
流域パスポートを持って流域連盟のイベントに参加しよう！
おトクで楽しいこといっぱい！
おトクポイント1

おトクポイント２

おトクポイント３

流域パスポート持参で入場料無料！

スタンプラリーの対象です！

プレゼントがあります！

入場料３００円のジョイフルコンサートも、流域パスポート持参で無料で入場できます！
当日、受付でパスポートを見せてくださいね。

イベント参加で、流域パスポートにスタンプラリーのスタンプがもらえます。

イベントに来てくれた方に、プレゼントをお渡しします。

イベントについて裏面でも説明するよ！
ホームページのお知らせもあります。裏面も見てね。

流域パスポートスタンプラリーは、いつでもやってます。

なるべく多くの市町に行くと、景品もたくさんもらえるよ。

10市町すべてに行くと、デニム製のバッグかペンケースが

もらえます！新しい景品も企画中です。どんどん集めてね。
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第４１回倉敷市こどもまつり

流域パスポートを用意する。
（なくした人は、学校か裏面の景品交換場所でもらえるよ）
掲載施設へ行ってスタンプをもらう。
スタンプがたまったら、景品交換場所に持ってくる。
（交換場所でもスタンプがもらえるよ）
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スタンプラリーの

参加方法
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TEL086-426-3845
倉敷市西中新田640
倉敷市役所9階　生涯学習課
詳しくは、ホームページをみてね!
http://takahashiryuiki.sakura.ne.jp/kids/

●クリアファイル ●ノート

おといあわせ

●缶バッジ対象イベントはこの３つ!
たい       しょう

高梁川流域連盟事務局

第６３回高梁川流域高等学校音楽会
（愛称：ジョイフルコンサート）

 
     １２：３０～１７：００  （１２：００開場）

高校生による吹奏楽や
合唱のコンサートです

● 倉敷市民会館

● 令和２年１月２５日（土） ● 令和２年２月２日（日）
　９：１５～１５：００

● ライフパーク倉敷

子どものための楽しいイベントです
流域連盟のコーナーでは、
かるたとりをします！

高校生の絵が
            たくさん見られます

● 倉敷市立美術館

● 令和２年
     ３月３日（火）～８日（日）
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●トートバック●ペンケース
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子ども向けの「高梁川流域キッズ」では、クイズもあります！
クイズに答えてくれたら、景品がもらえます。どんどん応募してね！
流域キッズは、流域パスポート掲載施設を紹介する「流域スポット」もありま
す。気になる施設があったら、実際に行ってみよう！

「流域連盟のイベントってどんな感じ？」
それぞれの内容について、教えちゃいます。
1月25日（土）ジョイフルコンサート

3月3日（火）～8日（日）

流域高校生絵画展

2月2日（日）倉敷市こどもまつり

高校生による吹奏楽や合唱などの音楽が楽しめるジョイフルコンサート。
みんなの知ってる曲も聴けるかもしれませんよ。
● 300 円（小学生以上）※流域パスポート持参で小学生の入場料金は無料　● 当日券あり。

参加費無料で、誰でも参加できる子どものためのイベントです。子どもたちが楽しめる工
作や遊びのコーナーがたくさんありますよ。
本部では、景品がもらえるスタンプラリーもやってます。
高梁川流域連盟のコーナーでは、偉人賢人かるたとりをします。成績がよければ賞品が
もらえます。全員にプレゼントもあるよ！遊びに来てね！

ホームページ内にある高梁川流域マップでは、流域圏内の文化、自然及び施
設などを紹介しています。流域圏内の施設を訪問する際にご利用ください。
今年度は、有形文化財のうちの「建造物」を紹介していきます！
特集として、ホームページでも紹介するので、楽しみに待っててね。
実際に足を運んで、歴史に触れてみませんか。
「高梁川流域マップ」のURL   http://takahashiryuiki.sakura.ne.jp/map/

高校生が描いた絵を、じっくり見ることができ
ます。様々な絵の雰囲気に触れて、楽しんで
みてね。

高梁川流域マップには、情報いっぱい！

夏休みの間、スタンプラリーにたくさん参加してくれてありがとう。
スタンプラリーはいつでもやってます。どんどんスタンプを集めてね！！

イベントの情報は、
高梁川流域連盟ホームページへどうぞ。

りゅう　  いき　   れん　  めい　                                                                                                                                                             かん

こう   こう  せい                                すい そう  がく　         がっしょう                          　おん がく　        たの

                                           し　                             きょく　        き

さん   か      ひ    む   りょう　           だれ　              さん    か　                            こ　                                                                                                                  こ                                                  たの　                        こう

さく　        あそ

ほん  ぶ　                        けい  ひん

たか はし  がわりゅう いき れん めい　             　　　　　　　　　　 　　 い    じん  けん じん　                                                                                 せい  せき　                                           しょう ひん

 こう   こう  せい　         か　                     え　                                               み

                        さま ざま　        え　          ふん    い     き　           ふ                           たの

                        

  こ　                      む　                        たか はし  がわ りゅういき　                                                    

                                         こた　                                                               けい ひん　                                                                                                       おう    ぼ

りゅういき　                                         りゅう いき　                                                 けい さい    し    せつ　       しょうかい　                     りゅう いき　                                                      

き　                                し   せつ　                                                     じっ   さい　         い

ぜん いん                                                                                              あそ                 　き

                                                              ない　                         たか はし  がわ りゅう いき　                                                りゅういき けん  ない　       ぶん   か　       し     ぜん およ　　　し

せつ　                       しょうかい　                                             りゅういき  けん ない　         し   せつ           ほう  もん　               さい　                  り    よう

 こん  ねん    ど　                ゆう  けい  ぶん   か   ざい　                                      けん  ぞう  ぶつ　          しょう かい　                                                     

                とく しゅう　                                                                                                     しょうかい　                                       たの　　　　　　   ま

なつ　やす　                     あいだ　                                                                                                                                     さん      か

あつ

                                                                       じっ  さい　      あし　       はこ　                    れき    し　          ふ

    たか  はし がわ りゅういき

ない         よう　                                                                                   おし

   じょう      ほう

たか          はし         がわ       りゅう        いき　                                                                                                  じょう         ほう

   たか        はし          がわ        りゅう      いき          れん      めい

えん　しょうがくせい    い じょう              りゅういき　                                         じ    さん　    しょうがく せい　   にゅうじょうりょうきん　     む  りょう　　            とう じつ けん

●ボールペン

●流域マップ
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