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第６回「未来につなぐ心の糧」発表会

☆第６回サブテーマ　一般の部「生きがい」
　　　　　　　    子どもの部「夢」

「小さくとも　忘れ得ぬ　あの日・あの時・あの出来事」

　くらしの中には、一見、見過ごし、見逃してしまいがちな小
さな営みの内に、実は「心の糧」となるものがあります。そう
した心の糧は、小さなことであっても心がいやされ、元気や勇
気をもらい、明日の希望や生きがいにつながるものです。そう
した小さくとも・元気のでる・きらりと光る「心の糧」を全国
から公募し、北方町から発信しています。

記念講演

プロフィール
1979 年３月より 15年間、日本テレビ「ズームイン
朝！」で「ワンポイント英会話」のコーナーを担当
して、茶の間の人気を獲得。
現在は、島根県立大学客員教授、コミュニティクラ
ブ「たまがわ」等で英会話を教える。

※入場は無料ですが、入場整理券が必要です。入場整理券は、生涯学習センターにて配付しています。
【問い合わせ先】　生涯学習センター　☎３２０－２２００
【主　　　催】　北方町
　　　　　　　「未来につなぐ心の糧」作品公募事業実行委員会
【後　　　援】　文化庁・岐阜県・岐阜県教育委員会

Ａ・ウィッキーさん
講演テーマ「夢と生きがいの半世紀」

日　時　1 月 15 日（日）
　　　　13：30 ～ 16：00
　　　　　　ウェルカム・ライブ　『杉本明子と仲間たち』　12：40 開演
　　　　　　楽しく　元気の出る音楽で　みなさまをお迎えします
　　　　　　出演者　杉本明子・吉丸昭彦・清水一美

場　所　生涯学習センター  きらりホール

この事業は、心の糧サポーターズ（北方町まちづくり活動助成事業団体）、
北方町商工会、朗読サークル「ほがらか」のご協力により運営しています。
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きたがた演劇フェスタ
期　　　日　1月20日（金）～3月25日（日）
会　　　場　生涯学習センター　きらりホール
参 加 団 体　TEAM垣んちょ、13金ミュージカル、劇団『彗』、春季合同高校演劇祭
問い合わせ　各劇団・団体、生涯学習センター　☎320-2200
後　　　援　北方町・北方町教育委員会

TEAM垣んちょ「一
ひ ふ み

二三」
●公演日時　１月20日（金）19：00～
　　　　　　　   21日（土）①13：00～/②16：30～　※開場は開演の30分前
●料　　金　一般  1,000円（当日1,200円）　学生  800円（当日1,000円）※高校生以下
●内　　容　「私を捕まえようなんて、百年早いね！」
	 　　　舞台は江戸時代後期。
	 　　　義賊のおいちと、その弟子・次郎吉。
	 　　　いつも彼らの邪魔をする謎の男・三郎。　　　		TEAM垣んちょがお届けする、アクション時代劇！
	 　　　幼馴染の貧乏侍・池上との再会をきかっけに、	 こうご期待！！
	 　　　次郎吉は世の中の“現実”に気付き始める…。

●ホームページアドレス
　http://gakincho.ninja-web.net/

13金ミュージカル「サウンド・オブ・ミュージック」
●公演日時　１月28日（土）18：30～　※開場は開演の30分前
　　　　　         29日（日）13：30～
●料　　金　中学生以上　1,000円　小学生以下　500円
●内　　容　13金としては３度目の「サウンド・オブ・ミュージック」です。

第二次大戦中、ナチス占領下のオーストリアが舞台。
歌で人々を励まし続けてきた『トラップファミリー合唱団』の実話をもとに、アルプスの雄大な風景を
舞台とした「家族愛と平和」を描いたミュージカル作品。
13金らしい個性あふれる元気な舞台♪をお楽しみください。

※次回作に向けて新１年生からアダルトまで幅広く劇団員を募集中。一度体験入団してみませんか？
〒 500-8318　岐阜市桜通4-15　☎／FAX  058-251-0810　　Eメール  13kmusic@ccn.aitai.ne.jp

岐阜県高等学校文化連盟　演劇部会岐阜地区春季合同公演
●公演日時　３月24日（土）　３月25日（日）
●料　　金　無料
　22年度は岐阜地区で11校の演劇部が参加して開催されました。今年も、高校生達の熱い演劇をぜひ見にきてください。
＜22年度参加高校＞
加納高校、鶯谷高校、本巣松陽高校、富田高校、岐阜工業高校、岐阜北高校、岐阜農林高校、関商工高校、岐山高校、
長良高校、岐阜高校

劇団『彗』第15回公演　伊藤貴晴：作「手をつないで眠ったら」
●公演日時　3月10日（土）　19：00～
　　　　　　　  11日（日）①14：00～、②17：00～
●料　　金　 一般  1,500円　　高校生  1,000円　　北方町在住･在勤  500円
●内　　容　眠り続ける夫の傍らで、妻は、夫の見る夢の話をする。夢は、古典「伊勢物語」の世界だった…

伊勢物語の登場人物、在原業平（アリワラノナリヒラ）は、歌を詠んでは恋に落ち、恋に落ちては歌を
詠むプレーボーイ。彼が見る夢の中で、私はどの登場人物なのか。在原業平なのか、高安の女なのか、
それとも村人Aなのか。
それでも彼と同じ夢を見られるのなら、それは素敵なこと。
劇団『彗』第15回公演は、夢と現実が交錯する現代版平安絵巻。
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後期 町民自主講座

受講生追加募集 !!

2 ヶ月～ハイハイ前の赤ちゃんと保護者
ベビーマッサージ

●講　師：柴山　由貴子さん　　　 全５回　水曜日
●日　程：2/1・2/15・2/29・3/7・3/21
●時　間：10：30～11：30　　　
●会　場：和室　　●定　員：６組まで
●費　用：1，500円＋材料費2,000円＝3,500円
　オイルを使ってママの手で赤ちゃんにたっぷりと触れてい
ただきます。
　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。 前半の様子

スイーツデコ

　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。

●講　師：中島　恵美さん　　　　 全６回　土曜日
●日　程：1/21・2/4・2/18・3/3・3/17・3/31
●時　間：14：00～16：00　　
●会　場：和室
●費　用：1，200円＋お茶・お菓子代1，800円＝3,000円

親子参加　可
初歩の茶道

親子参加　可
フラワーアレンジメント

●講　師：羽田　みゆきさん　　　 全５回　土曜日
●日　程：1/21・2/18・3/17　　２回終了
●時　間：10：30～12：00　　●会　場：創作室
●費　用：1，500円＋材料費1，500円＝３，000円

　季節のお花で、はなあそびを楽しみましょう。

スイーツデコ

　ハートカバー仕立ての絵本を1冊制作します。(画材は自由)
物語が創れないと思っている方にも対応します。世界に1冊だ
けのあなたの絵本をつくりましょう。

●講　師：安藤　邦緒さん　　　　 全6回　日曜日
●日　程：1/22・1/29・2/5
　　　　　2/26・3/4・3/11
●時　間：15：00～17：00　　●会　場：会議室Ａ
●費　用：1，800円＋材料費200円＝2,000円

中学生以上　（小学生、保護者同伴）
初めての手づくり絵本教室
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対　 象　町内在住・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。
開 催 日　１/29・2/5・2/26・3/4・3/11・3/18 ( 日曜・全 6 回 )
時 間　① 11：00 ～ 11：40（40 分）　② 11：50 ～ 12：30（40 分）
　   　　　①②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　講師協力費 2,500 円
　　　　　（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 さん

（講師歴 10 年　旅行、テニスが大好きなアメリカ人）
申し込み方法　1 月 8 日（日）９：00 より生涯学習センター窓口のみ
　　　　　　※人気の講座ですので、お早めにお申し込みください。

コーヒーを飲みながら、楽しく英語を学びませんか？
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。

大人気講座!!

申し込み・問い合わせ　　生涯学習センター：☎３２０-２２００

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！

町民自主講座開講者募集のお知らせ

初心者対象

　「町民自主講座」とは、従来の行政が行う講座とは違い、自主的に講師になって行う講座
です。あなたが今までに深めてきた知識や技術を、その分野に関心のある方におすそ分けし
てみませんか？講師は自分の世界を教えるということで、受講生は関心のある分野をのぞい
てみるというように、気軽に新たな学びの輪が広がります。

ご興味のお持ちの方は、生涯学習センター　☎３２０-２２００へ
ご一報のうえ、説明会にお越しください。

町民自主講座開講までの大まかなスケジュール
開講希望者説明会

日時：２月３日（金）
　　　10：00から
場所：生涯学習センター
　　　創作室

2 月 3 日　　開講希望者説明会
2 月下旬　　開講計画書の提出
3 月初旬　　開講講座の検討・決定　
4 月 1 日　　「まなびすとの広場」　
　　　　　　4 月号で受講生を募集
5 月 1 日　　順次開講

あなたも講師に挑戦

前期
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あなたもボランティア登録をしませんか
　北方町では、地域ボランティア、学校支援ボランティア、社会福祉協議会と連携して、
ボランティアを必要とする人とボランティア活動をしたい人を効果的に結びつけるため
に、ボランティア登録制度を設けています。
たとえば・・・

◆ 子どもが好きなので、お世話をしたい
◆ 趣味が大正琴なので、教えます
◆ 手話を覚えたので、役に立つことはありませんか？
◆ 会社を退職したが、何かやりがいのあることをしたい

◆ 病院へ行きたいけど、託児があれば…
◆ 大きな荷物を運ぶのに、年寄りでは運べないので助けてほしい…
◆ 自宅のパソコンでホームページを開きたいが繋げられない…
◆ 一人暮らしなので、話し相手があるといいな…

　みなさんの「こんなことできます」という声をお待ちしています。

　また、「自分が何ができるのか、わからないけど、とりあえず何かやってみたいのですが…」
というような相談にものらせていただいています。

ボランティア  あつまれ !!

し た い 人

してほしい人

　相手のちょっとした悩みや愚痴は、「聴
く」だけで、その大部分が解消されます。
聴くことにより人を癒す技能を身につけ
て、「聴き上手」になりませんか。

日　　時  ２月26日（日）
	 10：00～11：30
会　　場  生涯学習センター
	 多目的スペース
講　　師  桑原　秋義さん
募集対象  一般成人
定　　員  15名
申込受付  ２月3日 ㈮ 9：00～
申込場所  生涯学習センター窓口

 〈電話受付10:00～〉

ボランティア講座⑥

聴く力をアップする聴く力をアップする
　毎年大人気
の「消防署探
検に出かけよ
う！」講座で
は普段見るこ
との出来ない
司令室や仮眠
室などを見学

させてもらい、消防士さんがどんなお仕事
をしているかを見せてもらえることができ
ました。
　また、消火器
を使ったり、は
しご車に乗った
りと親子で体験
ができ参加者の
防災意識が高ま
りました。

ボランティア講座③

させてもらい、消防士さんがどんなお仕事

参加費無料

10月30日（日）防災講習会
消防署探検に出かけよう！

という声をお待ちしています。

生涯学習センター窓口
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・学校のサポーターとして活動したいと考えている方、
是非参加ください。

・現在、学校支援ボランティアとして活動している方や
ＰＴＡの方の参加もお待ちしています。

・学校で子どもたちが安心して生き生きと学習や活動ができるように、地域で学校を支え、
ボランティアどうしの輪を広げていきましょう。そして、自分自身と地域の教育力の向上
へとつなげていきましょう！
日　時　２月14日（火）13：30～15：00　　 会　場 　生涯学習センター 多目的スペース
参加費　無料　　　　　　　　　　　　　　申し込み開始日　１月14日（土）9：00～

申し込み受付は、生涯学習センター窓口及び電話で　☎３２０―２２００

ボランティア講座⑤

・学校のサポーターとして活動したいと考えている方、

ボランティア交流会も開きますボランティア交流会も開きます

・学校で子どもたちが安心して生き生きと学習や活動ができるように、地域で学校を支え、

学校支援活動報告

活動の種類広がる活動の種類広がる
　子どもたちに授業等で直接関わるのではなく、安全で豊かな学校環境づくりで、子どもたちに間
接的に関わる支援もしていただけました。本年度後半も地域のみなさんのご協力をお願いします。

・学校に作品展示（絵画・書道・絵手紙）　
・体育祭写真撮影・図書館の整備
・運動場側溝掃除・学級園の耕し
・トマト農園の見学、収穫体験の提供
・個別支援・戦争体験の話・環境学習支援
・火柱伝説、米かし祭の話
・野菜、花の栽培指導・とうふづくり指導
・読み聞かせ、パネルシアター

4月～10月の活動

栽培指導

展示作品制作

栽培指導

栽培指導

写真撮影

パネルシアター側溝掃除

読み聞かせ

栽培指導

昨年度の様子

アアア
イイイ

テテテ
ンンンラララボボボ

援援
支支校学
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☆日　時：２月５日（日）　10：00～ 12：00
☆会　場：生涯学習センター　創作室
☆講　師：市原　信治　先生　　　　　　　　
☆材料費：１人につき500円（当日集めます）
☆対　象：町内在住の小学生　※先着30名

☆日　時：２月12日（日）　10：00～ 11：30
☆会　場：生涯学習センター　創作室
☆講　師：川瀬　節子　先生　　　　　　　　
☆材料費：１人につき500円（当日集めます）
☆対　象：町内在住の小学生　※先着25名

申し込み方法　１月21日（土）９：00から　生涯学習センター窓口のみ
お問い合わせ　生涯学習センター　☎３２０－２２００

冬の山道散歩「百
ど

々
ど

ヶ
が

峰
みね

を歩こう」

日　時：2 月 18 日（土）　※雨天中止
　　　　9：00 役場前駐車場集合・バス出発　～ 14：45 役場前駐車場到着・解散予定
目的地：百々ヶ峰（岐阜市）　標高：417.9 ｍ
対　象：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）
定　員：20 名（先着順）
参加費：無料
持ち物：登山できる暖かい服装・靴、手袋、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　※各自防寒対策をお願いします。
☆当日の日程☆
　  9：00　役場前駐車場集合・出発
　  9：45　三田洞到着（諸注意・準備体操）登山開始
　12：00　山頂到着・昼食
　12：30　下山開始
　14：00　三田洞到着・点呼・帰路出発
　14：45　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。

申し込み方法　１月 28日（土）9：00から　生涯学習センター窓口のみ
お問い合わせ　生涯学習センター　☎３２０―２２００

リフレッシュ講座

「からくり木工教室」
木を使っておもちゃを作ろう！今回は「動く二羽のとり」です。

ふるさと自然発見工房
きらりから

楽しい教室のご案内

「花遊び教室」花や木の実を使って花飾りを作ろう！
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　昭和24年１月26日、日本最古の壁画が描かれた奈良
県法隆寺金堂が焼損しました。その後も文化財の焼損が
相次いだことから消防庁と文化庁では昭和30年に１月
26日を「文化財防火デー」と定め、全国的に文化財防
火運動を展開しています。
　町でも文化財保護協会が中心となり毎年消火訓練を
行っています。
　消火訓練では、円鏡寺楼門付近で消火活動の実演や講
話を行います。広く住民のみなさんに消火訓練の様子を
見ていただきたいと願っています。

○日時　１月26日（木）10：00～
○場所　円鏡寺楼門付近

●問い合わせ
　生涯学習センター　☎３２０-２２００ 昨年度の様子

　合唱の町北方を象徴する大切な行事の一つ、ふれあい合唱集会が今年も「きらり」ホールで行われます。
　町内の合唱団・サークル・クラブが参加すると共に、多くの近隣合唱団体にも参加いただき、日頃の
練習成果を発表していただきます。町民のみなさんもぜひさわ
やかな歌声を聴きにお越しください。

日　　　時：2 月 19 日（日）
　　　　　　13：30 開演
場　　　所：生涯学習センター「きらり」ホール
　　　　　　※入場無料です。
問い合わせ：生涯学習センター
　　　　　　　☎３２０－２２００ ▲昨年の合唱集会の様子

ぴよぴよ・よちよち教室ご案内

１月26日は文化財防火デー

円鏡寺楼門で消火訓練

ふれあい合唱集会（Dream City Chorus）

○お問い合わせ・参加お申し込みは生涯学習センターへお気軽にどうぞ　生涯学習センター：☎３２０－２２００

ぴよぴよ教室 よちよち教室
★1月26日（木）10:00～11:30
　生涯学習センター　2階　チルドレンルーム
　「茶話会でよもやま話」
　参加費：無料　託児：なし（親子一緒に）
★3月16日（金）10:00～11:30
　生涯学習センター　2階　会議室Ａ
　「ママキレイ!スキンケア教室」
　参加費：無料　託児：あり（1名500円）

（１歳児とその保護者）
※２月はおやすみです

（２歳児とその保護者）
※２月はおやすみです

★1月27日（金）10:00～11:30
　保健センター　調理室
　「親子でかざり寿司を作ろう！」
　参加費：300円　託児：なし（親子一緒に）
★3月8日（木）10:00～11:30
　総合体育館　2階　柔剣道場
　「わくわく教室入門！」
　参加費：無料　　託児：なし（親子一緒に）
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◦１月13日（金）　たのしい正月遊び
◦２月15日（水）　みんなの歌や
	 　　劇をみにきてね

なかよし広場 10：00～ 11：00

町立幼稚園 ☎３２４-５７２１

ままプラザほっと ☎ ３２３-２６７５

◆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

	子育て勉強会 
【日　時】	１月18日（水）10：00～11：45
【場　所】	ままプラザほっと事務所（役場北）
【内　容】	「地域の中で子育てを」についての勉強会
【講　師】	原	美智子氏（岐阜NPOセンター運営委員長）

	 ママのためのパーソナル
カラー診断

 

【日　時】	２月22日（水）10：00～11：45
【場　所】	ままプラザほっと事務所（役場北）
【内　容】	普段忙しいママたちの、自分にあった特別な色

を見つけませんか？卒園式・入園式に向けての
準備にもぜひどうぞ！

【講　師】	武藤裕子氏（カラーアトリエオリーブの丘、色
彩検定1級カラーコーディネーター）

【参加費】	500円
【定　員】	15名

	読み聞かせ 
【日　時】	３月14日（水）10：00～11：45
【場　所】	ままプラザほっと事務所（役場北）
【内　容】	子どもたちと絵本を楽しんだあとは、

お茶を飲みながら、一緒におしゃべり
を楽しみましょう。

【参加費】	200円

	お茶パーティー 
【日　時】	１月25日（水）
	 ２月22日（水）
	 ３月21日（水）
【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円（ケーキお茶代込み）
※事前申し込みが必要です。

■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)

※毎月21日の円鏡寺門前市では、わたがし店を
おこなっています。
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各保育園を開放して園児と一緒に遊びます。

◦１月19日（木）　お正月あそび
◦２月２日（木）　豆まき

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遊べます。

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

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。

◆1月27日（金）　13：00～15：30
　【内　容】	歯のチェック、マタニティビクス
　【持ち物】	ズボン着用、タオル、室内用シュー

ズ、お茶（500mlくらい）、母子健康
手帳

◆2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

◆3月23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
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。

児童館 ☎３２３-０２５４

（但し学校休業日はお休み）
（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

◆メルヘン	 対象：乳幼児と保護者
	 	 （北方町在住）
	 場所：子育て支援センター
	 	 （町立北保育園内）
	 時間：10：00～11：30
◦１月10日（火）	お正月あそび（2・3歳）
◦１月17日（火）	お正月あそび（0・1歳）
◦２月７日（火）	リズムあそび（2・3歳）
◦２月21日（火）	リズムあそび（0・1歳）
◦３月６日（火）	お楽しみ会
＊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
◦１月25日（水）	勤労青少年ホーム
◦２月16日（木）	働く婦人の家
◦３月14日（水）	勤労青少年ホーム

◆パパとあそぼう
　10：00～11：00（要申し込み）
◦１月21日（土）
◦２月18日（土）

◆子育てセミナー
　10：30～11：30（要申し込み）
◦１月26日（木）

◆子育て相談		 10：00～11：30
◦１月18日（水）	◦２月15日（水）
◦３月21日（水）

町立保育園

子育て広場 9：30～ 11：30
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