
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふるさとを巡り伝統文化等を体験 

～夏休み子どもチャレンジ教室開催～ 

 

夏休み期間に放課後子ども教室が休みとなる地区の児童を対象に、夏休み中の居場

所づくりと他校の児童との交流や他地域の伝統文化等の体験を通して、ふるさと大野

に対する視野と愛着を深めることを目的とした「夏休み子どもチャレンジ教室」を、

下記のとおり開催することとなりましたのでお知らせします。 

つきましては、当日に取材いただきますよう、お願いします。 

 

記 

 

 

１ 日  時   ７月２６日（月曜日）～７月３０日（金曜日） 

全日：午前８時から午後６時まで 

 

２ 場  所    ２６日（月）小山公民館 

        ２７日（火）富田公民館 

        ２８日（水）阪谷公民館 

        ２９日（木）乾側公民館（一部旧乾側小学校 体育館） 

        ３０日（金）上庄公民館（一部大野市Ｂ＆Ｇ海洋センター） 

 

３ 内  容    午前：自主学習、英語で遊ぼう（ＡＬＴ指導） 

午後：地域文化等体験（小山鍬おどり、土布子伊勢講体験 など） 

         ※詳細は、別紙「夏休み子どもチャレンジ教室スケジュール」 

のとおり 

 

４ 主  催    大野市教育委員会（教育総務課） 

 

５ そ の 他    ・参加者 児童１３名、講師（地域指導者等）数名 

        ・本事業は、今年度初めて実施します。（昨年度は新型コロナウイル 

ス感染症対応により実施を見送り） 

 

報 道 資 料 

【発信日】令和３年７月２１日 

【問合わせ先】 

 大野市役所（２階 ２５番窓口） 

 大野市教育委員会教育総務課  横田、藤本 

 電話 0779-64-4827 内線２８０７ 

  

 



令和３年度夏休み子どもチャレンジ教室実施要領  

 

１ 目的 

  小学校の夏季休業中の児童の居場所づくり及び他校の児童との交流や他地域の伝統・

文化に触れる体験を通してふるさと大野に対する視野を広げ、愛着を深めるため、各公

民館を会場に児童の交流体験事業を開催する。  

 

２ 対象者 

  乾側、小山、上庄、富田、阪谷地区の児童（１年生～６年生）  

  ※大野、下庄、和泉地区の児童は、児童センターにおいて夏季休業中も放課後児童ク

ラブが開設されているため除外する。  

 

３ 定員 

  ２０人（定員等を超える場合は抽選） 

  ※令和３年６月に募集を行い７月上旬までに参加者を決定。  

  ※ＢＧ塾、図書館行事参加者との重複及び参加地区の偏りを避ける。 

 

４ 参加料 

  １人５００円 

 

５ 実施日・会場等 

  ７月２６日（月） 小山公民館 

  ７月２７日（火） 富田公民館 

  ７月２８日（水） 阪谷公民館 

  ７月２９日（木） 乾側公民館 

  ７月３０日（金） 上庄公民館 

  ※会場までは保護者が送迎。参加者については教育委員会でイベント保険加入。  

 

６ 管理者 

  市職員１～２人、結の故郷教育支援員２人、ＡＬＴ３人、地域指導者等１～２人／日 

 

７ １日の流れ【詳細は「夏休み子どもチャレンジ教室スケジュール」のとおり】  

  実施時間：午前８時から午後６時  

  午前７時３０分：受付開始  

  午前８時   ：自主学習 

  午前１０時  ：英語で遊ぼう（ＡＬＴ対応） 

  正午     ：昼食（弁当）、休憩 

  午後１時   ：地域の特色ある体験活動（１～２種類）  

  午後５時   ：自由時間  

  午後６時   ：解散  



会場 月日 曜日 時間 内容１ 内容２ 担当者・講師等

７：３０～８：００ 受付 教育総務課

８：００～８：１５ 朝のお知らせ 今日のお知らせの時間 教育総務課

８：１５～１０：００ 自主学習 夏休みの宿題をしよう！ 支援員・教育総務課

１０：００～１２：００ 英語で遊ぼう ＡＬＴと楽しく英語で遊ぼう ＡＬＴ・支援員

１２：００～１３：００ お昼休憩 お弁当を食べよう

１３：００～１５：００ 地域文化体験 小山鍬おどりを知ろう 小山鍬おどり保存会

１５：００～１７：００ 日本文化体験 ミニ生け花に挑戦 佐々木三郎氏

１７：００～１７：１０ 帰りのお知らせ 明日のお知らせの時間 教育総務課

１７：１０～１８：００ 自由時間 友だちと楽しく過ごそう 支援員・教育総務課

１７：３０～１８：００ 解散 お迎えの時間 教育総務課

７：３０～８：００ 受付 教育総務課

８：００～８：１５ 朝のお知らせ 今日のお知らせの時間 教育総務課

８：１５～１０：００ 自主学習 夏休みの宿題をしよう 支援員・教育総務課

１０：００～１２：００ 英語で遊ぼう ＡＬＴと楽しく英語で遊ぼう ＡＬＴ・支援員

１２：００～１３：００ お昼休憩 お弁当を食べよう

１３：００～１５：００ 地域文化体験 おおの遺産を学ぼう 土布子　松田区長

１５：００～１７：００ ものづくり体験 思い出アルバムをつくろう 教育総務課・支援員

１７：００～１７：１０ 帰りのお知らせ 明日のお知らせの時間 教育総務課

１７：１０～１８：００ 自由時間 友だちと楽しく過ごそう 支援員・教育総務課

１７：３０～１８：００ 解散 お迎えの時間 教育総務課

７：３０～８：００ 受付 教育総務課

８：００～８：１５ 朝のお知らせ 今日のお知らせの時間 教育総務課

８：１５～１０：００ 自主学習 夏休みの宿題をしよう！ 支援員・教育総務課

１０：００～１２：００ 英語で遊ぼう ＡＬＴと楽しく英語で遊ぼう ＡＬＴ・支援員

１２：００～１３：００ お昼休憩 お弁当を食べよう

１３：００～１５：００ 食育活動 野菜について学ぼう ふくい食育マイスター

１５：００～１７：００ 正しいラジオ体操の指導 ラジオたいそうをマスターしようスポーツ推進委員

１７：００～１７：１０ 帰りのお知らせ 明日のお知らせの時間 教育総務課

１７：１０～１８：００ 自由時間 友だちと楽しく過ごそう 支援員・教育総務課

１７：３０～１８：００ 解散 お迎えの時間 教育総務課

７：３０～８：００ 受付 教育総務課

８：００～８：１５ 朝のお知らせ 今日のお知らせの時間 教育総務課

８：１５～１０：００ 自主学習 夏休みの宿題をしよう！ 支援員・教育総務課

１０：００～１２：００ 英語で遊ぼう ＡＬＴと楽しく英語で遊ぼう ＡＬＴ・支援員

１２：００～１３：００ お昼休憩 お弁当を食べよう

１３：００～１５：００ 地域文化体験 乾側の昔ばなしと読書時間 図書館司書・支援員

１５：００～１７：００ ニュースポーツ体験 福井発祥のスポーツ体験 スポーツ推進委員

１７：００～１７：１０ 帰りのお知らせ 明日のお知らせの時間 教育総務課

１７：１０～１８：００ 自由時間 友だちと楽しく過ごそう 支援員・教育総務課

１７：３０～１８：００ 解散 お迎えの時間 教育総務課

７：３０～８：００ 受付 教育総務課

８：００～８：１５ 朝のお知らせ 今日のお知らせの時間 教育総務課

８：１５～１０：００ 自主学習 夏休みの宿題をしよう！ 支援員・教育総務課

１０：００～１２：００ 英語で遊ぼう ＡＬＴと楽しく英語で遊ぼう ＡＬＴ・支援員

１２：００～１３：００ お昼休憩 お弁当を食べよう

１３：００～１６：００ プール遊び体験 ＢＧ塾と一緒にプールを楽しもうＢＧ職員・支援員

１６：００～１７：００ 自由時間 友だちと楽しく過ごそう ＢＧ職員・支援員

１７：００～１７：１０ 帰りのお知らせ 明日のお知らせの時間 教育総務課

１７：３０～１７：４５ 修了式 お別れの会 教育総務課

１７：４５～１８：００ 解散 お迎えの時間 教育総務課

夏休み子どもチャレンジ教室スケジュール

小山公民館 7月26日 月曜日

富田公民館 7月27日 火曜日

上庄公民館 7月30日 金曜日

阪谷公民館 7月28日 水曜日

乾側公民館 7月29日 木曜日


