
星つむぎの村
ワークショップ

ほし むら

場所 甲府市総合市民会館
NPO法人ハートオン /
一般社団法人子育てカウンセラー協会
主催講演

夢甲斐塾 主催講演

宇宙への挑戦 - 有人宇宙活動
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子どもも大人も楽しく学べるイベントがいっぱい！子どもも大人も楽しく学べるイベントがいっぱい！
ここ お と なお と な たのたの まなまな

14:00～15:30  芸術ホール

入場無料
事前申込不要

入場無料
事前申込不要

1997年、スペースシャトル「コロンビア号」に
搭乗し、日本人として初めての船外活動を行う。

つの   だ     とも   こ

おいしい食べ物にも出会える！
た

◆ 小学生以上対象です　

◆ 職業ごとに時間帯別に定員がございます。

しょうがくせい いじょう たいしょう　　　　　　　　　

もの で   あ

手づくり甲冑展示
こども甲冑試着

10:00～ 
　　 15:30

12:15～ 
　　 12:45

体験ブース

たい   けん

 さん    か     む   りょう

参加無料!

体験ブース

たい   けん

 さん    か     む   りょう

参加無料!

体験ブース

たい   けん

体験ブース

たい   けん

 さん    か     む   りょう

参加無料!
フルーツカレー、わたがし・たこやき、
天然酵母パン、炭火焼き、ピザ、つきたてお餅
（餅つき体験あり）、ホットドッグなど

セラヴィ(ドレスショップ体験)
▶▶▶ 所要時間 約６０分 / 定員4名 / 開催時刻 1０:00-,11:30-,13:00-,14:30-
匠屋 (ちびっこ上棟式)
▶▶▶ 所要時間 約3０分 / 定員4名 / 開催時刻 1０:30-,11:30-,13:00-,14:00-,15:00-
(株)センティス21(訓練用消火器で放出体験)
▶▶▶ 所要時間 約45分 / 定員25名 / 開催時刻 1０:00-,11:00-,13:00-,14:00-
おらんとうの森 (植木屋さんの苔玉作り)
▶▶▶ 所要時間 約６０分 / 定員10名 / 開催時刻 1０:30-,12:30-,14:30-
シナリー化粧品 (エステティシャン体験)
▶▶▶ 所要時間 約６０分 / 定員10組 / 開催時刻 1０:30-,13:00-,15:00-
山梨県作業療法士会 (作業療法士の仕事体験)
▶▶▶ 所要時間 約６０分 / 定員4名 / 開催時刻 1０:00-,1１:30-,13:00-
南甲府警察署 (白バイ乗車体験・警察官制服試着体験)
森の蘇り (森を守るお仕事の生活雑貨つくり)
▶▶▶ 所要時間 約45分 / 定員4名 / 開催時刻 1０:00-,11:00-,12:00-,13:00-,14:00-
地域の看護と介護を考えていく会 (看護師の仕事体験)
▶▶▶ 所要時間 約６０分 / 定員6名 / 開催時刻 1０:00-,11:30-,13:00-
スズキブレース義肢・装具製作所 (義足の装着体験と石膏での型取り体験)
▶▶▶ 所要時間 約６０分 / 定員3名 / 開催時刻 1０:30-,12:30-,14:30-
サンロード (お薬の販売体験)
▶▶▶ 所要時間 約20分 / 定員16組計45名 / 開催時刻 10:00-15:40の間、20分ごと開催
山梨県言語聴覚士会 (言語聴覚士の仕事体験 )
▶▶▶ 所要時間 約45分 / 定員4名 / 開催時刻 1０:00-,11:00-,13:00-,14:00-
山梨県理学療法士会 (車いす体験、ストレッチ教室等 )
▶▶▶ 所要時間 約６０分 / 定員4名 / 開催時刻 11:00-,12:30-,14:00-

※ 当日の都合により、売切やメニュー変更がある場合がございます。
　 あらかじめご容赦ください。

大人が変われば
  子どもが変わる・・・
郷育フォーラム2019

お と な か

こ か

検  索

イベントについての詳細は、 
公式サイトや facebook で発信中！

楽しくて勉強になるブースが、他にもたくさんあります！ ぜひご家族でお越しください。

入場無料 / 事前申込制

♪ 発表
はっぴょう

子どもたちの
ダンス発表

こ

はっ ぴょう

ほん わ と たい   けん

本の和綴じ体験

甲府きょういくの日講演会

こうふ開府５００年記念事業
KOFU DREAM CAMPUS SPECIAL

土井隆雄 講演会

『出来ないことに×よりも
               そのままの この子に花マルを』

メインフォーラム
宇宙飛行士 (甲府市立東中学校卒業)

講師 角田 智子

10:30～12:00　芸術ホール

わが子にあった褒めて伸ばすあかもち講演会

一般社団法人
子育てカウンセラー協会 理事長

白倉事務所 所長
日本の心（古典）研究者 

夢甲斐塾塾長

10:00開場　先着順のご案内となります

先着順のご案内となります

令和を楽しむ講演会
もっと令和を楽しもう！ ～そもそも、元号って何だっけ？～

特別講演

特別講演

講師 白倉 信司
しら  くら     しん   じ

12:45～13:45  3階大会議室

じ

か
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郷育フォーラム 2018
きょういく郷育フォーラム 2019
きょういく

きょういくの日関連事業
ひ かん れん   じ  ぎょう

新しい時代でも変わらない大切なものがある
じ かだ  い  た い    せ つあたら

みんなで楽しもう！
大餅つき大会
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10月6日 日
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たくさんあるよ！
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今年は職業体験
ブースが登場！
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お囃子演奏
和太鼓の演奏体験
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「郷」をテーマに、
子どもが大好きな
わたがしやたこ焼きを提供します。

郷土の特産品を材料に使った
フルーツカレーを提供します。

富士桜ポークを始めとする
地場のお肉を炭火焼きで提供します。

子育ての不安や悩みを解消！わが子に
あった褒めて伸ばすをアドバイス。
これから伸びる可能性を見つけません
か？

きょう     いく
たの

ぜひご家族でお越しください。

お問合わせ先   郷育フォーラム2019実行委員会
甲府市相生二丁目2番17号　甲府商工会議所3階  一般社団法人甲府青年会議所

TEL:055-235-5423    email  office@kofujc.com
HP https://kyouikuforum2019.jimdosite.com

一般社団法人甲府青年会議所 / 一般社団法人子育てカウンセラー協会 / いのちの授業実行委員会 /NPO 法人ハートオン /

emi フラワーペイント / 手作り絵本の会 / 甲斐手づくり甲冑の会 / 甲斐岬塾 / くだもの厨房フクヨシ / クローバー /

こうふ開府500年記念事業実行委員会 / 甲府市教育委員会/甲府市議会議員 有志 「いちご会」/甲府囃子保存会/シナリー化粧品 /女性のための施術サロンＩＲＯＤＯＲＩ / 

炭火焼き屋 / 生活クラブ生活協同組合山梨 / SOLATIO / チュウ！Chyu / 伝家の宝刀煎餅〈ひろさんぽ号〉 / ピースダンススクール / フェアトレードショップしゃんてぃこっこ/

ふるさとHOMARE /星つむぎの村 / 夢甲斐塾 /リズムオブラブ

山梨県教育委員会 / 甲斐市教育委員会 / 甲府市小中学校 PTA 連合会 / 中央市教育委員会 / 昭和町 / 昭和町教育委員会 / 山梨県 PTA 協議会 /

山梨県公立小中学校長会 / 駿台甲府高等学校・中学校・小学校
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炭火焼き屋
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地元のお肉を味わおう！

      
　　　　　　　　　　ちゅうぼう

くだもの厨房
 　　 

フクヨシ

甲府市指定無形文化財である甲府囃子
を知ってもらい、和太鼓の演奏体験
を通じて甲府の伝統文化に触れていた
だきたいと思います。

山梨市のストリートダンス教室である
ピースダンススクールの子どもたち
が、ステージ上でエキサイティングな
ダンスを披露します！
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参加無料!

特産物のブドウなどを描いて、コースター
にくまや猫などのトールペイントを
おこないます。絵が苦手な方も楽しめ
ます。

　　

emi フラワーペイント
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ペイント体験
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体験ブース
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参加無料!
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観覧無料!
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参加無料!

　

クローバー
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わたがし、たこ焼き販売
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個性・能力発見診断

郷育フォーラム 2019は、楽しいイベントいっぱい！

会場に 6 問の歴史クイズが散りばめ
られています。郷育フォーラムのパン
フレット内にある回答用紙を使って
全問答えて、賞品をゲットしよう！
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歴史クイズラリー

建物を建てる時に行う神事を子ども
達に体験してもらい、日本の文化に
触れて日本の心を育てる教育を事業
を通して行っていきます。
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神に感謝しつつ
 けん せつ　　　　　　　   に   ほん  か    おく

建設される日本家屋

  ゆ め か い じゅく

夢甲斐塾
 　

リラクゼーションブース

ご存知ですか？メディカルアロマで、
心、身体が癒され笑顔になれる事を。
癒やしをお求めの方は、リラクゼー
ションブースへ。
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細い木を切って森に大きな木を育てよ
う !地球が喜ぶ仕事だよ★切った木を色
んなアイデアで作品にしてみよう！素敵
なアイデアにはプレゼントが有るよ！
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体験してみよう！

体験ブース

たい   けん

 さん    か     む   りょう

参加無料!

「餅つき」という日本の伝統文化を親子
で楽しむという体験を通じて、「食育」
と「和の心」を美味しく楽しく学びま
しょう！

   もち　　　　　　　　　  　　 に   ほん　　 でん とう ぶん  か　　　おや   こ 
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参加無料!
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みんなで楽しもう！
 だい もち　　　　　  たい かい

大餅つき大会

あなたは普段、どんな物を食べていま
すか？優しい味の無添加食品は、身体
にも優しい食品です。ぜひ、味わって
みてください。
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ペレット窯で焼いた、
熱々のピザを提供します。

      
   かぶしきがいしゃ    しょうや

株式会社匠屋
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ペレット窯のピザ販売
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あつあつ　　　　　　　ていきょう

食
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おいしい軽食、パウンドケーキや
飲み物を提供します。

      
  

SOLATIO
けいしょく

軽食・パウンドケーキ
　　　　　　　けいしょく

 あ        もの 　ていきょう

食
ブース

しょく

みんなが笑顔になれる体に優しいパン
作りを心がけております。普段のミネ
ラル不足をパンを食べて、少しでも
補ってもらえたらうれしいです。
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天然酵母のお家パン屋
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手づくり甲冑展示
  こ　　　　　　かっちゅう し  ちゃく

子ども甲冑試着

かっこいい手づくり甲冑が大集結。
「子ども甲冑」を着ることもできます。
戦国武将の心意気を感じ取ってもらい、
楽しい思い出を作りましょう！
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参加無料!
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甲府市議会議員 有志 
　　　　　　　　  かい

「いちご会」  

こうふ開府 500 年パネル展示、
甲府31歴史探訪ビデオを上映します。
市政相談コーナーに皆様のご意見を
いただきたいです。

　　　　　　　かい  ふ　　　　　　　ねん　　　　　　　  てん   じ

 こう ふ　　　  れき し  たんぼう　　　　　　　じょうえい

  し  せい そうだん　　　　　　　　　　みなさま　　　　 い  けん

日ごろお疲れのお母様方に、1人1か所施術
をおこないます。生活の質を向上させると
ともに、心に寄り添うコミュニケーションを
提供します。

 ほし　　　　　　　　　　 むら

星つむぎの村
 

ワークショップ

むかし　 　ほん　　　つく

昔の本を作ってみよう
 　  わ       　　　  たい けん

（和とじ体験）

和綴じという昔の本の綴じ方を体験
してもらうことで、和綴じという綴じ方
を知っていただき、本を手づくりする
ことの楽しさを体験してみませんか？

 わ　 と　　　　　　　　 むかし　  ほん　　  と　　   かた　　たいけん

　　　　　　　　　　　　　　　　 わ   と　　　　　　　　  と　　 かた
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地球ごまや星座カードなどの楽しい
ワークショップを通じて、空に広がる
大宇宙を一緒に感じてみませんか？
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日ごろ使用される化粧品をCMで選ん
でいないでしょうか。成分の大切さ、
化粧品の安心安全について学んでいた
だけます。
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食を通じて地域の魅力を伝え、地域
の防災も連動させた「安心やまなし」
を提案しています。  ※今回はホットドッグ
やフランクフルトを販売いたします！
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食品添加物実験（ジュース、ウインナー）、
合成洗剤と石けんの比較、試食などを
通じて、身近な品の安心安全について
学びませんか？
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SDGｓ（持続可能な開発目標）の一つ
に、つくる責任・つかう責任があります。
フェアトレード・しゃんてぃこっこは、
この目標にむかって取り組んでいます。
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親子で楽しめる簡単なリズム遊び・
体操で視聴覚教材を活用して「自分
の命は自分で守るための心と体づくり」
を楽しく学ぼう！
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健康安全郷育プログラムを体験しよう！
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子どもの健康安全を守る命のつながり
を創るために、うれしい・たのしい・
しあわせなことをみんなで描いて
「自己肯定感」を醸成しよう！
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創設時から変わらないこの想いのもと、山梨の将来を担う子どもたち、そして子どもたちを育てる
大人たちに対して、生活をする上で、また、子どもを育てる上でお役に立つ情報を提供していく。
これが郷育フォーラムの開催の目的です。郷育フォーラムの｢きょういく」という言葉には、しつけ、
学習といった教え育む｢教育」、家庭、地域社会、行政が共に育む｢共育」、ふるさと山梨のよさを知り、
｢思いやりの心」をもって、郷土を育む｢郷育」という3つの意味が掛けられています。
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