-2　営業時間10：00～18：00

ＴＥＬ：0794-70-7106　ＦＡＸ：0794-63-8882

（※一部中止のブースあり）

※コロナ感染状況等により、中止または一部変更になる場合があります。
　事前にセンターHPをご確認ください。参加の際は体温を測る、マスク
  着用など感染防止にご協力ください。 兵庫県知事登録旅行業代理業 118 号 

加東市社 1777-１ みのり農協本店 5 階  
TEL0795-42-5400 旅行業務取扱管理者 梶浦真義 

 個人・団体・地位などあらゆる旅のご相談をお任せ下さい 

㈱アーリークロス
東京海上日動火災保険（株）　代理店

神姫観光株式会社小野支店
小野市鹿野町2468-2　営業時間10：00～18：00
ＴＥＬ：0794-70-7106　ＦＡＸ：0794-63-8882

  営業時間
　11:00∼21:00
 （最終受付20:00）
  休館日：水曜日
 （祝日の場合は営業）

花のいろは心のいろ

    うれしの学園

大学院16期生

ＪＡみのり旅行センター

うれしの和太鼓倶楽部

道の駅　とうじょう
・特産館「夢街人（ゆめまちびと）」・農産物直売所「コスモスの館」
・コンビニ「ファミリーマート」  ・レストラン「獅子銀」
・駅ラーメン「華」　　　
・アロマリラクゼーションサロン「もみの木HOUSE」
・リラクゼーションサロン「at rest アットレスト」

加東市南山1-5-3  TEL:0795-47-2400  FAX:0795-47-2401

社ガス有限会社
      TEL:0795-42-0391

嬉野台青少年食堂
　　　　（嬉野台生涯教育センター内）

　「施設利用者・日帰りも
　　　　　ご予約承ります」

https://www.hyogo-ikigai.or.jp/ureshino-bo/



2022

活 動 紹 介

 協力：県立小野工業高校
　　　 県立西脇工業高校
[場所] 講堂前ロビー
[時間] 10:00～14:00小物販売(小野工業)

工　作(西脇工業)

[場所] 体育館
[時間] 11:30～13:45

兵庫教育大学

[場所] 中庭横通路
[時間] 11:30～13:00

（雨天時は講堂）

[場所] ロータリー付近
[時間] 10:00～14:00

昆虫標本を展示します。ﾄﾘｹﾗﾄﾌﾟｽの
頭部骨格標本もやってくる！

[場所] 本館
[時間] 10:00～14:00

[場所] 講堂
[時間] 13:40～14:10(抽選券配布)
　　　 14:10～15:00(抽選会)
※ 抽選券は講堂前で配布します。

↓↓↓↓↓

[場所] 少分谷池
[時間] 10:00～12:00（受付11:30迄）
　　　 13:00～14:00
※ 傷害保険代として一人１００円が必要
　です。
※ 二人乗り

[場所] 講堂・各ブース
[時間] 10:00～14:00

グループ活動を紹介しているよ！

(株)いけうち
西脇TMO･西脇情報未来館21
北はりま田園空間博物館
嘉祥 福楽
織衣羽
菓子司さかもと
ＮＰＯ法人日時計の丘
西脇ロイヤルホテル

都麻乃郷あじさい園
天然温泉 湯庵
吉川温泉 よかたん
アンデルセンスエヒロ
甲北食品工業株式会社
白雲谷温泉 ゆぴか
カフェ・ド・アルシェ
株式会社ダイイチ

兵庫県立フラワーセンター
合名会社アリモト
兵庫みらい農業協同組合
いこいの村はりま
北条鉄道（株）
ふく蔵

丸中製菓株式会社
ながさわ加西店

えぇもん王国
がいな製麺所
滝野温泉 ぽかぽ
東条湖おもちゃ王国
社菓庵 末永
優美社産業（株）
ホテルグリーンプラザ東条湖
東条湖カントリー倶楽部

藤井電工株式会社
千ヶ峰TAｉYAKｉ宮崎
エーデルささゆり
エアレーベン八千代

戎屋菓子店
マイスター工房八千代
なごみの郷 山都
成実

　

移動博物館「ゆめはく」・ワークショップ移動博物館「ゆめはく」・ワークショップ

子育て応援
　ブース
子育て応援
　ブース

（雨天時は視聴覚室）

芝生広場(晴天のみ)

駐車場及び各イベント会場案内図

模擬店では巻きずし、ミニお弁当、ぜんざい、綿菓子、コロッケなどおいしい
メニューがいっぱい！　　　　　　※飲食は、【飲食指定エリア】でお願いします。
雑貨・小物など見逃せないものがたくさんあります！
体験コーナーでは、手作り工作、缶バッジづくり、ゲームコーナー、
棒焼きパンなど楽しい体験が待っています！
展示コーナーでは創作作品が見られます！

[場所] 本館・中庭・ロータリー付近
[時間] 10:00～14:00

大学生と楽しく遊ぼう！

すべてのチェックポイントを

まわるとプレゼントがあるよ！（先着順）

[場所] 会場全体
[時間] 10:00～14:00

スタンプラリースタンプラリー

[場所] 体育館
[時間] 11:30～13:45

[場所] 体育館裏キャンプ場
[時間] 10:00～14:00

[場所]　ロータリー・視聴覚室[場所]　ロータリー・視聴覚室

[場所]青少年食堂付近[場所]青少年食堂付近

[青少年食堂][青少年食堂]

[成人食堂][成人食堂]

［場所］ 少分谷池　※雨天中止
［時間］ 午前の部　10：15～12：00
          午後の部　13：00～15：00
［受付］ 9：45～10：00
          12：30～12：45

［場所］ 少分谷池　※雨天中止
［時間］ 午前の部　10：15～12：00
          午後の部　13：00～15：00
［受付］ 9：45～10：00
          12：30～12：45

参加費（1艇）３００円
※小学生は保護者（又は中学生以上）と乗艇

※小学生未満のお子さんは保護者同伴でも乗艇不可

[場所] 少分谷池
[時間] 10:00～12:00（受付11:30迄）
　　　 13:00～14:00
※ 傷害保険代として一人１００円が必要
　です。
※ 二人乗り

[場所]　講堂
[時間] 13:40～14:00（抽選券配布)
[場所]　講堂
[時間] 13:40～14:00（抽選券配布)

今年も豪華景品が、な､ん､と・・・150本以上！

[場所]　本館・中庭・講堂前・ロータリー付近[場所]　本館・中庭・講堂前・ロータリー付近

オカリナ演奏、玉すだれ、男性コーラス
舞踊、法螺貝吹鳴、大型紙芝居、フラダンス

[場所]　本館・青少年広場
[受付・景品受取]　総合案内横
[場所]　本館・青少年広場
[受付・景品受取]　総合案内横

活動紹介

[場所] 冒険の小川 　　　※雨天中止　
[時間]　　

[場所] 冒険の小川 　　　※雨天中止　
[時間]　　

　　　※ＨＡＰ：Hyogo Adventure Projectの略 

[場所]　本館２F研修室[場所]　本館２F研修室

冒険の小川冒険の小川

講堂

　　　　　　抽選会について
・抽選会参加希望の方は中庭の総合案内で抽選券を受け取ってください。
　（配券時刻は12：00～13：00）＊券がなくなり次第終了
・14時頃に当選者を総合案内とセンターHPで発表し、大体育室で景品引き

　渡しをします。（引き渡し時刻は15：00まで。カヌー・HAP体験などで
　来られない方は15：30まで）

新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、今回は抽選会、交流
ダンスパーティ、巻き巻き(巻き寿
司)フェアは中止しています。

自動車は必ず駐車場にお停めください。

抽選会景品提供業者様

ご提供いただき、ありがとうごいます。

[場所]　本館１F・２F[場所]　本館１F・２F [場所]　学習交流棟１F[場所]　学習交流棟１F

昆虫標本の展示やアンモナイトのレプリ
カづくり等が体験できるよ！
レプリカづくり：１回 100円

多目的グラウンド多目的グラウンド

川柳のつどい

大体育室大体育室

青少年広場青少年広場
青少年
食堂

青少年
食堂

本館
講堂

講堂講堂うれしの春のフェスティバルうれしの春のフェスティバル

2017

協力：県立西脇工業高等学校

提供：兵庫ヤクルト販売（株）
       生活協同組合コープこうべ

本館本館

学習交流棟学習交流棟

兵庫ヤクルト販売（株）
シンエーフーヅ株式会社

※順不同

※令和４年３月末現在の
　 提供業者様です。

 

ロータリーロータリー

協力：マゴワヤサシイキッチンここから
 「うれしのふれあいＤＡＹ」
 （ひょうご冒険教育（ＨＡＰ）体験会）
 「うれしのふれあいＤＡＹ」
 （ひょうご冒険教育（ＨＡＰ）体験会）

スタンプラリー
　　受　　付

スタンプラリー
キッズ遊び場

スタンプラリー
　　受　付

総合案内
抽選券配付

抽 選 会抽 選 会

うれしのまるごとギャラリーうれしのまるごとギャラリー うれしの生活創造プラザ展示うれしの生活創造プラザ展示

模擬店&体験&展示コーナーがたくさん！模擬店&体験&展示コーナーがたくさん！

カヌー体験カヌー体験

本館では力作揃い!!
絵画・書・写真・陶芸・木彫・染色
などの作品展示をご覧ください。

山の幸染め作品展（岸本ちとせ氏）

　　 ≪４／５～５／９≫

（しょうぶだにいけ）

家族や友だちが命綱を握って、いざ冒険の世界へ！
高いところでの丸太渡りや壁登り、地上８ｍからの
ジャンプに挑戦！

対象年齢：小学３年生以上。参加費無料。
参加の服装：長ズボン、運動靴

ハンドメイド、ワークショップ、フリー
マーケット、癒し、キッズブース

ゴルフボールにバドミントンの羽根を付けて
ゴルフクラブで打つニュースポーツ。

抽選券は講堂前で配布します。

14:10～15:00（抽選会）14:10～15:00（抽選会）

12:45～14:15（受付12:30～先着50名）12:45～14:15（受付12:30～先着50名）
10:00～11:30（受付 9:45～先着50名）10:00～11:30（受付 9:45～先着50名）

少分谷池少分谷池

 

 

工作教室（万華鏡を作ろう！）工作教室（万華鏡を作ろう！）

※14：00以降の乗船の方は抽選会
　には参加できません。

応募者多数の場合、受付終了後、抽選します。

中庭ステージ

     工作教室＆手芸小物販売万華鏡、アクリル製恐竜骨格、はんだを使った電子工作

！！

※マスク飲食でお願いします※マスク飲食でお願いします

※マスク飲食でお願いします※マスク飲食でお願いします

【飲食指定エリア】【飲食指定エリア】

【飲食指定エリア】【飲食指定エリア】

協力：古代鏡展示館（県立考古博物館　加西分館）

　新型コロナウイルス感染拡大
　防止対策にご協力ください！！

・マスク着用にご協力お願いします。
・会場内では大きな声での会話をご遠慮ください。
・手指消毒につとめてください。
・人と人との間隔は最低１ｍあけてください。
・参加者把握のため、参加票（ネット、紙）の集約　
　にご協力お願いします。
・飲食は飲食指定エリア（成人食堂、青少年食堂等）
　をご利用ください。

 

 

[場所]第６研修室

まちがい探しに挑戦し、
缶バッジをゲット！

[場所]視聴覚室
[時間]10:00～14:00

成人
食堂

成人
食堂

協力：県立人と自然の博物館

[時刻]　13:00～14:00[時刻]　13:00～14:00
協力：東播磨文化団体連合会
和太鼓、民舞、よさこい、手話歌、
フラダンス、エイサーなどで盛り上がろう！

［時刻］　10:00～12:40
オカリナ、和太鼓、吹奏楽、
玉すだれ、マジック、新舞踊
フラダンスで楽しもう！

中庭ステージ 講堂ステージ

[場所] 本館２F研修室、講堂前[場所] 本館２F研修室、講堂前

協力：県立小野工業高等学校

古代鏡展示館

協力：兵庫県立考古博物館加西分館

缶バッジづくり

協力：県立やしろの森公園協会
オリジナル缶バッジづくり
製作体験：1個　50円

高校生が楽しい工作や手芸を教えてくれます！

[場所]大体育室

抽選会景品引き渡し

　提供：北播磨地域の
　　　　　景品提供業者様
　　詳細は、チラシ下部に

高校生が万華鏡の作り方を
分かりやすく教えてくれるよ！


