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会
場
イ
ベ
ン
ト

テント出展団体一覧

A１ 大学コンソーシアム岡山 シャボン玉であそぼう!風船であそぼう!
A２ ワールドオプティカルカレッジ 万華鏡など光の不思議グッズ作成やスポーツビジョンの体験
A３ ＮＰＯ地球元気塾 フレアー体験教室
A４ 日本教育素材譁 安全なちびっ子学習体験広場
A５ 製作者集団　猪八戒 製作者集団猪八戒 おんな相撲紹介テント
A６ 中国学園大学現代生活学部人間栄養学科 楽しく学ぼう健康のことたべもののこと
A７ 朝日医療技術専門学校 身体と心に優しい、はり･きゅう健康相談
A８ 岡山科学技術専門学校 科技専体験･日替わりメニューで科学技術を体感してみよう
A９ ボブロス・画法研究会 誰でもいつでも初めての方でも簡単に描けるボブロス画法の実演
A10 オリジナルペーパーフラワーみなこの花 オリジナルペーパーフラワーみなこの花
A11 みらいふるシーポ 活動写真パネル展★マナビィと2ショットで缶バッチ作り
A12 岡山県青年団協議会 岡山県青年団協議会プレゼンツ!とんでけ!紙ヒコーキ!
A13 せとうち押花会 押し花体験!!世界で一つの押し花 小物作りをしてみませんか!!
A14 岡山商工会議所 岡山検定とフラッシュ暗算の体験
A15 岡山県農林水産部耕地課・農村振興課 たんぼの学校
A16 譛日本ユースホステル協会 オリジナル缶バッチをつくろう!
A17 中国電力譁岡山支社 エネルギア工作教室!
A18 譖日本フラワーデザイナー協会 フラワーデザイン講習会
A19 岡山医療技術専門学校 リハビリテーションを肌で感じる
A20 譌えいごリトミックスクール えいごリトミックで学ぼう
A21 中国短期大学総合生活学科 点字の世界を体験してみよう!
A22 和考房 あなたのⅠアイと愛とeyeアイを確か目よう
A23 譖日本編物文化協会 あみもの手芸体験広場
A24 中国短期大学保育学科 親子で広告紙や新聞紙で遊ぶものを作ろう!
A25 岡山県子ども会連合会 遊びのひろば（遊びの知らない子は子どもでない）
A26 岡山県青少年教育施設連絡協議会 自然素材を使った「ものづくり」を楽しもう
A27 （社福）旭川荘 私だけのオリジナル・グッズを!
A28 三重のつどい 子どもも大人も楽しめるサイエンスマジックの紹介、体験
A29 三掛け活働 遊び・学び・喜びの体験ひろば
A30 西日本調理製菓専門学校 親子でたのしく☆マジパン体験
A31 譁オリエンタルランド事業推進部 キャンプ・ネポスと遊ぼう
A32 岡山県農林水産部林政課 親子木工教室＆チェンソーアート
A33 学生ボランティアネットワーク　キラリ☆ネット キラリ☆キラキラ体験コーナー～マナビィ･ももっちで遊ぼう!
A34 中国デザイン専門学校 パーラービーズでキーホルダーを作ろう!
A35 譖倫理研究所 Tシャツ書道にチャレンジ
A36 独立行政法人防災科学技術研究所 自然災害の科学実験
A37 日本ソイルクラフト協会 焼かずに固まる工芸用土「空く楽ら風土ふと」で、ソイルクラフト体験。
A38 岡山県立備前緑陽高等学校 鏡を使わずに透明万華鏡をつくってみよう！
A39 日本ボーイスカウト岡山連盟 結索けっさく!ロープであそぼう!「ロープむすび」と「ロープまわし」
A40 クレア・クラ レゴブロックを使った「ものづくり」による子供の能力開発教室
A40 倉敷町家トラスト まちに灯をともす・町家再生
A41 ＮＰＯ法人ふれあいサポートちゃてぃず 光のプリズムビー玉万華鏡をつくろう!
A42 ものづくりと教育の会 木ッズ・ものづくり体験
A43 岡山県立水島工業高等学校建築研究部模型班 住宅模型教室
A44 岡山県立水島工業高等学校 ブックエンドを作ってみよう
A45 譖日本尺八連盟 尺八体験教室
A46 岡山黒丸絵本研究会 黒丸だけで絵本をつくろう!世界でたったひとつの絵本を。
A47 岡山県パワーリフティング協会 デッドリフト体験教室 ～あなたの力の限界に挑戦してみませんか～
A48 倉敷チボリ公園 ①木の実で作るクリスマス飾り ②モザイクで作る小さなアート
A49 独立行政法人　国立青少年教育振興機構　吉備青少年自然の家 国立吉備青少年自然の家 クラフト展示・体験
A50 絵手紙を描く会 絵手紙を描こう
A51 譖ガールスカウト日本連盟岡山県支部 みんな集まれ!作ってみよう
A52 岡山商科大学 民族衣装の展示
A54 倉敷芸術科学大学教職課程芸術チーム ちぎってはってにがおえきょうしつ!
A55 倉敷芸術科学大学教職課程理科チーム やってみよう!楽しい科学実験
A56 津山工業高等専門学校 ものづくり体験と学習成果の紹介
A57 岡山県工業技術センター　備前陶芸センター 備前焼のロクロ体験（電動ロクロ又は手回しロクロ）
A58 譖大正琴協会琴伝流 えっ、大正琴でアンサンブル？大正琴って数字譜なの？
A59 ライリッシュ・オカリナ連盟 岡山県指導者によるデモ演奏とみんなで楽しむオカリナ体験
A60 NPO法人　たけやり子ども発達研究所 地球の音でリズムをきざもう!～アフリカの楽器ジャンベ体験～
A61 琴修会 岡山にて活躍する指導者によるデモ演奏と大正琴体験
A62 岡山県企業局 地球にやさしい新エネルギー －太陽光発電－
A63 全日本あすなろ腹話術協会岡山支部 全日本あすなろ腹話術協会岡山支部
A64 専門学校ビーマックス おとなもこどももみんな集まれ!!青空パソコン教室
A65 岡山県陶芸同好会 らくやき楽焼による陶芸体験教室
A66 紀伊国屋書店クレド岡山店 絵本の読み聞かせ・販売
A67 専門学校岡山ファッションスクール 誰でも簡単にできちゃう簡単小物
A68 専門学校岡山ファッションスクール（倉敷ファッションカレッジ） かわいいベアーを着せ替え感覚で、コーディネートしてみよう☆
A69 岡山市立津島小学校 ど～する地球のあした考えよう!温暖化対策～
A70 就実高校国際理解部 カンボジアから見えてきた日本の問題。わたしたちと「エイズ」のこと
A71 福嶋リハビリテーション学院 障害者にまつわる義肢・装具
A72 三学ぱる岡山 三学ぱる岡山わくわく体験
A73 ＮＨＫ岡山放送局 地球だい好き環境キャンペーン 「おかやまのエコを学ぼう!」
A74 ＮＰＯ法人さをりひろば　手織適塾さをりすと 世界で一つだけの布を自由に織る「さをり織り」を体験する
A75 法曹三者・裁判員制度広報推進岡山地方協議会 ご存じですか？みんなが参加する裁判員制度!
A76 岡山友の会 地球にやさしい鍋帽子クッキング
A77 NPO法人おかやま犯罪被害者サポート・ファミリーズ 子どもたちを被害者にも加害者にもしないために
A78 特定非営利活動法人おかやまエネルギーの未来を考える会 体験しよう!自然エネルギー!!
A79 岡山市エコ技術研究会 もったいない！で資源循環！
A80 譛住宅産業研修財団　大工育成塾 大工実技
A81 両備グループ ミニチュア路面電車に乗って遊ぼう！
A82 エールコーポレーション 災害時の救援物資の一時保管場所などに使える多目的大型エアーテント展示
A83 岡山カルチャーゾーン連絡協議会 岡山カルチャーゾーン連絡協議会　－加盟施設の記念グッズの紹介－

テント
記　号 団　体　名 タイトル

生涯学習体験ひろば
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生涯学習体験ひろば（テント出展団体紹介）

A1

大学コンソーシアム岡山

シャボン玉であそぼう!風船であそぼう!

A3

ＮＰＯ地球元気塾

フレアー体験教室 A4

日本教育素材譁

安全なちびっ子学習体験広場

A5

製作者集団　猪八戒

製作者集団猪八戒　おんな相撲紹介テント A6

中国学園大学現代生活学部人間栄養学科

楽しく学ぼう健康のことたべもののこと

A7

朝日医療技術専門学校

身体と心に優しい、はり･きゅう健康相談 A8

岡山科学技術専門学校

科技専体験･日替わりメニューで科学技術を体
感してみよう

A2

ワールドオプティカルカレッジ

万華鏡など光の不思議グッズ作成やスポーツ
ビジョンの体験
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A9

ボブロス・画法研究会

誰でもいつでも初めての方でも簡単に描ける
ボブロス画法の実演

A11

みらいふるシーポ

活動写真パネル展★マナビィと2ショットで
缶バッチ作り

A13

せとうち押花会

押し花体験!!世界で一つの押し花 小物作りを
してみませんか!!

A15

岡山県農林水産部耕地課・農村振興課

たんぼの学校

A10

オリジナルペーパーフラワーみなこの花

オリジナルペーパーフラワーみなこの花

A12

岡山県青年団協議会

岡山県青年団協議会プレゼンツ!とんでけ!
紙ヒコーキ!

A14

岡山商工会議所

岡山検定とフラッシュ暗算の体験

A16

譛日本ユースホステル協会

オリジナル缶バッチをつくろう!
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A17

中国電力�岡山支社

エネルギア工作教室!

A19

岡山医療技術専門学校

リハビリテーションを肌で感じる

A21

中国短期大学総合生活学科

点字の世界を体験してみよう!

A23

譖日本編物文化協会

あみもの手芸体験広場

A18

譖日本フラワーデザイナー協会

フラワーデザイン講習会

A20

譌えいごリトミックスクール

えいごリトミックで学ぼう

A22

和考房

あなたのＩアイと愛とeyeアイを確か目よう

A24

中国短期大学保育学科

親子で広告紙や新聞紙で遊ぶものを作ろう!

生涯学習体験ひろば（テント出展団体紹介）
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A25

岡山県子ども会連合会

遊びのひろば（遊びの知らない子は子どもで
ない）

A27

（社福）旭川荘

私だけのオリジナル・グッズを!

A29

三掛け活働

遊び・学び・喜びの体験ひろば

A31

譁オリエンタルランド事業推進部

キャンプ・ネポスと遊ぼう

A26

岡山県青少年教育施設連絡協議会

自然素材を使った「ものづくり」を楽しもう

A28

三重のつどい

子どもも大人も楽しめるサイエンスマジック
の紹介、体験

A30

西日本調理製菓専門学校

親子でたのしく☆マジパン体験

A32

岡山県農林水産部林政課

親子木工教室＆チェンソーアート
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A33

学生ボランティアネットワーク　キラリ☆ネット

キラリ☆キラキラ体験コーナー
～マナビィ･ももっちで遊ぼう!

A35

譖倫理研究所

Tシャツ書道にチャレンジ

A37

日本ソイルクラフト協会

焼かずに固まる工芸用土「空く楽ら風土ふと」
で、ソイルクラフト体験

A39

日本ボーイスカウト岡山連盟

結索けっさく!ロープであそぼう!「ロープむ
すび」と「ロープまわし」

A34

中国デザイン専門学校

パーラービーズでキーホルダーを作ろう!

A36

独立行政法人防災科学技術研究所

自然災害の科学実験

A38

岡山県立備前緑陽高等学校

鏡を使わずに透明万華鏡をつくってみよう！

A40

クレア・クラ/倉敷町家トラスト

レゴブロックを使った「ものづくり」による子
供の能力開発教室/まちに灯をともす・町家再生

生涯学習体験ひろば（テント出展団体紹介）
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A42

ものづくりと教育の会

木ッズ・ものづくり体験

A44

岡山県立水島工業高等学校

ブックエンドを作ってみよう

A46

岡山黒丸絵本研究会

黒丸だけで絵本をつくろう!世界でたったひと
つの絵本を

A41

ＮＰＯ法人ふれあいサポートちゃてぃず

光のプリズムビー玉万華鏡をつくろう!

A43

岡山県立水島工業高等学校建築研究部模型班

住宅模型教室

A45

譖日本尺八連盟

尺八体験教室

A47

岡山県パワーリフティング協会

デッドリフト体験教室 ～あなたの力の限界に
挑戦してみませんか～ A48

倉敷チボリ公園

①木の実で作るクリスマス飾り
②モザイクで作る小さなアート
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A50

絵手紙を描く会

絵手紙を描こう

A52

岡山商科大学

民族衣装の展示

A54

倉敷芸術科学大学教職課程芸術チーム

ちぎってはってにがおえきょうしつ!

A49

独立行政法人　国立青少年教育振興機構　吉備青少年自然の家

国立吉備青少年自然の家 クラフト展示・体験

A51

譖ガールスカウト日本連盟岡山県支部

みんな集まれ!作ってみよう

A55

倉敷芸術科学大学教職課程理科チーム

やってみよう!楽しい科学実験

A56

津山工業高等専門学校

ものづくり体験と学習成果の紹介 A57

岡山県工業技術センター　備前陶芸センター

備前焼のロクロ体験（電動ロクロ又は手回し
ロクロ）

生涯学習体験ひろば（テント出展団体紹介）
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A58

譖大正琴協会琴伝流

えっ、大正琴でアンサンブル？
大正琴って数字譜なの？

A61

NPO法人　たけやり子ども発達研究所

地球の音でリズムをきざもう!～アフリカの楽
器ジャンベ体験～

A62

岡山県企業局

地球にやさしい新エネルギー －太陽光発電－

A59

ライリッシュ・オカリナ連盟

岡山県指導者によるデモ演奏とみんなで楽し
むオカリナ体験

A60

琴修会

岡山にて活躍する指導者によるデモ演奏と大
正琴体験

A63

全日本あすなろ腹話術協会岡山支部

全日本あすなろ腹話術協会岡山支部

A64

専門学校ビーマックス

おとなもこどももみんな集まれ!!青空パソコ
ン教室 A65

岡山県陶芸同好会

らくやき楽焼による陶芸体験教室
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A66

紀伊国屋書店クレド岡山店

絵本の読み聞かせ・販売

A68

専門学校岡山ファッションスクール（倉敷ファッションカレッジ）

かわいいベアーを着せ替え感覚で、コーディ
ネートしてみよう☆

A70

就実高校国際理解部

カンボジアから見えてきた日本の問題。
わたしたちと「エイズ」のこと

A67

専門学校岡山ファッションスクール

誰でも簡単にできちゃう簡単小物

A69

岡山市立津島小学校

ど～する地球のあした考えよう!温暖化対策～

A71

福嶋リハビリテーション学院

障害者にまつわる義肢・装具

A72

三学ぱる岡山

三学ぱる岡山わくわく体験 A73

ＮＨＫ岡山放送局

地球だい好き環境キャンペーン 「おかやまの
エコを学ぼう!」

生涯学習体験ひろば（テント出展団体紹介）
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A74

ＮＰＯ法人さをりひろば　手織適塾さをりすと

世界で一つだけの布を自由に織る「さをり織
り」を体験する

A76

岡山友の会

地球にやさしい鍋帽子クッキング

A78

特定非営利活動法人おかやまエネルギーの未来を考える会

体験しよう!自然エネルギー!!

A75

法曹三者・裁判員制度広報推進岡山地方協議会

ご存じですか？みんなが参加する裁判員制度!

A77

NPO法人おかやま犯罪被害者サポート・ファミリーズ

子どもたちを被害者にも加害者にもしないた
めに

A79

岡山市エコ技術研究会

もったいない！で資源循環！

A80

譛住宅産業研修財団　大工育成塾

大工育成塾 大工実技 A81

両備グループ

ミニチュア路面電車に乗って遊ぼう！
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A82

エールコーポレーション

災害時の救援物資の一時保管場所などに使え
る多目的大型エアーテント展示 A83

岡山カルチャーゾーン連絡協議会

岡山カルチャーゾーン連絡協議会　－加盟施
設の記念グッズの紹介－

生涯学習体験ひろば（テント出展団体紹介）

生涯学習体験ひろば
風　景
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