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北方舞踊講座  藤間流

藤間　久芙恵 全4回講座（金・日曜日）

～五体で伝統芸能をお稽古しませんか～

11/18・11/23

11/25・12/2

和室

10:00～11:30

200円×4回＋道具レンタル料3,000円＝3,800円

※着物で来てください

年齢・男女問わず

5名まで

講　座　名
講座開設者・講師

会場・時間 対象・定員
受講料200円+材料費等

日　に　ち 内　　容No.

1 五体でいつまでも若く保ち、伝統
芸能を一緒にお稽古しませんか？

やさしい大正琴

佐々木　愛子 全6回講座（木曜日）

～生活の中に　音楽を～

11/15・11/29・12/13

12/20・1/10・1/24

会議室B

13:30～15:00

200円×6回＝1,200円
楽器は無料で貸し出し

楽器がある方は持参してください

200円×6回＝1,200円
着物一式、半巾帯、ひも5本、
前板、タオル2枚持参

音楽の好きな方

どなたでも10名まで2

大正琴の弾き方の基礎を習いなが
ら、大正琴の音色と音楽の楽しさ
を味わってみてください。　　　
『見て、聞いて、ふれてみましょ
う！』初心、経験は問いません。
お気軽にどうぞ！

着物の着付け

露木　千恵子 全6回講座（木曜日）

～KIMONOを楽しみましょう～

11/22・11/29・12/6

12/20・1/10・1/24

和室

13:30～15:30

一般（女性のみ）

15名まで3

初心者の方も独りで着られるよ
う、指導をします。（普段着に半
巾帯や名古屋帯の結び方）お手持
ちの着物で楽しく遊びながら着付
けを覚えていただきます。

地唄三味線

高井　秀子 全6回講座（火曜日）

～初めての地唄三味線弾いてみませんか～

11/13・11/27・12/11

1/22・2/26・3/11

和室

15:00～16:00

200円×6回＝1,200円

※テキスト代は無料

年齢・男女問わず

10名まで4

楽譜の読み方を学習し、次に弾き
方を覚えながら「さくら」「数え
歌」「黒髪」「ゆき」等学習し、他
の人と一緒に演奏することの楽し
さを味わえる様、やさしくご指導
します。

パソコンで年賀状・お年玉袋

パソコンクラブ 全4回講座（火曜日）

～オリジナル年賀状とお年玉袋を作ろう！～

11/13･11/20

11/27・12/4

会議室A

 13:30～16:00 

200円×4回＋テキスト代等400円＝1,200円

※ご自身のノートPC持参歓迎

5
Wordの基本操作と年賀状・住所
録・お年玉袋の作り方の説明・作
成。

パソコン入門「はじめてのExcel」

パソコンクラブ 全6回講座（火・水曜日）

～Excelで家計簿、予定表を作ってみよう！～

2/5･2/13・2/19

2/26・3/4・3/11

会議室A

 13:30～16:00 

200円×6回＋テキスト代等600円＝1,800円

※ご自身のノートPC持参歓迎

6
パソコンの基礎操作をはじめ、
Excelの基礎、家計簿とオリジナ
ル月間予定表の作成等。

初めからの中国語

甘　桂学 全6回講座（土曜日）

～１番大勢の人が話している言葉を勉強しましょう～

12/1・12/15・1/12

1/19・2/2・2/16

会議室B

 13:30～15:00 

200円×6回＋

　　  テキスト代等300円＝1,500円

成人

15名まで7
はじめに中国の国情を伝え、中国
語の基礎から簡単なあいさつなど
を学習します。

初めての詩吟

渡辺　良夫 全6回講座（火曜日）

～風林火山から川中島まで～

11/13・11/27・12/11

1/22・2/5・2/26

会議室B

19:00～21:00

200円×6回＝1,200円

※テキスト代は無料

青少年・一般

男女を問わず15名まで8

初めて詩吟を体験していただく講
座です。まずは、歌（カラオケ）と
詩吟を合わせて楽しんでみましょ
う。声の低い方、高い方それぞれ
に合わせて行います。今までに経
験のある方も歓迎します。

後期  町民自主講座のご案内後期  町民自主講座のご案内後期  町民自主講座のご案内後期  町民自主講座のご案内後期  町民自主講座のご案内平成19年度

　４年目を迎える「町民自主講座」は、従来の行政が行う講座と違い、町民に「教えたい講
座」を自主的に開講してもらい、講師と受講生が一緒になって作り上げていく講座です。
　生涯学習ですばらしい知識や技術などを身につけてこられた方々が講師となり、
今回は物作りに運動系とバラエティにとんだ１７講座を開講します。どの講座も初心
者から始められる親しみやすいものです。この機会に新たな分野にチャレンジして
みませんか？

Ⅰ  学び楽しみ、音色で癒やされる講座

パソコンに興味が
あり、簡単な文字
入力ができる方
20名まで（内5名
はPC持参の方）

パソコンに興味が
あり、簡単な文字
入力ができる方
20名まで（内5名
はPC持参の方）



2

１０月１３日（土）　９時から　　　午前９時～午後５時まで
生涯学習センターの窓口備え付けの申し込み用紙に必要事項をご記入の上、お申し込
みください。先着順で受け付け、定員になり次第締め切ります。
各講座１回につき200円。その他実費を受講生が負担。
（例：全６回講座なら受講料1,200円＋実費となります）
　＊講座の初回に講師へ直接お支払いください。
　＊一度、お支払いいただいた受講料は講座をキャンセル・途中でやめられても
　  お返しできない場合があります。

申し込み受付開始・時間帯
申し込み方法

費　　　　用後期  町民自主講座のご案内後期  町民自主講座のご案内

Ⅱ  形になるものを作る講座

フラワーアレンジメント講座

井口　史子

～お花が好きな方なら どなたでも楽しめます～ 11/21・12/19

1/16・2/13・3/19

創作室

13:30～15:30

200円×5回＋

　 材料費2,000円×5回＝11,000円

成人

15名まで

講　座　名
講座開設者・講師

会場・時間 対象・定員
受講料200円+材料費等

日　に　ち 内　　容No.

9
季節ごとに変わる生きた花の美し
さを楽しみながら、ご自分の手で
その時節に合った作品を作り、生
活を彩りましょう。フラワーアレンジメント講座

井口　史子

全5回講座

（水曜日）

～お花が好きな方なら どなたでも楽しめます～

創作室

19:00～21:00

200円×5回＋

　 材料費2,000円×5回＝11,000円

200円×6回＋

　　材料費1,000円×6回＝7,200円

成人

15名まで10

グラスアート

芳賀　正子 全6回講座（火曜日）

～ステンドグラス風の作品～

11/13・11/27・12/18

1/22・2/26・3/18

会議室B

10:00～12:00

成人

15名まで11

鉛線とカラーフィルムを使って、
簡単にステンドグラス風の作品に
仕上がります。ハンディミラーや
フォトフレーム等で色鮮やかに装
飾ができます。

押し花

芳賀　正子 全6回講座（火曜日）

～押し花を楽しんでみませんか？～

11/20・12/11・1/8

2/19・3/11・3/25

会議室B

10:00～12:00

200円×6回＋

　　材料費1,000円×6回＝7,200円

成人

15名まで

成人

15名まで

年齢・男女問わず

10名まで

12

押し花の作り方から、キーホル
ダーやコースターの他、ミニ額に
至るまでオリジナルの作品づくり
が楽しめます。

『中華料理』の体験講座

甘　桂学 全3回講座（水曜日）

～おいしい中華料理を作ってみませんか～
11/28・12/5・12/19

働く婦人の家・料理室

9:30～12:00

200円×3回＝600円
※材料費は、人数によって変わりま
　すが、1回500円程度

13
中国の食文化を伝え、おいしく
て、簡単に作れる中華料理の作り
方を教えます。

革の手芸

今川　勝己 全6回講座（土曜日）

～革で作る手作り小物～

11/17・11/24・12/8

12/22・1/26・2/9

会議室B

13:00～15:30

200円×6回＝1,200円
基本工具代4,711円＋材料代3,000円（6回分）＝7,711円

合計8,911円

14

誰もが持っている感性を革から
物を作ることにより自分なりの構
想をだし目を養い、物作りに楽し
んでもらいます。キーケースをは
じめバインダーカバーなどを作成
します。

Ⅲ  体をつかっての講座

カラダにやさしいマナフラフットセラピー

金森　真澄

～こころとカラダの健康プログラム～

多目的スペース

13:00～14:30

200円×6回＝1,200円
※動きやすい服装で

成人

20名まで

講　座　名
講座開設者・講師

会場・時間 対象・定員
受講料200円+材料費等

日　に　ち 内　　容No.

15

マナ（呼吸法）フラ（踊り）フットセラピ
ー（足のケア）新氣を取り入れるマナ
の動作で体を温め、軽いフラの動作で
血液の循環をよくし、疲れた足や全身
をフットケア（自分で行う）で癒やしま
す。すべて曲に合わせてゆったりした動
きで、年齢を問わず参加出来ます。

自分で自分の体を整えます（一人
整膚）。家族等にも簡単に出来る
ような整膚を学びます。

整膚健康法

小森　範子

～皮膚を耕し、血液・リンパの流れを良くし、
自然治癒力を高めましょう～

和室

10:30～12:00

200円×6回＝1,200円
※テキスト代は無料

200円×6回＝1,200円
※室内靴持参　動きやすい服装で

成人

20名まで16

ジュニアステージングダンス

大野　薫 全6回講座（火曜日）

～ステージで踊ってみよう～

11/13・11/20・11/27

3/11・3/18・3/25

多目的スペース

18:00～19:00

小学生・中学生

20名まで17

全6回講座（火曜日）

11/13・11/20・12/11

12/18・1/22・1/29

全6回講座（木曜日）

11/22・12/13・1/17

1/31・2/14・2/28

ダンスの基礎とリズムにのって楽
しみながら、様々なステップを練
習していきます。

〈昼間〉

〈夜間〉



大人の陶芸教室大人の陶芸教室

「大人のビーズアクセサリー」「大人のビーズアクセサリー」
ビーズアクセサリー教室ビーズアクセサリー教室
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★ 対　　　象：一般　定員15名
★ 日　　　時：11月22日・12月13日・1月17日・2月14日　
　　　　　　　 全木曜日　10：00～11：30
★ 場　　　所：生涯学習センター　会議室B
★ 受　講　料：500円（第１回時に用意してください）
★ 材　料　費：１回500円程度（毎回用意してください）

★ 対　　　象：一般　定員20名
★ 日　　　時：11月20日・12月18日・1月22日・2月19日　
　　　　　　　 全火曜日　13：30～16：00
★ 場　　　所：生涯学習センター　創作室
★ 受　講　料：500円（第１回時に用意してください）
★ 材　料　費：４回分で1,000円（初回用意してください）

　誰でもやさしく楽しめるオリジナルジュエリーとして代表的なビーズアクセサリー。お喋り
を楽しみながら、くつろいだ雰囲気の中での初心者向けの教室です。
全4回の教室で、リング・ブレスレット・ネックレスなど季節感を取り入れ、また自分に合っ
たサイズで作ることができます。

10月25日（木）午前９時より。

生涯学習センター窓口

生涯学習センターの窓口備え付けの申し込み用紙に必要事項をご記入の上、

お申し込みください。先着順で受け付け、定員になり次第締め切ります。

　初めて陶芸に触れてみようという方が気軽に参加できる教室です。
今回も北陶会（陶芸クラブ）の皆さんの協力のもと、全4回2作品を作ります。基本的な形作
り、色づけを体験してオリジナルのものを作ってみましょう。

一般講座　後期11月～2月

「大人のビーズアクセサリー」「大人のビーズアクセサリー」「大人のビーズアクセサリー」
ビーズアクセサリー教室ビーズアクセサリー教室ビーズアクセサリー教室

陶芸をやってみよう Ⅱ

大人の陶芸教室大人の陶芸教室大人の陶芸教室

申し込み受付

受 付 場 所

申し込み方法



北方町文化祭

体験コーナーの
ご案内

11/3・11/4

大人の陶芸教室

「大人のビーズアクセサリー」
ビーズアクセサリー教室
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「大人のビーズアクセサリー」
ビーズアクセサリー教室

大人の陶芸教室

北方町文化祭

体験コーナーの
ご案内

11/3・11/4

生涯学習センター（きらり）　
建築情報センターの１階にて会場

ドイツクラフトでタオル掛けをつくろう♪

スパイスを使って、オリジナルのタオル掛けをつくります。

午前１０：３０～１１：４５まで開催

この時間内でしたら、お好きな時間にどうぞ！！

午前１１：２０までに参加受付をして下さい。

（先着１５名・ひとり １個まで）

見て、聞いて、ふれてみよう！大正琴

自由に楽器にさわってみよう。

「新しい自分発見とたのしい仲間づくり」に

材料費：３００円

4日

クリスマスカードと年賀状をつくろう

手作り絵手紙、“書いて　切って　貼って”
想いを届けよう！

午後3：0０～4：30まで開催

午後４：００までに参加受付をしてください。

（先着２０名・ひとり 各１枚ずつ）

材料費：無料

3日

午後1：００～４：００まで開催4日

今回は、整理券を配布しません。
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●岐阜県交響楽団　クリスマスファミリーコンサート

informationinformationinformation

　石町の西運寺の水上道場は、芭蕉翁の正風を継承した、美濃派獅子門第４世五竹坊がその子弟を指導し
たところです。境内には歴代道統宗匠の卵塔が建てられています。北方の地は江戸時代中期より２５０年ほど
の間、美濃派俳諧の繁栄の中心地でした。現在「美濃派俳諧水上道場跡」「獅子門正式俳諧会席用具」が県
指定重要文化財に、「獅子門の俳諧とその作法」が町指定無形文化財に指定されています。今回の特別展で
は、歴代道統の作品を中心に、美濃派俳諧の歴史紹介や北方出身宗匠の全国遍歴を紹介するコーナー等を
設け、その文化に触れていただきたいと思います。

歴
史
資
料
展
示
室
特
別
展

美
濃
派
俳
諧
と
北
方
の
俳
人

芭
蕉
の
俳
諧
を
受
け
継
ぐ
も
の
た
ち

平成19年10月10日（水）
　   ～11月11日（日）

北方町立図書館歴史資料展示室
☎058-323-3155
開館時間：午前１０時～午後６時
　　　　　  （ただし日曜日は午後５時まで）

休 館 日：毎週月曜日、１０月３１日（水）

入場
無料

講師　美濃派獅子門道統第41世　大野鵠士　先生
日時　平成19年10月27日（土）午後1時30分
場所　生涯学習センター　和室

俳諧のおもしろさ記念講演会
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●劇団かかし座「星の王子さま」

●三遊亭好楽独演会
平成20年2月3日（日）　開場13：30　開演14：00

●入 場 券：全席指定　指定席　2,000円（当日2,500円）　立ち席1,500円（当日2,000円）　　　　　　　　
　　　　　　　　　　  11月10日（土）より前売り券を生涯学習センターにて販売
　　　　　　　　　　  ※前売り券完売の場合は当日券を販売いたしません。
「笑点」大喜利メンバーでお馴染みの三遊亭好楽師匠とお弟子さん二人による寄席

●サーカス　アコースティックコンサート
10月28日（日）開場15：30　開演16：00

●北方町文化祭  2007
11月3日（土）10：00～17：00、4日（日）10：00～16：00

●岐阜県交響楽団　クリスマスファミリーコンサート●岐阜県交響楽団　クリスマスファミリーコンサート●岐阜県交響楽団　クリスマスファミリーコンサート
12月2日（日）開場13：30　開演14：00

●町民ふれあい合唱集会
平成20年2月11日（月）13：00～16：00

入場券販売取り扱い時間：火曜日～日曜日、午前9時から午後5時30分（月曜日は休館日です。）

●入 場 券：全席指定　指定席　4,000円（当日4,500円）
　　　　　　　　　　　立ち席　3,500円（当日4,000円）
　　　　　　前売り券は生涯学習センターにて販売中　　　　　　　　　　
　　　　　　※前売り券完売の場合は当日券を販売いたしません。
１９７８年「ミスター・サマータイム」でデビュー。個々の歌唱力は勿論、洗練された完
成度の高いハーモニーは各方面より高い評価をもって迎えられ、コンサートを中心
に幅広く活動中。

11月3日（土）　　　　　　　　　　　　　　　11月4日（日）
　 午前10時～　芸能の集い　　　　　　　　　　   午前10時～　芸能の集い
　 午後 1 時～　フリーコンサート
　　　　　　　  第1部　Wing
　　　　　　　  第2部　市川清3＋川鰭祐子

●「未来につなぐ心の糧」集  発表会
平成20年1月20日（日）

●発表会（表彰式）
　元気・勇気・希望をもらった「出会い」　心洗われ、いやされた「出会い」
生きがいをみつけたり、人生の節目になったりした「出会い」をテーマに全国から
集まってきた優秀作品を発表、表彰します。
●記念講演：岐阜農林高等学校　演劇部　「躾（しつけ）～モウと暮らした50日～」

き ら り ホ ー ル informationinformationinformationinformationinformationinformationinformation

お問い合わせ先：生涯学習センター ☎320̶2200

●入 場 券：全席指定　指定席　2,000円（当日2,500円）
　　　　　　　　　　　立ち席　1,500円（当日2,000円）
　　　　　　前売り券は生涯学習センターにて販売中
　　　　　　※前売り券完売の場合は当日券を販売いたしません。
観客者の中から指揮を体験していただく指揮者体験コーナーとクリスマスファミリーコンサート
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　私はようやく共に作品を創ることのできるパートナーに巡り会いました。本作でモデルとなった彼
女です。彼女は、私の作品観や生き方を大きく変え、自分が何を創ればいいのか示唆を与えてくれま
した。私は自分にとってかけがえのないものを描き残せばいいのだと。現在活躍されている作家から
みれば、このような制作動機など取るに足らないことでしょう。ですが私にとっては、制作する上でも
今を生きる上でも大切な動機なのです。

「ReBirth」
新潟県　新潟市　田代　　豪

優
秀
賞

　私は結婚式の司会業をしています。十三年前、花
嫁のお父様に素晴らしい勇気をいただきました。お
父様はふくよかで陽気な市場の魚屋さんです。披露
宴のお開きが近くなった頃、お父様が「娘よ」を唄い
たいと、にこやかに金屏風前にいらっしゃいました。
歌の前に一言とマイクを持ったお父様は、嫁ぎ行く
愛娘にそれは楽しそうに、温かい金沢の言葉で「お
めでとう。きれいやね。お父さん、ほんとに嬉しい。
ああ、幸せやった。いい思い出たっくさんある。あ
あ、可愛らしかった。可愛い子やった。ありがとね。ほ
んと楽しかった。楽しい思い一杯させてもろた。あり
がとう。綺麗な花嫁姿見せてもろて、こんな嬉しい
事ないよ。ありがとう。本当にありがとね。きれいや
よ。幸せになりまっし」と、時折思い出を追いなが
ら、溢れんばかりの愛情のこもった祝辞を贈ったの
です。挨拶が終わる頃、お父様の目は潤んでいて、会
場のお客様も涙ぐんでいらっしゃいました。
春の陽だまりのような言葉でお嬢様の結婚を祝った

お父様に私はとても感動しました。
　この日、私はわが子が巣立つ日に「ありがとう」と
言える親になりたいと強く思いました。この時、私は
離婚をして一年目で、三歳の息子のあどけない笑顔
や無邪気なしぐさに幸せを感じる日々ではあったも
のの、心に余裕の無い時もありました。「この子を守
らなければ」と、がむしゃらの私でしたが、お父様の
言葉に「この一年間、この子が私を守ってくれてい
たのだ」と気づかされた想いがしました。やんちゃな
きかん坊は、やはり背中に幸せの羽を持つ天使だっ
たようです。
　お父様の温かな言葉は、この十三年間、いつも私
の大切な《お守り》でした。そして、節目ごとに私の
背中を優しく後押ししてくれました。あの日の愛ら
しい天使は、明るく元気な十六歳に成長し、お友達
にかこまれて朗らかに笑っています。お蔭様でと、今
も感謝の想いで一杯です。

「我が子が巣立つ日まで」
石川県　金沢市　高平　淳子

優
秀
賞

「おみこしをつったよ」
岐阜県　北方町　杉山　宇正

優
秀
賞

「あいさつすると気持ちいい」
岐阜県　北方町　木野村えみ

優
秀
賞

　おまつりで、おみこしをつったよ。
とても大きくてきれいなおみこし
だったよ。
おもたくて、たくさんあせをかいたよ。
みんなでちからをあわせてつって、大
きなこえをだしたら、
すごくきもちがよ
かったです。ぼくは、
きたがたのおまつ
りが大すきだよ。

　わたしが住んでいる北方町は、すごく気持ちがい

い町です。

　わたしは、学校に行くときや帰るときに会った人に

あいさつをしていてわたしが　

「おはようございます」といったらあいさつを返して

くれる人がすっごくたくさんいます。あいさつを返し

てくれる人がいてすごくうれしくて今もあいさつを

しています。でも今でもかわらないのは、あいさつを

したあとの気持ちよさです。

　そしてあいさつをすることをどんどん広げていき

たいです。

そしてある日わたしが少しおちこんでいるとき友だ

ちが

　「いつもみたいにいっぱいあいさつをして気持ち

よくなろうよ。」

といってくれました。おちこんでいるときあいさつを

していなくてそのまま今もあいさつをしていなかっ

たかもしれなかったので友だちが言ってくれた一言

がすごくわたしをささえています。

　あいさつは、わたしの一日を気持ちよくしてくれま

した。なのであいさつは、わたしをかえました。あと

わたしは、あいさつをすることがすきになりました。

　ぜったいに、五、六年になっても中学生になっても

大人になってもあいさつをしていきたいです。

子どもの部一般の部
未来
につ
なぐ

心の
糧

優秀
作品
紹介

平成
18
年度

未来
につ
なぐ

心の
糧

優秀
作品
紹介

平成
18
年度
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児　童　館  児　童　館  町立幼稚園町立幼稚園

町立保育園  町立保育園  

TEL 323－0254 TEL 324－5721

ちびっこルームちびっこルームちびっこルームちびっこルームちびっこルームちびっこルームちびっこルーム なかよし広場なかよし広場なかよし広場

なかよし広場なかよし広場なかよし広場

（対象：乳幼児と親子）

10：00～11：30
（対象：乳幼児と保護者）

毎週水曜日　10：00～11：30
（但し学校休業日はお休み）

子育て広場子育て広場子育て広場子育て広場子育て広場子育て広場子育て広場

11月  9日（金）
　　秋の木の実・木の葉で遊ぼう
12月18日（火）
　　お楽しみクリスマス会
  1月16日（水）
　　懐かしいお正月の遊び10月17日（水）ちびっこルーム運動会

12月12日（水）ちびっこルームクリスマス

11月 8日（木）作ってあそぼう（汚れてもいい服装）

12月 6日（木）たのしいクリスマス（　　 〃　 　 ）

1月10日（木）みんなでリズムあそび（運動しやすい服装）

各保育園を開放して園児と一緒に遊びます。

北保育園　TEL 324－0254
東保育園　TEL 323－0577
中保育園　TEL 324－8313
南保育園　TEL 324－0611

図　書　館  図　書　館  
TEL 323－3155

こどもからおとなまで楽しめます。
11月17日（土）・12月15日（土）

1月19日（土）
時間10：15より

0才からご参加いただけます。
11月22日（木）・12月20日（木）

1月24日（木）
時間10：15より

10月・11月・12月・1月

子育て支援センター子育て支援センター
TEL323－0254

●メルヘン　時間10：00～11：30
11月2日（金）・16日（金）いっしょに遊ぶって楽しいね！
12月4日（火）・18日（火）あったかクリスマス
1月18日（金）・29日（火）みんなで楽しんじゃおう！

保健センター保健センター

子ども劇場イベント子ども劇場イベント

TEL323－7600

◆ 11月30日（金）19：00～20：30     
　【内　容】沐浴体験、パパの妊婦さん体験     
　【持ち物】母子健康手帳、エプロン、ズボン着用     
◆ 12月21日（金）10：00～12：00     
　【内　容】栄養のお話、茶話会　     
　【持ち物】母子健康手帳、筆記用具     
◆ 1月29日（火）  13：00～15：30     
　【内　容】歯の健康チェック、マタニティビクス     
　【持ち物】母子健康手帳、ズボン着用、タオル、バスタオル、上履き用シューズ、お茶     
     

　毎月第4火曜日の午後1時～3時に、発育測定やお子さんの栄養などについての相談を受け付
けています。
　育児の心配等どんなことでも、気軽にご相談ください。
＊ 前日までに、保健センターへ電話で申し込みしてください。     

■お問い合わせ先　本巣北子ども劇場まで　TEL323－2590

パパママ学級

【日　時】11月25日（日）　11：00開演（開場10：30）     
【場　所】本巣市　糸貫　ぬくもりの里     
【参加券】前売り　800円／ひとり（2歳から大人まで同額）当日券は1,000円
　　　　　　　　1,500円／親子券（大人1人＋2歳～中学生までの子ども1人）
＊1歳以下は無料です。お膝で観せてください。親子券は前売りのみです。

健 康 相 談

おはなしポケット おやこおはなしポケット

　

カムジー先生の『早起きはとっても大事』コンサート

「わく・ワーク・笑いま笑」『立川志隆・音楽と落語の宅配便』

「幼児から思春期までの子育て講演会」『子育てのヒントは本の中』

【日　時】11月30日（金）　中学生以上対象     
【日　時】12月  1日（土）　小学生対象     
会場・参加費については未定です。

【日　時】11月  6日（火）　10：00～11：45     
【場　所】勤労青少年ホーム
【講　師】樋口　通子（絵本作家）
【参加費】500円　手作り絵本材料費込み

10月  5日（金）秋のおでかけ（本巣市親水公園）
　　　　　　  10：30～13：00  持ち物  お弁当他

10月23日（火）秋のおでかけ（北方中央公園）
　　　　　　  10：30～13：00  持ち物  お弁当他
＊雨天：支援センターで遊びます

わら しょう




