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第６回 「未来につなぐ心の糧」作品募集

テーマ　一般の部「生きがい」・子どもの部「夢」

小さくとも　心が癒され　元気・勇気をもらい　　　　　
　　　　　　　　　　明日の希望　生きがいにつながった

「小さくとも　忘れ得ぬ　あの日・あの時・あの出来事」

◆応募作品の具体的な内容◆
テーマに沿ったくらしの中の出来事を作品「作文」または「アート」にまとめてください。
◉作　文＝ A4 の作文用紙で題名および本文で 800 字以内（ワープロ原稿、点字による応募も可）
◉アート＝ A4 の絵画・写真または絵手紙の形式（画面の中にメッセージを入れるのも可）
　　　　　Ａ４サイズの平面作品。表現方法、画材等は自由です。

●作品は未発表のものに限ります。応募点数に制限はありません。
●応募票として別紙（下記 HP よりダウンロードできます）に、「題（テーマ）・郵便番号・住所・氏名・

年齢（中学生以下は学校名、学年）・電話番号・この募集を何で知ったか？」を記入し、添付して
ください。

●文章の「、」「。」「　」は１字として数えます（難読漢字にはふりがなをつけてください）。
●応募作品の著作権は北方町に帰属します（入選した写真のフィルム・データ共）。
●原則作品は返却いたしません。
（ただし、選外となった応募作品の返却を希望される場合は送料着払いとなります）

◆応募期間◆
　平成 23 年 10 月 14 日（金）まで（当日消印有効）

◆応募方法◆
・事務局まで送付するかまたは、直接ご持参ください。ただし、作品の送料につきましては、応募者で

ご負担をお願いします。

◆審　査◆
　・審査委員による審査の上，優秀作品を選定する。
　　＜子どもの部（中学生以下）＞と＜一般の部＞の２部を設ける。
　・心の糧大賞１点、優秀賞 作文・アート各２点程度、入選・町民特別賞各数点を、入賞作品とする。

◆表　彰◆　
　第６回心の糧発表会【平成 24 年１月 15 日（日）実施】にて表彰する。
　※入賞者には，平成 23 年 11 月末日頃に通知する。発表会の時に賞状及び副賞を贈呈する。

　　　　　　　　＜子どもの部（中学生以下）＞	 	 　　　　＜一般の部＞
大　　　賞　　賞状、図書カード２万円分　１名  賞状、賞金30万円　１名
優　秀　賞　　賞状、図書カード１万円分　各種別２名程度 賞状、賞金５万円　各種別２名程度
入　　　選　　賞状、図書カード２千円分　各種別数名  賞状、賞金１万円　各種別数名
町民特別賞（もちのき・すいせん・かわせみ）    賞状、賞金５千円　各種別数名

◆作品の送り先・問い合わせ先◆
　「未来につなぐ心の糧」作品公募事業実行委員会事務局
　　〒 501-0431　岐阜県本巣郡北方町北方 1857　北方町生涯学習センター内
　　☎（０５８）３２０－２２００　FAX（０５８）３２３－７７１１　
　　e-mail：kate@town.kitagata.gifu.jp　　URL：http://www.town.kitagata.gifu.jp/kate/
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日　時　平成23年８月21日（日）
　　　　 開場　13：30　開演　14：00
入場券　全席自由　中学生以下　500円（当日1,000円）
　　　　　　　　　一般　　　 1,000円（当日1,500円）
　※小学生以下の方は保護者同伴でお願いします。
　劇団トマト座が北方に！！
　今年の夏はきらりでミュージカルを楽しみませんか？
　恐ろしい西の魔女や、オズ大王、アッと驚く仕掛けや、心弾む歌と踊り！
　本当の知恵と愛する心、真の勇気を求めてドロシーと愉快な仲間たちのミュージカルアドベン
チャー！
　さあ、みなさんも夢見る力と、感動する心を糧に虹の彼方へ出かけませんか！？

● 前売り券販売 ●
　６月18日（土）9：00より前売り券を生涯学習センターにて販売
　６月22日（水）より電話受付予定
　※前売り券完売の場合は当日券を販売いたしません。

きらりスタッフ募集!!
　音楽・演劇など文化芸術に興味のある方、ボラ
ンティアに関心のある方、文化ホールでの業務を
体験してみたい方、きらりで一緒に活動してみま
せんか！？
●主な活動内容
　・きらりホール主催事業の企画・立案
　・きらりホール主催事業の補助
　 （当日の受付・場外整理・客席案内・駐車場整理など）
●活動時期
　４月より　＊月１回19：00より定例会あり

平成23年度　きたがた演劇フェスタ
参加団体募集!!

　近隣市町で活動されてる演劇団体（アマチュア）、団員の
みなさん、きらりホールで自分達の劇を発表しませんか？？
開催時期　平成24年１～３月
募集期間　平成23年６月末まで
申込方法　参加用紙記入のうえ生涯学習センター窓口へ

提出してください。
公演方法　１団体１作品

ホールの使用については仕込み・準備・ＲＨ・本
番含み６日間までとします。

日　時　平成23年６月25日(土)
　　　　開場　18：00　開演　18：30
入場券　全席指定　指定席　4,000円（当日4,500円）　　　　
　　　　立ち席　　　　　　3,000円（当日3,500円）
　シンガーソングライターのみならず、絵本作家・大学客員教授・
IUCN国際自然保護連合親善大使など多方面で活躍するイルカさんの
デビュー40周年記念コンサートです。
曲は「なごり雪」「まあるいいのち」「いつか冷たい雨が」ほか、ア
コースティックな編成でお届けします。
提供：イルカオフィス　企画：MSエンタテイメント・プランニング
協力：IUCN国際自然保護連合／日本クラウン

● 前売り券販売 ●
　４月17日（日）9：00より前売り券を生涯学習センターにて販売
　４月20日（水）より電話受付予定
※指定席完売の場合は当日券を販売いたしません。

申し込み・問い合わせ　生涯学習センター　☎３２０－２２００
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　「アートクレイシルバー」は、焼くと純銀になる不思議な銀粘土。生活の様々なシーンを彩るシルバー雑貨づく
り・アクセサリーづくりを、手軽に楽しめる素材です。銀粘土で作る、あなた流の手作りシルバーに挑戦しませんか。

対　　象：北方町在住・在勤の方
　　　　　中学生以下は親子での参加可
定　　員：12 名
開催日時：日曜日（全８回）10：00 ～ 12：00

（５／ 22、６／ 19、７／ 17、９／ 18
10 ／ 16、11 ／ 20、12 ／ 18、１／ 22）

場　　所：生涯学習センター　創作室　　　
受 講 料：1,000 円（８回分）〔初回に用意してください〕
材 料 費：１作品 1,500 円～〔使用材料により異なります〕
　　　　　その都度持ってきてください。
　　　　　（初回のみ工具代、材料費、焼却・道具レンタル
　　　　　代を含む 5,000 円を用意してください）
講　　師：Ｃｈｉｈｏ　氏

手軽に楽しむ銀粘土（ アートクレイシルバー） 教室

受講料は小学生のお子様と親
子で参加の場合は親子１組で
1,000 円、中学生のお子様と
親子で参加の場合は親子１組で
2,000 円となります。

　コーヒーを飲みながら、楽しく英会話を学びませんか？
　今度は海外旅行編です。海外旅行で使える英会話をネイティブの先生から学びましょう！
　初心者対象の講座ですので、みなさんお気軽にご参加ください。

対　象：北方町在住・在勤の高校生以上の方　※英会話上級者の方はご遠慮ください。
　　　　　 ※これまでに英会話喫茶～ English Cafe ～を受講された方も申し込み可能です。

開催日：４／ 24、５／１、５／８、５／ 29、６／ 26、７／３　（日曜日・全６回）
時　間：① 11：00 ～ 11：40（40 分）
　　　　② 11：50 ～ 12：30（40 分）
　　　　　①②の中から時間を選択
定　員：12 名（①②それぞれ６名定員）
場　所：生涯学習センター　2 階　会議室 B
受講料：1,000 円（６回分）+ 講師協力費 2,500 円（６回分）
　　　　（コーヒー・紅茶代含む）
　　　　合計 3,500 円（初回に用意してください）
持ち物：コーヒーカップ、筆記用具
講　師：フォーリー　サミュエル　ハーディントン　氏
　　　　（講師歴８年　幼稚園・保育園に勤務。旅行、テニスが大好きなアメリカ人）

時々、現地のお菓子を作ってくるよ！
コーヒーとお菓子を楽しみながら一
緒に英会話を学びましょう！
Let's enjoy English!

手軽に楽しむ銀粘土教室、英会話喫茶～ English Cafe3 ～、マジック教室の申し込み方法

英会話喫茶～ English Cafe ３～いつも大好評の
講座です！ 海外旅行編

春の教室のご案内

申し込み受付 　英会話喫茶　４月 10 日（日）９：00 から　銀粘土教室　 マジック教室　４月 23 日（土）９：00 から
　　　　　　※受付は必ず受講者本人が窓口でお申し込みください。どうしても本人が来館できない場合のみ代理の方がご来館ください。
受 付 場 所 　生涯学習センターの窓口
申し込み方法 　折り込みの各教室専用の申し込み用紙または生涯学習センターの備え付け申し込み
　　　　　　用紙に必要事項をご記入の上、生涯学習センターへ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。
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　メイクで認知症の症状が軽減された実例があります。メイクをす
ることにより笑顔・会話が増えて周囲とのコミュニケーションに前
向きになり、そして生きがいへと繋がっていきます。
　ボランティア活動の一環としてメイクを行いたい方や「認知症の
おばあちゃんのためにメイクを学んでみたい」というお子さん・お孫
さんなどボランティアメイクに興味のある方は是非ご参加ください。
　「平成のオンナきみまろ」米津さち子氏がメイク術と併せて笑顔
が増えるユーモア コミュニケーション術を伝授します。
　メイクとユーモアのあるコミュニケーションを学んで、あなたも
心から豊かになりませんか？

日　　　時　　平成 23 年５月 21 日（土）　13：00 ～ 16：00
会　　　場　　生涯学習センター　多目的スペース
対　　　象　　北方町在勤・在住の 18 歳以上の方
定　　　員　　50 名程度（先着順・定員になり次第締切）
持　ち　物　　手鏡・割りばし 1 本
受　講　料　　無料
申込開始日　　４月 23 日（土）９：00 ～　生涯学習センターの窓口のみ
※折り込みの申し込み用紙または、生涯学習センター備え付けの申し込み用紙に必要事

項をご記入のうえ、生涯学習センターの窓口へご提出ください。

第１部　笑いで気分もリフレッシュ！ユーモアコミュニケーション講座
　　　　（男性の方も是非ご参加ください！）
第２部　高齢者向けボランティアメイク講座（自由参加）

講　師 　メイク＆ユーモアセラピスト　米津　さち子　氏

　誰もが一度はやってみたいと思うマジック（手品）。
　あなたも家族や友達をアッと驚かせてみませんか？

対　　象：北方町在住・在勤の高校生以上の方
定　　員：20 名
開催日時：土曜日（全８回）９：30 ～ 11：30
　　　　　※８／ 20 のみ 13：00 ～ 15：30（発表会）
　　　　　（５／ 14、５／ 21、６／４、６／ 18、７／２、
　　　　　  ７／ 16、８／６、 ８／ 20）
場　　所：生涯学習センター　会議室Ａ
持 ち 物：はさみ・スティックのり・ボンド・30㎝定規
　　　　　ペン・ノート　など
受 講 料：1,000 円（８回分）+ 材料費　3,000 円（８回分）
　　　　　合計 4,000 円　〔初回に用意してください〕
講　　師：合歓の会（マジック）リーダー　市橋　勇一　氏

誰でも参加できる教室で
す！お気軽にご参加くださ
い。趣味を増やしませんか？

マジック教室あなたもチャレンジ！お手軽
Ｎｅｗ

ボランティアメイクで

笑顔の花を咲かせましょう！

ボランティア講座・リフレッシュ講座・高齢者大学共同企画 

ボランティアメイク…ご高齢者の方の生きがいや心身の健康増進を支援するためのメイク
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No.
講　座　名

日　に　ち
会場・時間 対象・定員

内　　容
講座開設者・講師 受講料 300 円＋材料費等

11

小物の手作り
～古布を使って小物作りを楽しんでみませんか～

5/12・6/9・6/23
7/14・8/11・9/8

会議室 B
9:30 ～ 15:00

成人
10 名まで

動物言わざる、聞かざる、見ざる、
季節のお花を古布で作ります。
持ち物：ハサミ、薄地用ぬい針、小
マチ針、絹糸（白・赤・黒）、ボン
ド等戸部　正子 全６回講座（木曜日） 300 円× 6 回＝ 1,800 円

1 回  2,000 円～ 3,000 円程度

12

いけ花
～お花を楽しみませんか～

5/15・6/12
7/10・8/7・9/11

創作室
10:00 ～ 12:00

小学生以上
（親子可）
10 名まで

季節のお花を楽しみながら生けまし
ょう。
流派：池坊西　良江 全５回講座（日曜日） 300 円× 5 回 +

花代 300 円× 5 回＝ 3,000 円

13

楽しく陶芸
～楽しく自作の器を作ってみませんか～

7/30 作品造り
8/20 色付け

創作室
9:00 ～ 12:00

小学 3 年生以上
15 名まで 作りたい物を自由に作ってみません

か？手作りの器で料理を、また花器
でお花を飾りましょう。（土 1㎏まで）陶芸クラブ 全２回講座（土曜日）

大　人：300 円×2 回＋材料費 500 円＝1,100 円

子ども：300 円×2 回＋材料費 300 円＝  900 円

14

初めての手づくり絵本
（ソフトカバーコース）

～世界に１冊だけのあなたの絵本を～

5/11・5/18・5/25
6/1・6/8・6/10

会議室Ａ
10:00 ～ 12:00

成人 15 名まで
（子ども入室可）

ソフトカバーの絵本を１冊制作しま
す。画材は色鉛筆、水彩など自由で
す。絵がうまく描けない、物語がう
まく創れないと思っている方、是非
どうぞ！安藤　邦緒 全６回講座

（水・金曜日）
300 円× 6 回＋材料代 200 円

＝ 2,000 円

15

初めての手づくり絵本
（ハードカバーコース）

～世界に１冊だけのあなたの絵本を～

6/15・6/22・6/29
7/6・7/13・7/15

会議室Ａ
10:00 ～ 12:00

成人 15 名まで
（子ども入室可）

ハードカバーの絵本を１冊制作しま
す。画材は色鉛筆、水彩など自由で
す。絵がうまく描けない、物語がう
まく創れないと思っている方、是非
どうぞ！安藤　邦緒 全６回講座

（水・金曜日）
300 円× 6 回＋材料代 200 円

＝ 2,000 円

　　形になるものを作る講座Ⅱ

No.
講　座　名

日　に　ち
会場・時間 対象・定員

内　　容
講座開設者・講師 受講料 300 円＋材料費等

16

整膚健康法
～どこでも出来る健康法～

5/7・5/21・6/11
7/16・8/6

和室
10:00 ～ 11:30

年齢・男女問わず
15 名まで 全身運動を取り入れながら皮膚を整

え、自分で体をほぐす健康法をご一
緒にしましょう。小森　範子 全５回講座（土曜日） 300 円× 5 回＝ 1,500 円

※テキスト代は無料

17

日本舞踊 藤間流 藤登恵会
～舞、美、和を通して日本の伝統芸能にふれませんか～

4/23（土）
4/24（日）、4/30（土）

多目的スペース
14:00 ～ 15:00

年齢・男女問わず
５名まで 藤間流を通じて日本文化、伝統、芸能、

立ち振る舞いを学びませんか？年齢
に応じて健康で楽しく年を重ねてい
きましょう。藤間　久芙恵 全３回講座

（土・日曜日）
300 円× 3 回＋教材等レンタル代

1,100 円＝ 2,000 円
※着物で来てください

18

ベビーマッサージ
～ママと赤ちゃんの絆を深めましょう～

5/13
5/20・5/27

和室
10:30 ～ 12:00

２ヵ月～ハイハイ前
の赤ちゃんとママ

５組まで
ゆったりと手技、効果をお伝えしながら実
際にママの手でオイルを使って赤ちゃんに
マッサージをしていただきます。ベビーマ
ッサージは、脳の発達を促す、免疫力を高
めるなど心身の発達に良い効果をもたらし
ます。柴山　由貴子 全３回講座（金曜日） 300 円× 3 回＋材料代 2,500 円

＝ 3,400 円

19

有酸素運動（トレーニング）Ⅰ
～年齢を問わず楽しめます～

7/7・7/21・7/28
8/4・8/18・8/25

多目的スペース
20:10 ～ 21:00

年齢・男女問わず
20 名まで

リズムに合わせて、様々なステップを繰
り返し行う事で新陳代謝を高めます。運
動不足解消、メタボリックの予防・改善に、
又、骨を支える筋肉の力をつけることで
正しい姿勢を保ちます。
※体力に自信のない方、普段運動をしな

い方はこちらのコースをどうぞ！
大野　薫 全６回講座（木曜日）

300 円× 6 回＝ 1,800 円
※動きやすい服装で
室内シューズ持参

20

有酸素運動（トレーニング）Ⅱ
～年齢を問わず楽しめます～

7/5・7/12・7/26
8/2・8/9・8/23

多目的スペース
20:10 ～ 21:00

年齢・男女問わず
20 名まで

リズムに合わせて、様々なステップを繰
り返し行う事で新陳代謝を高めます。運
動不足解消、メタボリックの予防・改善に、
又、骨を支える筋肉の力をつけることで
正しい姿勢を保ちます。
※有酸素運動に慣れてきた方はこちらの

コースをどうぞ！
大野　薫 全６回講座（火曜日）

300 円× 6 回＝ 1,800 円
※動きやすい服装で
室内シューズ持参

　　体をつかっての講座Ⅲ

申込方法

費　　用

申込受付開始
まなびすとの広場 4月号の折り込みの申込用紙または生涯学習センターの窓口備え付けの申込
用紙に必要事項をご記入の上、生涯学習センター窓口へお申し込みください。
各講座１回につき 300 円。その他実費を受講生が負担。	 	 	
＊	講座の初回に講師へ直接お支払いください。	 	 	
＊一度、お支払いただいた受講料は講座を途中でやめられてもお返しできません。

４月９日（土）　午前９時から　（先着順で受け付け、定員になり次第締め切ります）
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　８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、「教えたい講座、学びたい講座」を
自主的に開講してもらい講師と受講生が一緒に作り上げていく講座です。今回も物づくりや運動系とバラ
エティにとんだ 20 講座を開講します。どの講座も初心者対象の親しみやすい入門講座となっています。
　続けて活動したい方には、クラブ・サークルをつくることもできますし、日頃の成果を披露す
る町文化祭への参加も大歓迎です。みんなで新しい趣味にトライしてみよう！

No.
講　座　名

日　に　ち
会場・時間 対象・定員

内　　容
講座開設者・講師 受講料 300 円＋材料費等

1

地唄三味線
～初めての三味線を楽しくひいてみませんか～

5/10・6/14
7/12・8/9・9/13

和室
14:00 ～ 15:00

年齢・男女問わず
10 名まで

楽譜の読み方を学習し、次に弾き方
を覚えながら「さくら」「数え唄」「黒
髪」「ゆき」等を楽しく学習してい
きます。高井　秀子 全５回講座（火曜日） 300 円× 5 回＋糸代 1,500 円　

＝ 3,000 円

2

はじめての大正琴
～生活の中に音楽を～

5/10・5/24・6/7
6/21・7/5・7/12

会議室 B
13:30 ～ 15:00

年齢・男女問わず
10 名まで

～見て、きいて、やってみましょう！～
◦左手で数字のボタンを押しなが

ら、右手で弦をはじいて「ベン・
ベン・ベーン…」

◦やさしい曲や楽しい曲を弾きながら大正
琴の素敵な音色を体験してみてください。佐々木　愛子 全６回講座（火曜日） 300 円× 6 回＝ 1,800 円

※楽器の貸し出しは無料

3

着物の着付け
～着物仲間で楽しみませんか？～

5/13・6/3・6/17
7/15・8/19・9/16

和室
13:00 ～ 15:30

一般（女性のみ）
15 名まで

初めての方、大歓迎です。継続の方
も初心者の方も、ゆっくり順序良く、
ご指導させて頂きます。着られる喜
びを味わいましょう。露木　千恵子 全６回講座（金曜日）

300 円× 6 回＝ 1,800 円
持ち物：着物、長襦袢、肌着、腰ひも 5 本、
前板、タオル 3 枚、帯、裁縫道具

4

やさしい茶の湯入門
～美味しいお菓子とお茶 いかがですか？～

7/9・7/23
8/20・9/10・9/24

和室
10:00 ～ 12:00

一般（親子可）
10 名まで 美味しいお茶とお菓子を頂きながら

お茶席での作法を学びます。
流派：表千家西　良江 全５回講座（日曜日） 300 円× 5 回＋お茶・お菓子代

300 円× 5 回＝ 3,000 円

5

はじめての楽しい詩吟教室
～大きな声を出して、健康を維持しましょう !! ～

5/21・5/28・6/11
6/18・7/9・7/16

会議室 B
9:30 ～ 11:30

年齢・男女問わず
15 名まで

楽しく詩吟入門の初歩から始めます。
古今名吟集から名詩を練習します。

（事に感ず・九月十日・川中島・江
南の春・北方町讃歌など）林　幸雄 全６回講座（土曜日） 300 円× 6 回＝ 1,800 円

※テキスト代は無料

6

暦を活用して生涯現役で生きる法
～無病化で生涯健康で生きましょう～

5/10・5/17・5/24
5/31・6/7

会議室Ａ
10:00 ～ 11:30

年齢・男女問わず
15 名まで

十干と十二支、九星と九象、陰陽五
行、厄年と天中殺、十二宮と二十八
宿等を活用して生涯現役で生きまし
ょう！吉安　健 全５回講座（火曜日） 300 円× 5 回＝ 1,500 円

※テキスト代は無料

7

パソコン入門「はじめての Word」
～楽しいパソコン！Word で自作のチラシを作ろう ! ～

6/7・6/14・6/21
6/28・7/5・7/12

会議室 A
13:30 ～ 16:00 

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

Word の基本操作（Word の概要、
起動方法、画面の構成、コマンドの
操作方法）を学びます。Word を使
っていろいろな文章の作成、地図や
写真入りのチラシ、案内状作りをし
ます。パソコンクラブ 全６回講座（火曜日）

300 円× 6 回＋テキスト代等 600 円
＝ 2,400 円

※ご自身のノート PC 持参可

8

はじめの一歩（英語・英会話）
～英語・英会話を「はじめの一歩」から習得！～

6/12・6/19・7/17
8/7・8/28・9/4

会議室 B
10:00 ～ 11:00

年齢・男女問わず
８名まで

現在、テレビコマーシャルの３分の１
が英語関係と言われている程。そこで、
もう一度挑戦したいとお考えの方を
対象にローマ字から教科書等も使い、
頻度の高い英会話など少しずつステ
ップアップしていただきます。杉　美亜 全６回講座（日曜日） 300 円× 6 回＋テキスト・お茶・

お菓子代 1,500 円＝ 3,300 円

9

きらめき脳クラブ
（大人の脳トレーニング）

～脳トレはきらめき・ひらめき・思いやりです～

6/8・6/22・7/6
8/31・9/14・9/28

多目的スペース
10:15 ～ 11:45

年齢・男女問わず
20 名まで

ご自分のことや周りの方々のことを考
えられる方々ほど「脳トレ」は欠かせ
ないものと考えられています。賛同さ
れる方がいらっしゃいましたらこの機
会に是非！ご希望によりお食事会もあ
ります。日曜隔週のクラブもあります。杉　美亜 全６回講座（水曜日） 300 円× 6 回＝ 1,800 円

※テキスト代は無料

10

家庭教育講座
～楽しい子育てみつけませんか？～

5/12・6/9
7/14・8/11・9/15

和室
10:00 ～ 12:00

成人 20 名まで
（子ども入室可）

毎月テーマに沿って子どもに学ぶ家
庭教育をみなさんと共に学び楽しい
子育ての方法を学びませんか？
小さなお子様もご一緒に来てくださ
い。託児いたします。森川　かつえ 全５回講座（木曜日） 300 円× 5 回＝ 1,500 円

※テキスト代は無料

　　学び楽しみ、音色で癒される講座Ⅰ

前期 町民自主講座のお知らせ平成23年度
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　きらりで初めてパパだけの講座
を開講しました。前半はスクリー
ンを使ってファザーリングジャパ
ンの活動やいろいろな遊び方の紹
介をしました。また、後半はパパ達
の座談会が開催され、○×形式でパ
パ達の本音を引き出したり、各家
庭でパパ達がどのように関わって
いるかなど情報交換をしました。
交流の場が少ないパパ達にとっと
ても貴重な時間となりました。

ボランティア講座⑤ ぴよぴよ・よちよち・わくわく教室とボランティア講座の共同企画講座
パパ・スマイル UP! 講座

ボランティア講座⑥　学校支援ボランティア研修会　
学校と地域のコラボで笑顔いっぱい

●日 時　初回のみ 4 月 21 日（木）
2 回目以降は 5 ～ 7 月の
第 2、4 金曜日

●時 間　10：00 ～ 11：30
●場 所　老人福祉センター
●対 　 象　北方町在住の 60 歳以上の方
●資 料 費　300 円
●申し込み期限　4 月 18 日（月）
★お申し込み・お問い合わせはお気軽に下
　記まで。
社会福祉協議会（老人福祉センター内）
☎ 324 － 6550

ボランティア講座報告

　普段は個々で活動していらっしゃる学校支援ボ
ランティアのみなさんが一堂に会し、研修会を行
いました。
　前半は講師の西村氏から山県市の活動を例に
「学校支援」について講話をいただき、後半はボ
ランティアさん同士の交流会を行いました。それ
ぞれがどのような活動を行っており、何を一番大
切にしているかなどを話し合いました。
　地域は学校に対し「支援」ではなく「コラボ」
するという考えを学び、またボランティアさん同
士の意見交換もできたので、今後の活動につなが
る研修会になりました。

　歌を歌ったり、計算やパズルをしたり、身体を動かし
たり、何かを作ったり…いろいろな活動をしながら、み
なさんで楽しく頭の運動をしてみませんか？

1月30日
（日）

2月8日
（火）
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　お子さんが３歳になるこの時期に何か良い刺激が与えられたら？と考えているお母さん、リトミ
ックって何だろう？と思われたお母さん。試しに参加してみませんか？

●対　象：北方町在住の平成20年4月2日～
　　　　　平成21年4月1日生まれの子とその親
●定　員：親子20組
●開催日：金曜日　

5/13・6/3・6/24・7/15・9/9・
9/30（全6回）

●時　間：10：00～11：00
●場　所：生涯学習センター 2階 多目的スペース

●受講料：1,000円　講師協力費：1,600円の　
　　　　　合計2,600円（初回に用意してください）
●持ち物：運動の出来る服装
　　　　  （基本的にはだしで行います）　
　　　　　クレヨン、セロハンテープ、スティ

ックのり、飲み物、タオルなど
●講　師：「リトミック教室　わおんのいえ」
　　　　　 より２名

毎 年 大 人 気 の 親 子 体 操 教 室 で す ！

●受講日時：木曜日　10：00～11：30
 　　　　　 5/12・5/26・6/2・6/23・7/7・
　　　　　　7/21・8/25・9/1・9/22・9/29
　　　　　　（全 10 回）
●場　　所：総合体育館　２階　柔剣道場
●対　　象：平成20年4月2日～平成21年4月1日

生まれのお子さんとお母さん

●定　　員：30組
●受 講 料：1,000円　講師協力費：2,000円　
　　　　　　合計3,000円
　　　　　　（初回に用意してください）
●持 ち 物：親子とも運動が出来る服装、
　　　　　　タオル、飲み物など
　　　　　　（体育館シューズは必要ありません）

 前 期　 リトミック教室

申し込み方法
4 月 16日（土）9:00 から生涯学習センター窓口のみ。
折り込みのリトミック・わくわく教室専用の申込用紙または生涯学習センターの
備え付け申込用紙に必要事項をご記入のうえ、生涯学習センターにお申し込みく
ださい。受付は必ず受講者本人が窓口でお申し込みください。どうしても本人が
来館できない場合のみ代理の方がご来館ください。
9:00 の時点で定員数を超えていた場合、抽選になります。先着順ではありません
ので、9:00 までに窓口に来ていただければ、上記の対象になります。定員数に満
たない場合は順次受付し、定員になり次第締め切ります。

リトミック教室・
わくわく教室

わくわく教室 講師：河野　博子先生  前 期

好評により今年度もベリーダンス教室を開催いたします。
開催は次の日程のとおり実施する予定です。

●日 時　 5/17・5/24・5/31・6/7・ 　　　
　　　　　　 6/14・ 6/21・6/28・7/18（月）
　　　　　　 の計 8 回

 （曜日は 7/18 以外すべて火曜日です）
●時 間　18：45 ～ 20：15
●場 所　生涯学習センター 2 階 多目的スペース
●参 加 料　1,000 円（初回に用意してください。）

●参加資格　北方町内在住、在勤の方
●定 員　25 名（定員になり次第受付終了）
●申込受付　4 月 20 日（水）9：00
申し込み・問い合わせ　生涯学習センター事務局
 電話での申込も受け付けます。
☎ 320-2200

（町公共施設に募集ポスターを掲示します）
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対　象：平成22年4月2日～平成23年4月1日生ま
れのお子さんを持つお母さん

会　場：主に生涯学習センター、保健センター、子
育て支援センターなど

時　間：主に10：00～11：30
受講料：前期（5回）500円
参加費：材料費は別途かかります
託児料：1回1名500円で前払いです

●前期活動予定
5月　髙木先生の初めての仲間づくり講座（託児有）
6月　ふれあいベビーマッサージ（親子一緒に）

7月以降予定は生涯学習センターチラシにて案内中

対　象：平成21年4月2日～平成22年4月1日生ま
れのお子さんを持つお母さん

会　場：主に生涯学習センター、保健センター、子
育て支援センターなど

時　間：主に10：00～11：30
受講料：前期（5回）500円
参加費：材料費は別途かかります
託児料：1回1名500円で前払いです

●前期活動予定
5月　たくさん食べて丈夫な体に育てる食育講座（託児有）
6月　ふわウマおうちで作るおやつパン（託児有）

7月以降予定は生涯学習センターチラシにて案内中

ぴよぴよ教室 よちよち教室

　北方町では同年代のお子さんを持つママ友づく
りのお手伝いとして乳幼児親子教室を開催してい
ます。「子育て＝親育て」をモットーにお子さん
だけでなくお母さんにも学んでもらえるプログラ
ムを用意しています。お母さんのみの講座には託
児（有料、前払い）もご用意しています。この機
会にどうぞご参加ください。登録は生涯学習セン
ターで随時受け付けています。

☆託児予定講座は

　１年で５回ほどです ☆託児予定講座は

　１年で５回ほどです

　最近北方町に引越ししてきたけれど、町の様子がわからない、ちっちゃい子を持つお父さん・
お母さんへ北方町内の施設をバスに乗ってご案内します。この機会にぜひご参加ください。
対　象：ぴよぴよ・よちよち教室対象者の親子
日　時：４月 26日（火）10：00生涯学習センター西側駐車場で集合　12：00ごろ解散
定　員：11 組の親子※乗車人数により変更あり
参加費：無料　　持ち物：タオル・飲み物など
☆お申し込み方法：４月 12日（火）9：30より生涯学習センター窓口にて受付。
　　　　　　　　　お電話にてのお申し込みは 10：00から。定員になり次第締め切ります。

ぴよ・よち特別企画！北方町をもっと知りたい！町内バスツアー

◦５月20日（金）	 ようこそ	ようちえんへ
◦６月23日（木）	 たのしい水あそび
◦７月４日（月）	 もうすぐ七夕

月
4

月
7

月
5

月
6

なかよし広場 10：00～ 11：00

児童館 ☎３２３-０２５４町立幼稚園 ☎３２４-５７２１

（対象：乳幼児と保護者）
（但し学校休業日はお休み）

広い遊戯室フロアーで遊びます。

ちびっこルーム 毎週水曜日
10：00～ 11：30

前期

ぴよぴよ・よちよち教室

受講生募集！

申し込みは生涯学習センターで随時受付中です。折り込みのぴよぴよ・よちよち教室専用申込用紙や町内各施設に
備え付けの用紙に必要事項をご記入のうえ、生涯学習センターへお申し込みください。

上記教室については生涯学習センターまでお気軽にお問い合わせください。
☎３２０－２２００
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◆メルヘン　対象：乳幼児と保護者
　　　　　　場所：北保育園内　時間：10：00～11：30
◦４月19日（火）	 いっしょにあそぼうね
◦５月10日（火）・24日（火）　春のおでかけ
◦６月７日（火）	 親子ふれあいあそびⅠ
	 （２・３歳のおともだち）
◦６月21日（火）	 親子ふれあいあそびⅠ
	 （０・１歳のおともだち）
◦７月19日（火）	 水あそびⅠ（２・３歳のおともだち）
◦７月26日（火）	 水あそびⅠ（０・１歳のおともだち）
＊メルヘンの日以外でも、センターは気軽にご利用いた
だけます。
【利用時間】　9：30～15：30（土曜日は11：30まで）

◆移動センター	 10：00～11：30
◦４月13日（水）	 勤労青少年ホーム
◦５月12日（木）	 働く婦人の家
◦６月15日（水）	 勤労青少年ホーム
◦７月14日（木）	 働く婦人の家

◆パパとあそぼう	10：00～11：30
◦４月23日（土）
◦５月21日（土）
◦６月25日（土）
◦７月23日（土）

保健センター �☎３２３-７６００

健康相談
　毎月第４火曜日の 13：00～ 15：00 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。

◆北方町携帯電話ホームページ「ポケきた」 
　ＵＲＬhttp://www.town.kitagata.gifu.jp/ ｍ /
◆北方町ホームページ　図書館蔵書コーナーをご覧ください。
　ＵＲＬ http://www.town.kitagata.gifu.jp/

･	町立図書館の蔵書をご家庭や公共施設のパソコンに
加え、お持ちの携帯電話から検索ができます。

・貸出中の資料については調べた画面から直接予約を
することができます。

・資料を予約するときは利用カードの登録番号とパス
ワードが必要です。

・パスワードは事前に登録が必要となりますので、図
書館カウンターの受付にてお申し込みください。

町立図書館では、毎月第３土曜日と第４木曜日に絵本のおはな
し会「おはなしポケット」を開催しています。（詳細は「広報き
たがた」等でお知らせしています。）ぜひご参加ください。

各保育園を開放して園児と一緒に遊びます。
◦５月19日（木）　歓迎会
◦６月16日（木）　園内めぐり
◦７月22日（金）　夕涼み会（夕方６時からです）
上記以外の毎週木曜日の午前中（9：30～11：30）
園庭のみ開放します。
雨天の場合は室内であそべます。

北方町立図書館の本をモバイルサイト
「ポケきた」を利用して検索・予約できます

子育て支援センター ☎３２４-０２５４

図書館 ☎３２３-３１５５ 町立保育園

パパママ学級 前日までに、保健センターへ電話でお申し込みください。

◆４月22日（金）　10：00 ～12：00
【内　容】	 栄養のお話、茶話会
【持ち物】	 筆記用具・母子健康手帳
◆５月27日（金）　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】	 ズボン着用、タオル、上履き用シューズ、
	 お茶、母子健康手帳

◆６月24日（金）　13：30 ～15：30
【内　容】	 呼吸法の練習、分娩のお話など
【持ち物】	 ズボン着用、母子健康手帳
◆７月22日（金）　19：00 ～20：30
【内　容】	 パパの妊婦さん体験、沐浴体験
【持ち物】	 ズボン着用、エプロン、母子健康手帳

北保育園 ☎３２４-０２５４

東保育園 ☎３２３-０５７７

中保育園 ☎３２４-８３１３

南保育園 ☎３２４-０６１１

子育て広場 9：30～ 11：30
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