
 

2018年 12月 9日 (日) 

雨天決行 
屋内施設のため雨天でも大丈夫です! 
中止の際は午前7時時点で判断 
トップページ下部のtwitter部分確認

・幼児さん から 小学1年生 
・兄弟に限り6年生まで可能 
・親子参加可能 
・定員30名

当日の5日前までに申込可能! 
会員優先で会員様は定員なし 
定員になり次第、締切。

バンカー保険事務所 
傷害保険(団体規定の保険に加入)

・非会員さんも体験できるプログラムです 
・お友達もたくさんご参加いただければと
思います!

当日 
タイムスケジュール 
※リアルタイムの様子はこちら

各駅集合駅出発 
↓ JR膳所駅に向かって電車移動  
【10 : 15までに】全駅JR膳所駅到着 
↓徒歩移動(約5分)  
【10 : 20頃】施設到着 
【10 : 30頃】プログラムスタート 
↓説明/注意事項/スタート 
↓プログラムスタート 
【12 : 00】昼食　　 
【13 : 00】午後スタート 
↓プログラムスタート 
【15 : 15】片付け/帰る用意 
【15 : 30】解散 
↓徒歩移動(約5分)  
【16 : 00】集合駅にむけ膳所駅を出発 
↓各駅に向かって電車移動 
各駅解散駅到着 

■平野公民館は新しい方の公民館です。
goog l e  map (9 /30現在)では古いほう
の公民館が表示されます。ご注意くださ
い。新しい方は駅からとても近いです。

【持ち物】

□にこふれファイル(会員さん)  
□参加費(非会員さんのみ)   □月謝(会員さんのみ) 
□お弁当(昼食)　□水筒(多めに)　 
□飲み物が足りない場合の予備のお金160円 
□レジャーシート　□おかし(300円まで)  　 
□雨具(カッパ類)   　 □ハンカチ　□ティッシュ　 
□あったかい格好ですが、動くので対応調整できるもので

今回のプログラムでは、施設までは歩きます。必ず帽子とタオルを持
参してください。 

・急激に寒くなることも予想されるので、対応調節ができるものを用
意してください。 
・移動時のゲリラ豪雨に備え、帽子と雨具はお持ちください! 
・最近、ゲームやスマートフォンなどの携帯、カードゲームのカード
など活動に不要なものを持ってくるお子さんが増えています。紛失や
他のお子さんとのトラブルの原因になりますので、持ってこないでく
ださい。緊急の連絡は当団体からとりますので、携帯も持ってこない
でください。万一持ってきても、何かあっても一切の責任とれません。

【服装/注意事項】 
持ち物に必ず名前かイニシャルを書いてください。

 12/9 (日)

「ちびっこフェスタ～にこれもん小学校/もしも早めに小学生になったら～」
幼児さん向けのプログラムを企画しました。今回は、幼児さんや幼児さんの兄弟がいる人、1年生までが参加対象です。 
某アニメ番組を参考に、未来の秘密の道具らしきものを使って、幼児さんからしたら、ちょっとした憧れ?の小学校を先に体験しちゃ
うおうという内容です。そして秘密の未来の道具を使って、みんなで遊んで、体を動かして、冬の寒さに負けず体も心もぽっかぽか! 
みんなでいろんな遊びをして楽しもう。(不安な方は親子で参加していただくことも可能です。)

 　日にち   　場所 滋賀県・大津市

 　 時間 10:30-15:30(現地時間) 新・平野公民館  　施設

 　 荒天   　対象 
定員

    参加費 会員 800円(税込) 
保護者　200円(税込)

 非会員OK

 　 締切  　 保険

(膳所駅近くの施設です。徒歩3分ほどの施設)

 幼児さん向け     

https://twitter.com/club_attraction
https://twitter.com/club_attraction


1.出発/到着遅れがある場合がございます。リーダー
は基本的には各駅改札内でお待ちしています。 
公共交通機関を利用するため電車遅延が発生する場
合やプログラム進行具合/子どもたちの体調で遅れが
発生する場合やリーダーの到着遅れ/出発遅れが発生
する場合もあります。すべて”トップページ下部
twitter部分(twitterされてない方でもご覧いただけ
ます)”に掲載しています。ご確認ください。各駅リー
ダー集合時間と書かれた時間に改札内(定期圏内の場
合は降りて)で当団体の名札をしてお待ちしています 

2.ICカードの使用は自己管理/責任でお願いします。 
ICOKAなどのICカードや切符の管理に関してはお子
さんの自己管理です。会場最寄り駅まで往復切符の
復路の切符を持たせてください。ICカードを使って
自動販売機の飲み物を買うのは自己責任でお願いし
ます。クレジットカードを使ったオートチャージタ
イプのものは紛失時やオートチャージエラーで使用
ができない/各カードによってルールが異なり団体で
把握できないことから原則的に使用はお控えいただ
き、ご使用される場合は当団体では一切責任とれま
せんのであらかじめご了承願います。 

3.参加費や体験費・資料など”にこふれファイル”で管
理します。 
参加費は月謝袋かご自身で用意いただいた封筒(金額、
参加費という名称、名前の3点を必ず記入)にお釣り
のないように入れてください。この封筒は必ずお子
さんのファイルに挟むもしくは各駅担当のリーダー
に手渡しください。また返却物に関しては、子ども
たちのファイルにて返却いたします。大切な書類が
入っていることもありますので、お子さんが帰って
きましたら、一度ご確認ください。 

4.必ず同意/確認を! 
最後に必ずイベントに参加の際は当団体の利用規約
を必読、同意してご参加ください。ご参加いただけ
るということはすべて利用規約を同意されたものと
させていただきます。予め、ご了承願います。 

5.急遽ルートの変更やお迎えリーダー不足で、2駅兼
任し到着遅れる場合があります。お子さんにもつい
て来てもらう/待機してもらう可能性もあります。

   電車のお迎え時間/解散/運賃

駅名 リーダー 
集合時間

こども 
集合時間

電車 
出発時
間

電車到着 
解散時間

運賃 
(往復)

能登川駅 9:10 9:20 9:32 16:09 680円

近江八幡駅 9:20 9:30 9:37 16:04 500円

野洲駅
9:30 9:40

9:49 15:56 320円

守山駅 9:52 15:52

240円栗東駅 9:35 9:45 9:54 15:50

草津駅
9:40 9:50

9:58 15:46

南草津駅 10:02 15:43
200円

瀬田駅 9:45 9:55 10:05 15:39

JR石山駅 9:55 10:00 10:07 15:36 140円

JR膳所駅 現地(会場)にそのままお越しください
現地 10:20 会場前集合 15:30 会場前解散 0円

大津駅 9:45 9:55 10:02 15:43 140円

JR山科駅 9:45 9:50 9:57 15:47 200円

京都駅 9:45 9:51 15:52 240円

地下鉄北山駅 9:05 9:15 9:24 16:20 540円

桂川駅 9:25 9:35 9:45 15:59 320円

高槻駅 9:10 9:20 9:29 16:15 580円

千里丘駅
8:55 9:05 9:16

16:28 760円

堅田駅 16:35 420円

京阪大津京 9:40 9:50 10:00 15:52 180円

松ノ馬場
9:30 9:40

9:51 16:01
240円

京阪坂本比叡山口 9:50 16:03

   注意事項

   電車のルート/当日緊急連絡先
・近江八幡からJR石山駅の皆様は琵琶湖線を利用します。膳所駅直通。 
・京阪大津京駅、坂本比叡山口駅、松ノ馬場の方は京阪線を利用します。 
・堅田駅の皆様は、 大津京まで行き、京阪大津京経由です。 
・地下鉄北山駅の皆様は、京都駅で琵琶湖線乗り換えです。 
・千里丘駅の皆様は高槻・山科・京都のいずれかで乗り換え、京都駅経由です。 
・京阪線はICカードの利用が可能です。

　　　　　 当日緊急連絡先　080-3821-7146 (田中/うーたん)

★幼児さんは運賃が不要です。改札内までは保護者さんがお連れください。


