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テーマ『元気・感謝・希望』
日　時　11 月 5 日（土）10：00 ～ 17：00
　　　　11 月 6 日（日）  9：00 ～ 16：00

北方町文化祭のご案内

バザーの出店もあります
きらりホール西側広場

● たくさんのご来場お待ちしております ●

みたらし ・ うどん ・
わたがしなど



�

　火災や救急、そして自然災害が起きた時に駆けつけてくれる消防車や救急車。私達の命
を守るためにどんなことをしているのかな？消防署内を探検してみましょう！
　そして、間近ではみることのできない様々な仕組みをもった消防車や救急車の中ものぞ
いてみよう！

対　象：町内在住の年少～小学２年生（保護者同伴で参加）
定　員：親子15組
日　時：10月30日（日）　10：00～11：30
場　所：本巣消防（本巣消防に直接集合してください）
参加費：無料

生涯学習センター窓口にて好評受付中！
※電話受付はしません。

問い合わせ： ☎３２０－２２００

　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：町内在住・在勤の高校生以上の方
定　　員：20 名
開催日時：土曜日（全８回）19：00 ～ 21：00

（11 ／ 12，11 ／ 26，12 ／ 10，12 ／ 24，
１／ 14，１／ 28，２／４，２／ 18）

場　　所：生涯学習センター　多目的スペース　
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
　　　　　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
申し込み方法：10 月８日（土）９：00 から生涯学習センター窓口のみ
問い合わせ：生涯学習センター　☎３２０－２２００

☆ボランティア講座④☆

防災講習会
消防署探検にでかけよう！

マジック教室

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？

後期

はしご車にも
乗れるかも !?
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会費：500 円（５回分）登録人数に定員はありません。
託児を申し込む場合は１週間前までに（前払い）、キャンセルは３日前までにお願いします。

ぴよぴよ教室 よちよち教室

○後期活動予定
●10月14日（金）「リトミック教室」
　託児：なし（親子一緒に）参加費：300円

●11月15日（火）「親子でブックスタート」
　託児：なし（親子一緒に）参加費：無料

●12月 6 日（火） ぴよ・よち合同企画
　「安全な食生活～食品表示の見方～」
　託児：あり（１名500円）参加費：無料

● 1 月26日（木）「茶話会で四方山話」
　託児：なし（親子一緒に）参加費：無料

● 3 月16日（金）「ママのスキンケア教室」
　託児：あり（１名500円）参加費：無料

　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、ぴよぴよ・よちよち教室
を開催しています。小さい子どもがいるとなかなか足を運べないママ達だけの講座も託児つきで
開講しています。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付中です。

後期
ぴよぴよ・よちよち教室受講生募集！

（対象：今年度 1歳になるお子さんとお母さん）
会場：生涯学習センター　時間：10：00～ 11：30

（対象：今年度 2歳になるお子さんとお母さん）
時間：10：00～ 11：30

○後期活動予定
●10月25日（火）「アートセラピー講座」
　会場：生涯学習センター
　託児：あり（１名500円）参加費：300円

●11月17日（木）「絵本の世界を楽しむ」
　会場：生涯学習センター
　託児：なし（親子一緒に）参加費：無料

●12月６日（火）　ぴよ・よち合同企画
　「安全な食生活～食品表示の見方～」
　会場：生涯学習センター
　託児：あり（１名500円）参加費：無料

● 1 月27日（金）「親子で飾りずしに挑戦」
　会場：保健センター調理室
　託児：なし（親子一緒に）参加費：300円

● 3 月 8 日（木）「わくわく教室入門！」
　会場：総合体育館　柔剣道場
　託児：なし（親子一緒に）参加費：無料

○昨年の親子のり巻き教室より

○昨年の絵本
　読みきかせ
　教室より
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ボランティア報告

O P E Nリフレッシュ
講座

の こ やま

納古山に登ろう納古山に登ろう
紅葉が美しい季節。山登りでリフレッシュしましょう！

日 時
　
目 的 地 　
対 象 　
定 員 　
参 加 費 　
持 ち 物 　
　　　　　
当日の日程 　

　

申し込み方法

10 月 29 日（土）　※雨天中止
8：00　役場前駐車場集合・バス出発～ 16：30　役場前駐車場到着・解散予定
納
の

古
こ

山
やま

（岐阜県加茂郡七宗町）　標高：632.9 ｍ
小学生以上の町内在住・在勤の方（健康・健脚の方、小学生は保護者同伴）
20 名（先着順）
無料
登山できる服装・靴、軍手、帽子、弁当、飲み物、タオル、雨具、シート、
行動食（飴やチョコレート等）など
 8 ：00　役場前駐車場集合・出発
10：00　登山口到着（諸注意・準備体操）登山開始
11：30　山頂到着・昼食
12：30　下山開始
14：30　登山口到着・点呼・帰路出発
16：30　役場前駐車場到着・解散
※当日の日程は目安です。変更になる場合があります。
10 月 15日（土）9：00から　生涯学習センター窓口のみ

　製本の作業の特に表紙の
フィルム貼りが難しかった
ですが、親子で協力して貼
り合わせることができまし
た。どの絵本もとても上手
にできて夏休みの良い思い
出になりました。

ボランティア講座
7/23・30（土）親子でチャレンジ！初めての手づくり絵本7/23・30（土）7/23・30（土）

問い合わせ   生涯学習センター：☎ 320-2200

ア
イイイ

テ
ンラボ

　出発の経緯、現地へ移動中の出来事や被災地での出会いなど多くのこ
とをお話頂きました。お話を聞いたあと参加者全員でこの震災を通じて
感じたことや今の自分の考えなどの意見交
換をしました。
　参加者からは「テレビで見るのと実際に
現地へ行かれた方の生の声を聞くのとでは
全然違う」「ボランティアは自分自身が学
ぶチャンスということがわかった」などの
声を多く聞くことが出来ました。

東日本大震災支援ボランティア体験を聞いてみよう！
～あなたは何を感じますか？～ この寝袋で

寝泊まりし
たんだね！

8/24（水）
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　「初心者だけどやってみたい」とＭさんが生涯学
習センターへ来館されました。事前に円苑へ見学に
行き施設の説明を受けて、1度目のボランティアを
終えました。
　「おばあちゃんの笑顔がうれしい。自分のペース
で活動していきたい」とおっしゃっていました。

8/20（土）マジックショーボランティア
　生涯学習センター主催の「マジック
教室」の発表会を円苑で行いました。
会場全体から笑いがこぼれる楽しい会
になりました。

8/20（土）8/20（土）

デイサービスセンター円苑

8/4（木）傾聴＋お手伝いボランティア8/4（木）8/4（木）

　「ボランティアは『奉仕活動』ではないよ。」
　私はＮさんのこの言葉でハッとした。Ｎさんは「奉仕＝自己犠牲だからね。ボランティアは自分を犠
牲にしちゃ続かないよ。」とも教えてくれた。
　では、本当のボランティアってなんだろう？アメリカではエレベータで乗り合わせた方の行き先ボタン
を押した、隣の子どもの面倒をみた…などでも「ボランティア」になるらしい。私たちはきっと普段知ら
ない間にいっぱいボランティアをしているんだと思う。ただそのことがボランティアだと気づいていな
だけ…。日本はボランティアを立派な活動だと構えすぎなのでは？
　先日、円苑でマジックショーのボランティアの見学へ行った。おじいちゃんやおばあちゃん達がとっ
ても良い顔でショーを見ていたのが印象的だった。このボランティアはマジックを披露する側の「私た
ちのマジックを見てくれてありがとう！」という気持ちと円苑の利用者の方の「楽しいマジックショー
を見せてくれてありがとう！」という気持ちで成り立っている。マジックを披露したＳさんはおばあち
ゃんからの「ありがとう！寿命が延びたよ！」という言葉で“やってよかった、もっと上手になりたい”
という思いになったそうだ。
　このボランティアは双方にメリットがあり、誰も犠牲になっていないまさに理想のボランティアの形
ではないだろうか？
　ボランティアは自分自身が成長するチャンスだ。このことがたまたま他人から感謝されるだけだ。こ
れから誰もが自然にボランティアの輪に入り、楽しく支え合える地域になる日も近いのでは…？

ボランティアコーディネータの独り言

4
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A
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6
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3
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4
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A

A
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　開・閉会式会場や競技会場で活動してい
ただく運営ボランティアを募集しています。
　興味はあるけど、どのような活動がある
のか、どこで活動をするのかなど、不明な
ところがあり、一歩を踏み出せない方もみ
えるのではないでしょうか？
　多くの方にご協力していただけるよう、
説明会を開催します。興味のある方はぜひ
ご参加ください。
　全国の方が集まる大イベントです。岐阜

県をみなさんで盛り上げましょう。

 日にち　10月7日（金）
 時　間　10：00～11：00
 場　所　生涯学習センター　会議室A
 対　象　平成12年4月1日以前に生まれた方

 申し込み・問い合わせ
社会福祉協議会　　☎324－6550
生涯学習センター　☎320－2200

ぎふ清流国体・ぎふ清流大会運営ボランティア 募集説明会のご案内
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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

10

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～

11/10,12/8,12/22
1/12,2/9,3/8

会議室 B
9:30 ～ 15:00

一般
10 名まで 干支のタツノオトシゴ・花ざくろ等

を古布で作ります。
持ち物：ハサミ、薄地用縫い針、小
マチ針、絹糸（白・赤・黒）ボンド等戸部　正子 全６回講座

（��日���日��日�
300 円× 6 回＝ 1,800 円

１作品  2,000 円～ 3,000 円程度

11

いけ花
～お花を楽しみませんか～

11/13,12/23
1/29,2/26,3/11

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し

ょう。。
流派：����西　良江 全�回講座�回講座回講座

（�・日�日��・日�日��日�
300 円 ×5 回 +

花代 300 円× 5 回＝ 3,000 円

12

初めての手づくり絵本教室（平日の部�
～世界に���けの���の絵本を～���けの���の絵本を～��けの���の絵本を～��の絵本を～�の絵本を～

11/29,12/2,12/9
12/13,12/16,12/20

会議室Ａ
10:00 ～ 12:00

一般 10 名まで
（子ども入室可�

ハードカバー仕立ての絵本を１��１����
作します。画材は自由です。物語が
創れないと思っている方にも対応し
ます。是非どうぞ！
初回持ち物：スケッチブック・筆記具
※ 2 回目以降の持ち物はその都度連絡

安藤　邦緒 全６回講座６回講座回講座
（�・��日��・��日�・��日�

300 円× 6 回＋材料代 200 円
＝ 2,000 円,000 円000 円

13

初めての手づくり絵本教室（�日の部��日の部�日の部�
～世界に���けの���の絵本を～���けの���の絵本を～��けの���の絵本を～��の絵本を～�の絵本を～

1/22,1/29,2/5
2/26,3/4,3/11

会議室Ａ
15:00 ～ 17:00

中学生以上
10 名まで

（子ども入室可�

ハードカバー仕立ての絵本を１��１����
作します。画材は自由です。物語が
創れないと思っている方にも対応し
ます。是非どうぞ！
初回持ち物：スケッチブック・筆記具
※ 2 回目以降の持ち物はその都度連絡

安藤　邦緒 全６回講座６回講座回講座
（日�日�日�日��日�

300 円× 6 回＋材料代 200 円
＝ 2,000 円,000 円000 円

14

スイーツデコ
～軽量樹脂粘土でかわいいスイーツを作りましょう～

12/10
1/14,2/18

創作室
15:00 ～ 16:30

小学 4 年生以上
8 名まで

（3年生以下は保護者同伴�

初めての方でもお子様でも楽しく�
作できます。軽量樹脂粘土というと
ても扱いやすい粘土を使って、様々
なスイーツを作り、自分だけのオリ
ジナル雑貨を作りましょう。村瀬　由紀 全�回講座�回講座回講座

（土�日�土�日��日�
300 円× 3 回＝ 900 円

１作品  800 円～ 1,200 円程度

15

フラワーアレンジメント
～季節のお花では��そびをしませんか～

11/19,12/17
1/21,2/18,3/17

創作室
10:30 ～ 12:00

一般（親子可�
15 名まで

クリスマスやお正月など季節のフラワ
ーアレンジメントを楽しみましょう。
持ち物：ハサミ、ス�ー�ナイフ（カ、ス�ー�ナイフ（カス�ー�ナイフ（カ
ッターナイフ可）、ゴミ�１�（ス、ゴミ�１�（ス
ーパーの�）、新聞（３�）羽田　みゆき 全�回講座�回講座回講座

（土�日�土�日��日�
300 円× 5 回＋

花代 500 円× 5 回＝ 4,000 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

ベビーマッサージ（11～ 12 月の部�
～ママと赤ちゃんの絆を深めましょう～

11/2,11/16
11/30,12/7,12/21

和室
10:00 ～ 11:00

２ヵ月～�イ�イ�月～�イ�イ��
の赤ちゃんと保護者赤ちゃんと保護者保護者

６組までまで

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
んにたっぷりと触れていただきます。�きます。�ます。�
ビーマッサージは、脳の発達を促したり
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。
※下� 2 ～ 3 月の部と��同�内容で��下� 2 ～ 3 月 の 部 と��同�内容で��2 ～ 3 月の部と��同�内容で��～ 3 月の部と��同�内容で��3 月の部と��同�内容で��月の部と��同�内容で��

柴山　由貴子 全�回講座
（��日���日��日�

300 円× 5 回＋材料代 2,000 円
＝ 3,500 円

17

ベビーマッサージ（２～�月の部�
～ママと赤ちゃんの絆を深めましょう～

2/1,2/15
2/29,3/7,3/21

和室
10:00 ～ 11:00

２ヵ月～�イ�イ�月～�イ�イ��
の赤ちゃんと保護者赤ちゃんと保護者保護者

６組までまで

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
んにたっぷりと触れていただきます。�きます。�ます。�
ビーマッサージは、脳の発達を促したり
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。
※上�11～12月の部と��同�内容で��の部と��同�内容で��

柴山　由貴子 全�回講座
（��日���日��日�

300 円× 5 回＋材料代 2,000 円
＝ 3,500 円

18

有酸素運動（トレーニング�Ⅰ
～年齢を問わず楽しめま�～

12/8,12/22,1/12
1/26,2/9,2/23

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�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�い方、普段運動をし�

い方はこちらのコースをどうぞ！
大野　薫 全６回講座

（��日�
300 円× 6 回＝ 1,800 円

※動きやすい服装で
室内シューズ持参

19

有酸素運動（トレーニング�Ⅱ
～年齢を問わず楽しめま�～

12/27,1/17,1/31
2/7,2/21,2/28

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�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�方はこちらの

コースをどうぞ！
大野　薫 全６回講座

（��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 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。

費　　用 各講座�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。

申込受付開始 10 月８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）

申込資格 町内在勤・在住の方
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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、「町民が持っている知識・技能を
伝えたい講座、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 19 講座を開講します。どの講座も初心者対象の親しみ
やすい入門講座です。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

地唄三味線と箏
こ と

～自分の手でさわって、弾いてみませんか～
11/8,12/13

1/17,2/14,3/13
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」「荒城の月」
「黒髪」や民謡等を練習します。他
の人と一緒に弾く楽しさを味わって
みませんか。楽器をお持ちでない方
も是非どうぞ！

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

着物の着付け
～着物の魅力を体感しませんか？～

11/18,12/2,12/16
1/20,2/3,2/17

和室
13:00 ～ 15:30

一般（女性のみ）
15 名まで

まずはご自分で着られるための準備
から始めます。
持ち物：着物、長襦袢、肌着、腰ひも5本、
前板、タオル 3枚、帯、帯締、帯揚、
裁縫道具露木　千恵子 全�回講座�回講座回講座

（�曜日）�曜日）曜日） 300 円× 6回＝ 1,800 円

3

やさしい茶の湯入門
～美味しいお菓子とお茶を楽しみませんか？～

11/26,12/10,1/28
2/25,3/10,3/24

和室
10:00 ～ 12:00

一般（親子可）
10 名まで 美味しいお菓子とお茶を頂きながら

お茶席での作法を学びます。
流派：表千家西　良江 全�回講座�回講座回講座

（土曜日）
300 円× 6回＋お茶・お菓子代

300円× 6回＝ 3,600 円

4

初歩の茶道
～ゆったり和空間～

1/21,2/4,2/18
3/3,3/17,3/31

和室
14:00 ～ 16:00

一般（親子可）
10 名まで

茶道を気軽に楽しみましょう。
簡単な和菓子作りもします。

中島　恵美 全�回講座�回講座回講座
（土曜日）

200 円× 6回＋お茶・お菓子代
300円× 6回＝ 3,000 円

5

暦を活用して幸せに生きる方法
～日々無事故で生きましょう～

11/2,11/9
11/16,11/23,11/30

会議室 B
10:00 ～ 11:30

年齢・男女問わず
10 名まで 九星気学・厄年と天中殺・干支と納

音・九星方位・陰陽五行・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　楓

ふう

城
じょう 全５回講座５回講座回講座

（�曜日）�曜日）曜日）
300 円× 5回＝ 1,500 円

※テキスト代は無料

6

パソコン入門「はじめての Excel」
～楽しいパソコン！Excel で自作の家計簿を作ろう ! ～

2/7,2/14,2/21
2/28,3/6,3/13

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

15 名まで
Excel の基本操作（Excel 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。Excelを使
っていろいろな表を作成、収支報告
書や予定表、簡単な関数を使って家
計簿作りをします。パソコンクラブ 全�回講座

（火曜日）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

7

たのしいパソコン
～パソコンで案内状をつくりましょう～

12/25,1/22,1/29
2/26,3/4,3/18

会議室 A
10:00 ～ 11:00 

パソコンに興味があり、
簡単な文字入力ができる方

10 名まで
学生からシニアの方までパソコンが
好きな方でしたら大丈夫です。パソ
コンを始めたい方、パソコンをお持
ちでない方も皆さん一緒に学びまし
ょう。ひらがな入力や簡単な地図・
案内状を作成します。高橋　宏治 全�回講座

（日曜日）曜日））
300 円× 6回＋テキスト代等 600円

＝ 2,400 円
※ USB代 1,300 円（希望者のみ）

8

たのしい英会話
～英語で自己紹介をしましょう～

12/25,1/22,1/29
2/26,3/4,3/18

会議室 B
13:00 ～ 14:00

年齢・男女問わず
10 名まで

学生からシニアまで英語が好きな方
でしたら大丈夫です。始めてみたい
方、英語を話したことがない方も皆さ
ん一緒に学びましょう。自己紹介や簡
単な手紙などにチャレンジします。高橋　宏治 全�回講座

（日曜日）曜日））
300 円× 6回＋テキスト・お茶・
お菓子代 1,500 円＝ 3,300 円

9

家庭教育講座
～楽しい子育てみつけませんか？～楽しい子育てみつけませんか？～～

11/10,12/9
1/12,2/9,3/8

和室
10:00 ～ 12:00

一般 20 名まで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５回講座回講座

（木・�曜日）木・�曜日）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

後期 町民自主講座のお知らせ平成23年度
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各保育園を開放して園児と一緒に遊びます。

◦10月８日（土）	 運動会
	 「かけっこ」に参加してね。
◦11月10日（木）	 秋の自然あそび
◦12月15日（木）	 クリスマス会

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。

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

ままプラザほっと ☎ ３２３-２６７５

町立保育園

月
10

月
11

月
12

子育て広場 9：30～ 11：30

◆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ＵＲＬ http://www.town.kitagata.gifu.jp/　図書館蔵書コーナーをご覧ください。

･	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。

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

図書館 ☎３２３-３１５５

	お茶パーティー 
≪毎月第４水曜日≫

【場　所】　ままプラザほっと事務所（役場北）
【時　間】　10：00～11：45
【参加費】　￥200（ケーキ・お茶代）

※事前申し込みが必要です。

◆10月
14日（金）「雪印クッキング」
※乳製品を使ったクッキング。託児付きです。
※事前申し込みが必要です。
【場　所】保健センター
【時　間】９：30～13：00
【参加費】￥800
【メニュー】	・チーズの焼きおにぎり
	 ・鮭の味噌チーズホイル焼き
	 ・キャベツのミルク味噌汁
	 ・レアヨーグルトケーキ

20日（木）「地域の子どもを育てるには
～祖父母世代に出来ること～」

※小池肇子先生による講演会。高齢者大学とコラボ
レーション。

【場　所】生涯学習センター　多目的スペース
【時　間】13：30～15：00

◆11月
５日（土）・６日（日）「文化祭バザー出 店」
【場　所】きらりホール西側広場

12日（土）・13日（日）「未来タウン北方
ふれあいまつり出店」

【場　所】円鏡寺周辺

■利用時間 月・水・金曜　10：00～15：00
子育て中の方のために事務所を開放しています。
(飲食可)
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◦10月21日（金）	 のりものにのってゴー！
◦11月15日（火）	 秋の木の実、木の葉で遊ぼう
◦12月13日（火）	 もうすぐクリスマス

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）

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

子育て支援センター ☎３２４-０２５４

保健センター �☎３２３-７６００

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。

◆10月28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

◆11月25日（金）19：00～20：30
【内　容】パパの妊婦体験、沐浴体験
【持ち物】ズボン着用、エプロン、母子健康手帳

◆12月22日（木）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

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。

◆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
◦10月４日（火）	 秋のおでかけ
◦10月18日（火）	 秋のおでかけ
◦11月８日（火）	（２・３歳児）楽しいおはなし
◦11月22日（火）	（０・１歳児）楽しいおはなし
◦12月20日（火）	 楽しいクリスマス

＊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
◦10月13日（木）	 働く婦人の家
◦11月16日（水）	 勤労青少年ホーム
◦12月15日（木）	 働く婦人の家

◆パパとあそぼう
　10：00～11：00（要申し込み）
◦10月29日（土）
◦11月26日（土）
◦12月17日（土）

◆子育て相談	 	 10：00～11：30
◦10月19日（水）
◦11月30日（水）
◦12月21日（水）

◆子育てセミナー
　10：30～11：30（要申し込み）
◦10月26日（水）
◦12月６日（火）
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