＜予約コース＞は･･･
対象 : 小学校 3 〜 6 年生
定員 : 約 140 名（先着順）

᩼ଐࠝᆰ᧓ g ᩼ଐࠝ˳᬴ᲷǘƘǘƘᲥಏƠƍᲥૼƠƍᐯЎ
参加者全員
に
オリジナル
グッズ
をプレゼン
ト！！

2016

予約コース
予約

2つ選んで体験できます

け ん ちく

ば ん き ん しょくに ん

建築板金職人体験
郵便受けを手作りしよう！

費用：無料
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わさい

しょくに ん

和裁職人体験

エコなマスクを手作りしよう！

費用：無料
いきなり

いきなり

コースあり

コースあり

たたみ

ἓ

※事前予約制

5/28 sat. 29 sun.

10:00-15:00 受付開始 9:30

茨城空港公園航空広場 他
会場 ※雨天時一部中止

とうげ い

畳づくり体験

ミニ畳をつくってみよう！

費用：500円

陶芸体験

ちょきん箱や陶器の鈴をつくろう！

費用：2000円(送料別)

コースあり

フラワーアレンジ体験

費用：1000円

費用：無料

病院のお仕事を体験！
病気やけがをした人の
体験を通して学ぼう！

キャンドルづくり体験
イチゴがのった
ケーキキャンドル
をつくろう！

＊甘い香り付き＊

費用：1000円

※当日の申込みで参加できます

キャンドルづくり体験

ね つ ききゅう とうじょう

熱気球搭乗体験

※風により
中止する
場合あり

実施時間：13:00~15:00
費用：大人1000円/子ども500円

アナウンサー体験

費用：500円（記録DVD付）

発声の仕方を学んだら、
いざ本番！カメラの前で
リポートしてみよう♪

リハビリのお仕事体験

いきなりコース
いきなり

カラーキューブのオリジナルキャンドル
をつくろう！
費用：800 円

いきなり

（5/29限定）

日時

エステティシャン体験 フライトシミュレータ体験
ハンドマッサージをやってみよう！ 「茨城空港に着陸せよ！!」

（5/28限定）

費用：300 円

ショベルカー
操縦体験

しょうぼうし

消防士体験

費用：無料

放水体験や救助
体験、消火器の
使い方を学ぼう！

（5/29限定）費用：無料

ネイリスト体験

ネイルアートをやってみよう！

（5/29限定） 費用：1000 円

【申込期間】

申込方法は裏面へ
！

グルメブース 小美玉マルシェ

フリーマーケット
スカイスリークイズラリー

茨城空港となりの芝生の広場が会場だよ♪
ピクニック気分で遊びに来てね！

他にも･･･

建築板金職人体験

費用：無料

郵便受けを手作りしよう！

和裁職人体験

費用：無料

畳づくり体験

費用：500円

エコなマスクを手作りしよう！

5/12 thu. 19:00

5/18 wed. 24:00

費用：無料

水戸市出身のレーシングドライバーが
兄弟そろって来場するよ！

平木 湧也 選手（19歳）玲次 選手（18歳）

実物のレーシングカーを見ながら
ご本人にいろいろ質問しよう！
[フォトブース]

[フォトブース]

航空自衛隊百里基地コーナー

スカイマーク

制服を試着して記念撮影しよう！

コーナー

制服を試着して記念撮影しよう！

茨城空港PRキャラクター

【お問合せ】 小美玉市茨城空港利用促進協議会
（小美玉市空港対策課内） ☎ 0299-48-1111 (内線1171)

※写真はイメージです。上記内容は変更になる場合があります。
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実施概要＆申込方法

◆目

的 ①子どもたちに、普段はなかなかできない貴重な体験 ( チャレンジ ) を提供します。
②チャレンジを通して、子どもたちの興味・関心・可能性を伸ばすお手伝いをします。
③茨城空港という普段の教室とは違う場で、子どもたちに楽しい思い出をつくってもらいます。
◆日
時 平成 28 年 5 月 28 日 ( 土 ) 〜 29 日 ( 日 ) 10:00 〜 15:00 受付開始 9:30
◆会
場 茨城空港空港公園航空広場他
◆参 加 費 無料〜 2000 円 ※各教室により費用が異なります
◆対
象 小学校３〜６年生 ※予約コース
◆定
員 約 140 名（先着順） ※各教室により定員が異なります
◆応募期間 平成 28 年 5 月 12 日 ( 木 ) 19:00 〜 18 日 ( 水 ) 24:00
※応募者が定員を超えた場合、早めに応募を締め切る場合がありますのでご了承ください。
◆コース内容
＜予約コース＞･･･２つ選択し、１・２時間目にそれぞれ受講します【事前予約制】
①建築板金職人体験 （無料 / 定員 32 名）
※1
⑥アナウンサー体験
（500 円 / 定員 24 名）
②和裁職人体験
（無料 / 定員 24 名）
※1
⑦リハビリのお仕事体験 （無料 / 定員 12 名）※5/29 のみ
③畳づくり体験
（500 円 / 定員 24 名）
⑧消防士体験
（無料 / 定員 24 名）※雨天中止
④陶芸体験
（2000 円、送料別/ 定員60名）⑨キャンドルづくり体験 （1000 円 / 定員 40 名）
⑤フラワーアレンジ体験 （1000 円 / 定員 40 名）
※1：①②は小学校 4 年生以上を推奨します。

＜いきなりコース＞･･･当日の申込みで参加できます【予約不要】 ※年齢制限なし
＜いきなりコース＞の参加方法
①キャンドルづくり体験 （800 円）
⑥ショベルカー操縦体験（無料）
※5/29のみ
【1】まずは受付へ！
②エステティシャン体験 （300 円）※5/28 のみ
⑦建築板金職人体験 （無料）
会場マップをゲットしよう！！
③ネイリスト体験
（1000 円）
※5/29 のみ
⑧和裁職人体験
（無料）
【2】体験ブースに行って直接申込み
④熱気球搭乗体験
（大人1000円/ 子ども500円） ⑨畳づくり体験
各ブースで参加できる時間が異なり
（500 円）
ますのでご注意ください。
⑤フライトシミュレータ体験（無料）
◎展示＆フォトブース各種
※天候により実施できない場合があります。また、材料がなくなり次第終了します。
※都合により、コース内容に変更がある場合があります。最新の情報は下記サイトにてご確認ください。

◆＜予約コース＞の申込方法
①下記の URL または QR コードから、応募フォームに必要事項を入力の上お申込みください。携帯電話・スマートフォンからも
お申込みいただけます。 ＜主な必要事項：保護者（申込者）氏名・連絡先・参加児童の情報など＞
②希望する教室が応募者多数の場合は先着順とし、結果はメールでご連絡します。
◆＜予約コース＞の参加方法
①当選のメールにて、当日の詳細をお知らせします。
②当日は 10:00 までに受付（茨城空港公園航空広場内）へお越しください。受付にて会場マップをお渡しします。
③開会式の後、体験教室ごとのブースへ移動し、体験スタートです。
④すべてのプログラムを終えたら閉会式を行います。
◆スケジュール（予約コース）
09:30
受付開始
10:00
開会式
10:15 〜
移動
10:30 〜 11:45 １時間目（75 分）
11:45 〜 13:15 昼休み・移動
13:15 〜 14:30 ２時間目（75 分）
14:45 〜 15:00 閉会式

▼応募フォームはこちら▼
【携帯電話・スマートフォンからのお申込み】
QR コードから→
【PC からのお申込み】
小美玉市ウェブサイトから↓
URL http://www.city.omitama.lg.jp/7887.html

◆注意事項
※当日は保護者同伴でお越しください。
（体験は見学できます）
※記録のため「わんぱく教室」の様子を撮影します。市の発行物や HP 等に掲載する場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※お申込みの際に得た個人情報は適切に管理し、
「わんぱく教室」の運営にのみ使用します。
※教室によって、エプロンなど用意が必要な場合があります。
※はさみやナイフなどの刃物を使用する体験もあります。細心の注意を払って実施しますが、保護者の方も十分にご注意ください。
協力 茨城県建築板金技能士会｜茨城県和裁技能士会｜茨城県立中央高等学校｜医療法人社団青洲会神立病院｜
（有）
尾形工務店｜小川消防署｜
Candle Queserser｜みた陶房｜グランアムネイルカレッジ｜航空自衛隊百里基地｜
｜
（株 ) 関川畳商店｜( 株 )naf.｜ ナリス化粧品｜
百里バルーンクラブ｜フリーアナウンサー 石森礼子｜フローリスト花びじん｜ル・ボーセ モータースポーツ｜ファーストライナー
（株）
｜
テクニカルショップ リミット｜茨城トヨペット
（株）
｜茨城空港で遊ぼう！の会

【主催・お問合せ】 小美玉市茨城空港利用促進協議会（小美玉市空港対策課内） ☎ 0299-48-1111 ( 内線 1171)

