
小学生のみんな！岡山のよさを知って，発信しよう！

募集は保護者同伴で参加できる小学生のみです。定員は各会場で違います。(詳細は，裏面)
申込は，先着順となります。(定員に達した場合，キャンセル待ちです)
下記ホームページor右のQRコードから申し込みください。申込はHPから

【主催】岡山県子ども観光大使実行委員会
【後援】岡山県，岡山県教育委員会，岡山経済同友会，岡山県商工会議所連合会，岡山県商工会連合会，読売新聞，朝日新聞，
毎日新聞，TOSS岡山，NPO法人岡山教師力向上支援サークル，倉敷市，総社市，笠岡市，瀬戸内市，新見市，真庭市，備前市，
吉備中央町，久米南町，勝央町，鏡野町，鏡野町教育委員会，総社市教育委員会，瀬戸内市教育委員会，真庭市教育委員会，
美作市教育委員会，浅口市教育委員会，和気市教育委員会，里庄町教育委員会，新庄村教育委員会，笠岡市教育委員会，矢
掛町教育委員会，吉備中央町教育委員会，西粟倉村教育委員会，高梁市教育委員会，備前市教育委員会，早島町教育委員
会，岡山県観光連盟，玉野市観光協会，笠岡市観光協会，井原市観光協会，総社市観光協会，倉敷観光コンベンションビュー
ロー，真庭市観光協会（２０１５年９月１４日現在）

※申請中→全自治体，全教育委員会，全観光協会，マスコミ・新聞各社

HP→http://okayamakodomokankoutaisi.jimdo.com/
HPが最新の情報です。
講座内容・日程に変更があった場合もHPを随時更新します。ご確認の上，参加下さい。

子ども観光大使(TOSS商標) 商標登録第5464216号 子ども観光大使検定 商標登録第5464217号

どこで，どのくらい開催されるの？

昨年は，岡山県でのべ103名の
小学生が子ども観光大使に認定！

【26年度版・岡山県子ども観光大使認定証】

①体験を通して岡山のよさを学習↓

②地域の方から岡山のよさを学習↓

③岡山のよさを発信(写真俳句)↓

子ども観光大使は，地域の魅力
を知り発信することで，地域のこと
をもっと好きになったり誇りに思った
りする子を育てる取組です。

子ども観光大使って？

3つの条件を満たせば，子ども観光大使の認定証がもらえます！
【条件1 】 1会場以上参加し，岡山の魅力を知ったり体験したりする
【条件2】 写真俳句・動画などで岡山の魅力を発信する
【条件3】 当日の子ども観光大使検定に合格する
1会場→「〇市(町)の子ども観光大使」 ※参加会場の市や町

2会場→「岡山県子ども観光大使」に認定！
認定されると来年岡山開催の全国大会に出場できます(右下)

後楽園

第2回
全国連合子ども観光大使大会

IN晴れの国おかやま

2016年7月23日（土）24（日）
会場：岡山大学，後楽園
協賛：東武トップツアーズ他
子ども観光大使のふるさと紹介、
TOSS教師による観光授業、世界的な
アーティスト「アニャンゴ」の講演等
予定しております。

Ⓒ岡山県 うらっち・ももっち

2020年東京オリンピックに向け
て地域のよさを，そして日本のよ
さを発信していく子どもを育てて
います。岡山県では，2014年か
ら倉敷で始まりました。

子ども観光大使は，地域の宝を見つけ，地域の人と学び，
地域の外へ，県外へ，国外へ，地域のよさを発信します！

岡山城

何を学ぶの？

池田動物園

後楽園

岡山城

備前焼

マスカット

今年度は１４市・４町 全２４会場で開催！

他にもたくさん学べるよ！（裏面へ）

http://okayamakodomokankoutaisi.jimdo.com/


① 原則として保護者同伴での参加となります(保護者の皆様は見学となります。)
② 講座内容の詳細については，HPを確認いただくか，参加する会場の事務局にお問い合わせください。
③ 全会場の共通の当日の持ち物は「筆記用具」です。調理の会場は「エプロン・マスク・三角巾」もお願いします。
④ ※は子ども１人分の参加費です。☆は同伴の方の施設入場料等がかかる会場です。詳細はＨＰで確認ください。
⑤ 参加する子どもたちの保険には加入していますが，事故のないようにご協力ください。
⑥ やむを得ずキャンセルされる場合には，開催日前日までに参加する会場の事務局にメールにてお知らせください。

★年間開催予定★

回 開催期日 開催場所 内容・講師・定員 連絡先※参加費(別途保険代100円)

1 10／3(土)AM
赤磐市
桃茂実苑観光農園

赤磐のマスカットを採って食べて学ぼう
講師：桃茂実苑職員の方

麻田邦彦
nqd22339@nifty.com

2 10／10(土)AM
小田郡矢掛町
水車の里フルーツトピア

サツマイモ掘りと料理＆矢掛町の自然と文化を知ろう
講師：小塚貴弘氏(組合長)

芝勢宣明
nobu-s64@hop.ocn.ne.jp

3 10／12(月)AM
岡山市
ANAホテル1F「ウルバーノ」

季節のフルーツパフェを食べて学ぼう 佐藤紀子
mmmkp779@yahoo.co.jp

4 10／17(土)AM
総社市
きびじつるの里

天然記念物タンチョウ飼育見学＆絶滅危惧種の保護に
ついて学ぼう 講師：井口順司氏

川中朋子
kankohare@gmail.com

5 10／31(土)AM 高梁市役所
備中松山藩で活躍した山田方谷について学ぼう
講師：石井亮作氏(高梁方谷会)

西村純一
nishimura.junichi@toss2.com

6
11／15(日)

AM～PM過ぎ

真庭市
蒜山振興局

B級グルメひるぜん焼きそばを作ろう
講師：亀山尚氏(ひるぜん焼きそばすいとん会)

鈴木孝迪
suzukitakamichi@hotmail.co.jp

7 11／21(土)AM
岡山市
岡山城

岡山城見学と備前焼体験をしよう
講師：岡山城職員の方

片山陽介
imomushiyoshio@gmail.com

8 11／21(土)AM 美咲町内
B級グルメ たまごかけご飯について学ぼう 西村純一

nishimura.junichi@toss2.com

9 11／23(月)AM
美作市
宮本武蔵資料館

剣豪宮本武蔵の秘密にせまろう
講師：竹元正臣氏(リゾート武蔵の里 副支配人)

山崎風
fuyamasakiday20075024@yahoo.co.jp

10 12／13(日)AM
笠岡市立
カブトガニ博物館

カブトガニの生態を知ろう
講師：惣路紀通氏(カブトガニ博物館館長 )

芝勢宣明
nobu-s64@hop.ocn.ne.jp

11 12／13(日)PM
浅口市浅口郡
仁科会館

仁科芳雄の生い立ちを知り，楽しい科学の実験をしよう
講師：田主裕一朗氏(仁科会館事務局長)

山本芳幸
yoshiyu-yamamoto@cam.hi-ho.ne.jp

12 12／19(土)AM
早島町
ゲストハウスいぐさ

いぐさコースター作りといぐさの植え付けをしよう(予定)

講師：木村桃子氏(いぐさクリエイター)
近田美穂
miho1935@gmail.com

13
12／28(月)

AM～PM過ぎ

浅口市
かも川手延素麺株式会社

手延べ麺を作って食べよう！(麺のお土産あり)
講師：麺大学の先生

土師宏文
fhaji@mx6.kct.ne.jp

14 1／23(土)AM
倉敷市
芸文館

大山康晴名人の功績を学ぼう
講師：北村氏(倉敷市大山名人記念館館長)

土師宏文
fhaji@mx6.kct.ne.jp

15 1／30(土)AM
岡山市
後楽園

日本三名園の素晴らしさに誇りをもとう
講師：後楽園観光ガイドの方

永井貴憲
rsa45204@nifty.com

16 2／ 7(日)AM
玉野市
すこやかセンター

たまの温玉めしを作って食べよう！
講師：たまの温玉めしの会会長

角南卓也
takuya5893@gmail.com

17 2／ 7(日)PM
備前市
衆楽館閑谷学校前

備前焼体験と旧閑谷学校を見学しよう
講師：武用健氏(衆楽館代表)

梶田俊彦
kyabe43@gmail.com

18 2／20(土)AM
瀬戸内市
備前市長船刀剣の里

刀鍛冶の本場長船で，本物の刀剣と匠の技を見よう

講師：刀剣博物館職員の方(予定)
永井貴憲
rsa45204@nifty.com

19 2／27(土)AM
津山市
津山洋学資料館

津山の偉人宇田川家の業績を学ぼう
講師：乾康二氏津山洋楽資料館次長(学芸員)

山崎風
fuyamasakiday20075024@yahoo.co.jp

20 2／28(日)AM
岡山市
池田動物園

フラミンゴとふれあい体験をしよう
講師：赤迫良一氏(池田動物園総務部長)

佐藤紀子
mmmkp779@yahoo.co.jp

21 3／ 5(土)AM
岡山市
吉備津彦神社

桃太郎伝説を学ぼう
講師：守分清身氏(吉備津彦神社宮司)

畦田真介
kawata0727@gmail.com

22 3／13(日)AM
新見市
山田方谷記念館

教育に力を入れた山田方谷生き方と父母の教えを学ぼう

講師：磯田耕治氏(山田方谷記念館館長)
西村純一
nishimura.junichi@toss2.com

23 3／19(土)AM
岡山市
西大寺観音院

はだか祭りを学んで，貴重な宝木を見よう
講師：坪井稜広氏(西大寺観音院副住職)他

梶田俊彦
kyabe43@gmail.com

24 3／26(土)AM
総社市
宝福寺

座禅や足でネズミを描く雪舟体験をしよう（予定）
講師：井山宝福寺の方

岡本純
dct1192@yahoo.co.jp

岡山県子ども観光大使実行委員会
顧問：あいさわ一郎氏(衆議院議員)大橋洋治氏(全日空取締役会長・元全日空代表取締役社長)会長：甲本卓司(TOSS岡山)
子どもたちがふるさと岡山に誇りをもってほしいという声に賛同した団体･行政が協働で運営し，活動しています。運営費用は，有志の方々の協賛金等で活

動しています。後援・協賛・賛同していただける方は，事務局長の西村純一nishimura.junichi@toss2.com宛にご連絡ください。

内容は変更する場合がございます。HPで最新版をご確認ください。 HP→http://okayamakodomokankoutaisi.jimdo.com/

※材料代 800円☆

※パフェ代 1200円

※材料代 300円

※入城料・体験料 1150円☆

※材料費 100円

※拝観料 100円☆

定員30名

定員10名

定員30名

定員30名

定員30名

定員25名

定員40名

定員25名

定員20名

定員30名

定員30名

定員30名

定員15名

※材料代 200円

※いぐさ材料費 1500円

※体験・見学料 3250円☆

※材料費，体験料 1500円

☆

※入園料 650円☆

※入園料 140円☆

定員10名

定員25名

定員30名

定員15名

定員30名

定員25名

定員20名

定員30名

定員30名

定員30名

※マスカット試食代 1600円

定員30名

☆

※入館料 210円☆

※入館料 200円☆

※無料

※無料

※無料

※無料

※無料

※無料

※無料

※無料

※無料


